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産業構造審議会産業技術分科会・日本工業標準調査会合同会議 

平成２４年度第３回知的基盤整備特別委員会 議事録（案） 

 

１．日 時：平成２４年７月４日（水） １０：００～１２：００ 

 

２．場 所：経済産業省 別館１０１４共用会議室 

 

３．出席者委員：北澤委員長、青山委員、長我部委員、小野委員、海堀委員、小嶋委員、

高橋委員、田野倉委員、成田委員、松田委員、松本委員（上森代理）、

安井委員、唯根委員 

 

４．議 題： 

（１）前回議事録の確認 

（２）文部科学省における研究基盤の整備・運用に関する取組 

（３）知的基盤整備特別委員会 中間報告（案）について 

（４）その他 

 

５．配布資料： 

資料１ 委員名簿 

資料２ 第２回知的基盤整備特別委員会 議事録（案） 

資料３ 文部科学省における研究基盤の整備・運用に関する取組 

資料４ 知的基盤整備特別委員会 中間報告（案） 

 資料４－１ 知的基盤整備特別委員会 中間報告（案）の概要 

       －知的基盤整備・利用促進プログラム（仮称）－ 

 資料４－２ 知的基盤整備特別委員会 中間報告（案） 本文 

 

６．議 事： 

○籔内知的基盤課長  皆さんおはようございます。定刻となりましたので、ただいまよ

り産業構造審議会産業技術分科会・日本工業標準調査会の合同会議「平成24年度第３回知

資料２ 
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的基盤整備特別委員会」を開催させていただきます。 

 開催に先立ちまして、当省で基準認証政策を担当しております河村審議官より一言御挨

拶申し上げます。審議官お願いします。 

○河村審議官  おはようございます。本日は、お暑い中をお集まりいただきまして厚く

御礼申し上げます。私は担当の審議官でございまして、１回、２回はたまたま海外出張中

で、委員の方々のお集まりの日程を最優先したため欠席させていただきましたが、その間、

大変精力的な審議をいただいたと承知しております。この場をお借りして厚く御礼申し上

げます。 

 知的基盤に限らずのことですが、特にこの分野、中小企業等、まだまだ知らない分野で

ございまして、そういったものにエンジンをかけるためには、やはりある程度公的機関が

引っ張っていくことも必要でございますし、そういう政策を打っていくためのロードマッ

プ、ある程度の羅針盤をつくって設計図を示すということは、イノベーションを加速した

り国民の安全・安心を確保するためには不可欠であると考えております。 

 今回、担当課長の籔内が大学、企業、団体等に精力的にヒアリングを行い、そして皆様

の活発な御審議の結果を踏まえて、本日「中間報告」が概成したと承知しております。内

容を拝見しましたが、体系的によくまとまっていると自負しております。 

 その中で、今後のツールとしましては、知的基盤ポータルサイトとか、あるいは標準化

学物質などの分野でデータベースを統合した「ものづくり基盤プラットフォーム」などの

事業を、本省としても推進していきたいと思っておりますし、また、本日活発な御意見を

いただく中で新しいアイデア、あるいは御示唆をいただきましたら、それも踏まえて政策

の実現に邁進してまいりたいと思っております。 

 本日の「中間報告」は、一つの節目と受けとめておりまして、その説明方々、また御意

見を賜ればと思います。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。 

○北澤委員長  河村審議官、どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局より本日の委員の出欠状況及び配布資料の確認をお願いいたします。 

○籔内知的基盤課長  まず、委員の出欠状況について御説明いたします。 

 本日は、中村委員、松本委員が御欠席でございます。松本委員は、代理として上森様に

御出席いただいております。 

 また、文部科学省より柿田基盤研究課長にお越しいただいております。 

 そのほかに、産業技術総合研究所より、計測標準研究部門長の千葉様、同じく産業技術
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総合研究所の地質分野の副研究統括の矢野様、さらに製品評価技術基盤機構のバイオテク

ノロジーセンター所長の中川様にも、オブザーバーとしてお越しいただいております。 

 次に、お手元にございます配布資料の確認をさせていただきます。 

 まず「議事次第」、資料１が「委員名簿」、資料２が「第２回知的基盤整備特別委員会議

事録（案）」、資料３が「文部科学省における研究基盤の整備・運用に関する取組」、資料

４が「知的基盤整備特別委員会中間報告（案）」、資料４－１が「概要」、資料４－２が

「中間報告（案）本文」となっております。 

 それぞれ資料の過不足等ございましたらお申し付けください。 

 

議題１：前回議事録の確認 

○北澤委員長  それでは議事に入ります。お手元の「議事次第」に従って進めさせてい

ただきたいと思いますが、まず議題１番の「前回議事録の確認」につきまして、事務局か

らお願いいたします。 

○籔内知的基盤課長  資料２でございますが、お手元に、事務局にて作成しました前回

の議事録（案）を配布させていただいております。内容を御確認いただきまして、修正等

がございましたら、また後日事務局まで御連絡ください。よろしくお願いいたします。 

 

議題２：文部科学省における研究基盤の整備・運用に関する取組 

○北澤委員長  それでは、次に議題２の「文部科学省における研究基盤の整備・運用に

関する取組」につきまして、今日は、文部科学省基盤研究課の柿田課長から御説明をお願

いいたします。 

○柿田基盤研究課長  それでは、資料３に基づきまして「文部科学省における研究基盤

の整備・運用に関する取組」について御紹介申し上げたいと思います。 

 まず、１ページですが、この会議、第１回の会議で御紹介があったところですが、政府

全体の科学技術政策の根本を定めております「第４期基本計画」がございます。これは23

年度から始まった５年間の計画でございますが、その中で、研究基盤について今後どのよ

うに進めていくのかということが書かれております。 

 その部分の抜粋でございますが、１つは、全体の科学技術政策といいましょうか、研究

開発は、これまではライフサイエンスとかナノテク、情報通信といった分野別で進めてき

たわけですが、重要な課題をしっかりと位置付けて、その課題の達成、問題の解決に向け
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て複数の分野を超えて、あるいは連携をして研究開発を進め課題の達成を図る。そういう

流れになっております。それが２の（５）のところですが、そういった研究開発活動を支

えるための共通基盤を、いま一度充実・強化していくという方針が定められております。 

 それとともに、相互のネットワーク化を促進していくということです。大学、独立行政

法人に研究開発で使用される施設とか設備があるわけですが、個々にそれらが動いていく、

研究開発のために使用されるものは当然のことながら、幅広い研究開発活動を支える意味

でネットワーク化を進めるという趣旨でございます。 

 その次の４の（１）の②ですが、さらに共用を促進していくことをうたっております。

大学、独立行政法人等の公的機関がたくさんいろいろな装置をもっているわけですが、そ

れぞれすべて大学、独立行政法人の自主事業といいましょうか、本来の事業、研究開発や

事業があるわけですが、その研究開発活動を実施するために様々な施設、設備が整備され

ているわけですけれども、その本来目的だけにとどまって使うのではなく、さらにそれを、

産業界を始めほかのセクターにも開いていくということで、それを「共用」といっており

ますが、多くの方々に使っていただいて、全体としての科学技術イノベーションを起こし

ていく。その基盤となるということで、そのための取組をやる、国がやっていくというこ

とが定められています。 

 一番下の（２）の「知的基盤の整備」ですが、この会議でも御議論いただいているとこ

ろでございます。「今後は質の充実の観点を踏まえて整備を促進する」と書かれておりま

す。 

 ２ページですが、文科省の中に科学技術・学術審議会がございます。この審議会で、

「第４期基本計画」を受けて文科省として今後どういう政策を打っていくのかということ

を議論しておりますが、１ページに書いてございましたような基本計画の方向を受けて、

３つ目の・で、文科省の審議会の中に、この基盤、とりわけ先端的な研究基盤について、

今後の在り方を集中的に議論するための専門の部会並びに研究開発プラットフォーム委員

会という委員会を新たに立ち上げまして、この基本計画でうたわれている「科学技術の共

通基盤の充実・強化」、「ネットワーク化」、「共用促進」といったようなことについて、具

体的にどういうことを進めていくのかを検討する委員会を動かしております。 

 その中で、「研究開発プラットフォーム」と銘打ちまして、我が国の科学技術イノベー

ションを支える新たなシステムの構築を目指した審議を行っているところでございます。 

 その内容について、少しご紹介をしたいと思いますが、３ページでございます。 
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 これは、科学技術・学術審議会の中の部会での論点整理の概要でございますが、まず

「研究開発プラットフォーム」と銘打っておりますけれども、これは何かということです

が、多様な先端研究施設・設備あるいは基盤技術といったようなものが、第３期の基本計

画でいいますと、ライフサイエンスとかナノテクなどそれぞれの分野ごとに必要な基盤・

施設・設備が整備され、そしてその分野の研究者に使われてきたということですが、同時

にこれまでの科学技術政策の進展によって、我が国は世界に冠たるといいましょうか、大

型のものを含めて世界最先端の基盤をそろえるに至ったという状況がございます。 

 そこで、この分野を超えて全体的に、まずオールジャパンの視点で科学技術の基盤を俯

瞰的にとらえて、そして全体をより効果的に使ってもらえるようにする。そして科学技術

の成果を上げていく。そのための仕組みをつくることを「研究開発プラットフォーム」と

いっているわけです。 

 そして、このプラットフォームの構成要素として、基盤と申しましてもいろいろなもの

が大学、独法等々にございますが、すべてを対象にするとなりますと、先端性のかなり高

いものから、必ずしもそうでないものといろいろあるわけでございまして、ここでは、先

端性を有していて、そして幅広い研究分野あるいは領域、それから産業界の方々など幅広

い研究者等の利用が見込まれるような施設・設備あるいは技術を念頭に置くことにしてお

ります。 

 そして「プラットフォームの基本的考え方として、以下を提示」ということですが、ま

ずは、「科学技術基本計画で示された重要課題の達成」ということで、この研究開発活動

を支える基盤となることを基本目標としているということです。２）が、可能な限り多く

の施設・設備、これは大学、独法等にあるわけですが、そういったものを全体のプラット

フォームというシステムの構成要素に入れて、それを広くオープンにしていく。そして、

多くの方々の利用に供していくことを目指すことにしております。３）は、これは後で絵

のほうで出てまいりますので、それを御覧いただくとイメージがわきやすいのではないか

と考えますが、全体を網羅するような大きなプラットフォームの考え方と、その中でも施

設のいろいろな種類ごとの小さなプラットフォームといいましょうか、ネットワーク、あ

るいは研究の分野ごとに必要となるネットワーク、そういったものの階層構造といいまし

ょうか、組合せ、構造が適当であろうという考え方であります。 

 そして、プラットフォームということで一つのシステムを作り上げるわけですが、例え

ば５年、10年といったような国の施策ではなくて、こういう基盤を支えるということであ
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りますので、継続的な取組を国はやっていく必要があるであろうと、そのように考えてい

るところでございます。 

 ４ページは、「検討中の主な取組」です。 

 ①が、先端研究基盤を量的にも拡大しますし、質的な拡大も引き続き図っていくという

ことと、施設とか設備、あるいはこの会議でも議論されておりますデータベースのような

ものとか、バイオリソースのようなものもあるわけですが、いずれにしましても、一旦整

備してそのまま維持すればいいということではなくて、常に最先端の状態を維持するとい

う意味での高度化を図っていくことが大事であります。 

 ②は、「重要課題達成」という政策ですが、研究開発のプロジェクトがいろいろ動いて

おります。そのプロジェクトをしっかり支える、プロジェクトと連携をしていくというこ

とでございます。 

 ③は、「基盤を支える人材の育成・確保」ということで、特に大学におけるこういった

基盤を支える人材が少なくなってきている状況でありますので、その辺の取組が一つ掲げ

られているところでございます。 

 ④は、①の「戦略的な高度化」とも関係しますが、先端施設を高度化していく際には、

常に最先端の基盤的な技術あるいは機器、こういったものもあわせて開発していく必要が

あるということで、政策的なニーズ、利用者のニーズ、あるいは施設といったハードウエ

アのニーズを受けて、必要となる基盤ニーズの開発もあわせて進めていくということです。 

 ⑤は、これもこちらの審議会でも御議論になっておりますが、こういったプラットフォ

ームというシステムをつくったときに、やはり中核的にシステムを動かしていく機関が必

要であるということで、その機関を整備する方向で議論をしております。 

 あと⑥の「利用システム」、様々なシステムが、施設とか機器がいろいろな機関にある

わけですが、外の人が使うことになった場合は課金をして使っていただく場合もあるわけ

ですが、利用システムは、その施設、あるいはその施設を所有している機関によって様々

なわけですけれども、外からみてできるだけわかりやすいシステムにする必要があるだろ

うということです。 

 それから「リスク分散」といいますのは、３月の大震災の際に東日本のたくさんの研究

基盤が被災いたしました。それで大事な研究がストップする事態に至ったわけですが、そ

ういったことも考えて、全国的な、施設整備の地理的な配置といったこともよく考えてい

くということでございます。 
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 ⑦は、競争的資金でたくさんの研究費が研究者に交付され、そして研究者は、その研究

をやるためにいろいろな研究機器を購入したりするわけですが、こういった機器について

も、自分だけで抱え込むということではなくて、できるだけほかの研究者にも開いていく、

お互いに使い合っていくようなことができれば、より全体の効果、効率も上げられるので

はないかということでございます。 

 次の５ページは概念図、イメージ図でございますが、これはイメージ図ですので、必ず

しも正確なロケーションではありませんけれども、薄い日本地図があって、その上に四角

い箱が置いてあります。これがいわゆる先端的な研究施設・設備です。特に真ん中に「共

用法対象４施設」がございますが、これは大型施設で、もともとたくさんの方に共用して

もらうことを目的につくっている施設が今４つございます。事業仕分けでも有名になった

「京（大型計算機）」でありますとか、「放射光施設（Spring－８）」、これは兵庫県の播磨

にあります。同様に「X線自由電子レーザー施設SACLA」、それから東海村にあります「J－

PARC」という中性子、あるいはニュートリノなどの実験を行う施設、こういった大きなも

のがあって、これは法律に基づいて、もともと共用をするということで整備、運用がされ

ている施設であります。 

 こういったものが筆頭格になるわけですが、それ以外にも日本全国に大学、独法がそれ

ぞれの研究目的で整備をされたものがあるわけですが、こういったもの全体をリストアッ

プして、そしてそれを、産業界を始め多くの方々に使っていただけるように開いていく仕

組みを作り上げていきたいというのが「研究開発プラットフォーム」のイメージです。 

 その中に、「サブプラットフォーム」というような説明をいたしましたが、こういった

プラットフォームの中で「ナノテクノロジー」という技術分野、研究分野に特化してネッ

トワークを組むような施策も動いておりますし、ライフサイエンス、あるいは情報、そこ

での分野に特化したネットワーク、あるいは専門的なプラットフォームとしての取組も同

時に進めていくという考え方でございます。 

 それから「中核機関」という話をいたしましたが、今、我が国の研究基盤全体を取りま

とめて共用していく、より多くの方々に使いやすくしていく、そのための仕組みを作ろう

ということですが、中核機関というものは、今はない現状でございます。しかしながら、

こういった共用をさらに進めていく、利用促進に向けたワンストップサービス機能であり

ますとか情報のポータルサイトとか、そういったことを進めていく必要がございます。 

 文科省では、そういった中核的な機関となるようなものを、このご時世ですので新しい
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組織を一つ立ち上げるというのは難しいのですが、現在ある独立行政法人の中にこういっ

た中核的な機能、役割といったものを新たに業務として付加するような形で全体のプラッ

トフォームの中核機関、あるいはその全体の仕組みを動かせるようにしていきたいと考え

ているところです。 

 ６ページは、実際にどういうものであるかというイメージをさらにお持ちいただくため

に絵をつけていますが、上のほうは、先ほど申しました共用促進法という法律に基づいて、

もともと共用を進めるために整備し運用されているもの４つでございます。その次の段に

「その他の先端研究施設・設備」ということで、微細加工装置、電子顕微鏡等々先端的な

施設・設備が日本全国にございます。それから右側の箱では、先端計測・分析技術といっ

たような、これは大型のものよりは少し小型になりますが、最先端の計測・技術、機器の

開発、研究用のデータベースだとかビッグデータといったものを扱って、これをいろいろ

な研究開発活動を支える基盤にしていくという動きもありますが、そういったデータベー

スの関係、それからバイオリソースに代表されるような知的基盤といったものも、このプ

ラットフォームの対象に入れて、そしてオープンにしていく。そして日本全体で使ってい

くということを考えていきたいということでございます。 

 一番下の段は、「学術研究」ということで、スーパーカミオカンデ、ＡＬＭＡ、すばる

望遠鏡などがございます。こちらは、多くの方々に使っていただくという観点からすると、

これは学術のピュアなサイエンスのところでの利用が中心になりますので、共用というこ

とに関すると、上のほうとは若干程度の差があるのではないかと考えられますが、一応そ

ういったものも視野に置きながら基盤のプラットフォームをつくっていきたいということ

でございます。 

 あと、参考②以降は、参考資料でございますのでお配りのみとさせていただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○北澤委員長  柿田課長ありがとうございました。 

 今の文部科学省からのご説明について、ご質問などございますでしょうか。ご質問があ

る方は、ネームプレートを立てていただけたらと思います。 

 ご質問ありますでしょうか。――よろしいでしょうか。 

 それでは、文科省の俯瞰的な取組方の説明、柿田課長ありがとうございました。 

 次に行かせていただきたいと思います。 
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議題３：知的基盤整備特別委員会 中間報告（案）について 

○北澤委員長  次に、議題３番の「知的基盤整備特別委員会 中間報告（案）」につき

まして、事務局からご説明をお願いいたします。 

○籔内知的基盤課長  それでは、お手元に資料４－１をご用意ください。資料４－１に

沿って説明してまいりたいと思います。本文はかなり大部になっておりますので、そのダ

イジェスト版としてまとめたのがＡ３版横長の資料４－１でございます。 

 まず、全体の構成でございますが、タイトルから始めますと「知的基盤整備特別委員会

中間報告（案）」、サブタイトルとして「－知的基盤整備・利用促進プログラム－」という

仮称をつけているわけでございます。 

 第１章、第２章、第３章の３章立てからなっております。 

 第１章は「新たな知的基盤戦略の方向性」ということで、まず「知的基盤の重要性」、

そして「知的基盤整備の政策的位置づけ」、さらに「知的基盤整備・利用促進の新たな方

向性」という構成になっております。 

 第２章になりますと、「計量標準」、「微生物遺伝資源情報」、そして「地質情報」といっ

た具体の重点３分野について、これからの重点化及び具体的な方策を書かせていただいて

おります。 

 そして第３章は、「全体戦略の取りまとめ及び全体の具体的方策」ということで、本来

は重点分野の４番目に当たると思われる「情報技術への対応」ですが、ほかの３つも横串

を通すという意味で、別途取り出して３章でまとめさせていただいております。 

 そして、「全体戦略の取りまとめ」としまして、「恒久的な仕組み作り」、「中堅・中小企

業への対応」、「国際対応（アジア対応）」、そして「新たな整備アプローチ」という構成に

させていただいております。 

 それでは、具体的に第１章からみていきたいと思います。２ページをお開きください。

 第１章の「新たな知的基盤戦略の方向性」でございますが、左のほうから見てみますと

「知的基盤の重要性」、知的基盤というのは、委員の皆様方には何度か御説明しましたが、

知らない人がこの報告書をいきなりみると、まずわからないので、知的基盤の重要性とい

うところから始まって知的基盤とは何ぞやということを書かせていただいております。 

 「知的基盤100撰」をつくらせていただきまして、前回の委員会にかけさせていただき

ましたが、この活用事例集「知的基盤100撰」にあるとおりに様々な分野、用途で利用さ
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れております。こういった知的基盤が仮になければ、未整備であったならば、一体どんな

影響があるかということを少し書かせていただいております。 

 知的基盤の整備を国が行わなければ、個々の企業がそれぞれに知的基盤を作らないとい

けないことになり、これは多大なコスト増加になるわけです。さらに知的基盤が未整備で

あると、国民生活の安心とか安全といったレベルが低下するわけでございます。様々な化

学物質の規制、食料品や水に関するいろいろな規制、そういったものがきちんと検証され

なくなっていくのではないかということです。さらに研究活動において非効率な部分が多

く発生して、研究コストの増加につながるのではないかと思っております。 

 このような知的基盤でございますが、「政策的な位置付け」としまして、まず「経済産

業省が実施する知的基盤」ということで、イノベーションのインフラであったり、中堅・

中小を中心とするものづくりの基盤であったり、また国民生活の安心・安全確保といった

幅広い範囲をカバーしているわけでございます。 

 さらに、経産省のみならず国全体の「国家戦略における位置付け」でございますが、こ

としの４月に出ました産構審の研究開発小委員会や産構審新産業構造部会の「経済社会ビ

ジョン」の中でも、知的基盤の重要性が位置付けられているところでございます。 

 さらに科学技術基本計画や研究開発力強化法、さらに中小ものづくり基盤法といった法

制度等の整備の中に知的基盤が位置付けられていて、運用されているところでございます。 

 知的基盤につきまして、欧米各国における位置付けがどうなっているかというと、やは

りこの２、３年の間に、アメリカにしろ、イギリスにしろ、国家戦略として計量・計測シ

ステムを中心に知的基盤をもう一度見直して、国家戦略の柱として位置付ける動きがなさ

れているところでございます。 

 現状はこのような知的基盤でございますが、「新たな知的基盤戦略の方向性」としまし

て「ユーザーニーズの分析・活用」、ユーザーニーズの現状認識は、業種別、部門別にお

いて、知的基盤の利用目的や整備要求は多種多様になっていて、「知的基盤整備100撰」を

見ますと、本当にいろいろな分野でいろいろな用途で利用されているのがよくわかるとこ

ろでございます。 

 さらに「整備、利用促進にかかる新たなユーザーニーズ」ということで、関係者の方々

百何十社にヒアリングをした結果、ヒアリングによるユーザーニーズの整理としまして、

既存の知的基盤を利用したい、これから新しく整備されるものもそうですが、今まで整備

してきた知的基盤を利用していきたいとか、あと、せっかく整備されているのに、整備体
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系全体がよくわからないので、全体像を提示してほしいとか、あと、整備された知的基盤

をどのように使ったらいいのか、整備した機関と具体的な使い方といったコンサルテーシ

ョンの実施を希望しているユーザーが多いということ。さらに国は、先を見据えた長期的

な視点に立った知的基盤の整備に取り組んでほしいといったユーザーニーズがあるところ

でございます。 

 さらに「新たなユーザーニーズへの対応」といたしまして、知的基盤が整備されている

のですが、その流し方として、それは一応国が提供し、それを業界団体ごと、さらに事業

者ごとでカスタマイズした形で利用されているのが最近の傾向ではないかと思っておりま

す。したがって、それぞれがカスタマイズしやすいような形で整備していただけるとあり

がたいということでございます。 

 また、利用者、整備分野、利用目的それぞれのニーズの分析がもう少し必要なのではな

いかとか、整備ニーズというのは、分野ごとに長期的な重要課題を中心にやっていくべき

ではないか。それから利用促進のニーズは、紙媒体もさることながらWeb環境下での情報

提供をやっていただけないか、このようなニーズがあるところでございます。 

 それらに対しまして「整備実施方策」でございますが、「整備の重点化（選択と集中）」

を行っていかないといけないのではないかと思っております。だんだんだんだんリソース

が縮減する中で、短期・中期の整備の重点化と長期の国家基盤の整備と分けて整備をして

いかないといけないのではないかと思っております。 

 短期・中期の整備の重点化に関しましては、イノベーション・インフラの整備であった

り、中堅・中小を中心としたものづくりの基盤技術の充実・強化のための支援であったり、

国民生活の安心・安全の確保、それから現地法人を含むアジア諸国への対応であったり、

短期的には震災後の復興支援といったことに重点化して行っていくべきではないかという

ことであります。 

 また、「長期の国家基盤整備」としまして、例えば微生物のリスク評価手法の確立であ

るとか、新しいSI単位標準の作成であるとか、あとは地質情報といった長期を要する、こ

のどれ一つをとっても10年近くかかるような国家の基盤も重点的に整備を行っていくべき

ではないかということであります。 

 「整備実施の考え方」でございますが、やはり短期・中期といったものは時代の要請に

応じた迅速かつ弾力的な対応をするもの、もう一つ、長期の国家基盤整備のように時代に

流されない普遍的な対応といった２つの方針で取り組むべきではないかということであり
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ます。 

 また「効果的かつ効率的な知的基盤整備」でありますが、先ほど柿田課長からもご説明

がありましたように、例えばバイオテクノロジー分野では文科省や農水省、厚労省ととも

に経産省も連携のもと、独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）が研究情報や技術情報

などの分散管理統合データベースを、今着実に整備しているところであります。今後、リ

ソースが制限されている状況においては、こういった省庁連携や地方自治体、民間研究機

関との機関連携を図ることによって効果的かつ効率的に国の基本情報の整備を推進するこ

とが重要ではないかと考えているところでございます。 

 それと「利用促進方策」でございますが、よくいわれるように「ユーザーにとってわか

りやすい知的基盤が必要だ」ということであります。したがいまして、手前みそでござい

ますが、前回かけさせていただいた活用事例集「知的基盤100撰」、これは結構いろいろな

ところで好評を博しておりまして、こういった具体な活用事例を中心にわかりやすく知的

基盤についていろいろな場面で皆様に普及していきたいと思っております。 

 さらに知的基盤のコンテンツの充実、それと平易な表現、さらに頻繁なデータの更新が

必要なのではないかと考えます。 

 さらに一連の事業活動に即した整備体系、今このようになっているという全体像を提示

することなどがわかりやすくなることにつながるのではないかと思っております。 

 次に「ユーザーにとって使いやすい知的基盤の整備」でございますが、知りたい情報、

使いたい情報といったものは、やはりWeb環境下のワンストップサービスが必要なのでは

ないかと思っております。したがって、今後、知的基盤ポータルサイトを立ち上げてワン

ストップで知的基盤整備の全体像がわかるようにしていきたいと思います。 

 その中で、特に中堅・中小を中心としたものづくりに資する知的基盤を取り出してきて、

二次活用しやすいような形でものづくり基盤プラットフォームを構築していきたいと思っ

ているところでございます。 

 次の３ページ、第２章は、今度は計量標準、バイオ、地質といった具体の整備、利用促

進策について書いているところでございます。 

 まず「計量標準の整備、利用促進」でございますが、左の「現状認識」のところをみて

いただきますと、我が国の計量標準の整備は、2001年～2010年までにそれぞれ計量標準25

0、標準物質250を整備目標として設定し、10年間でそれを達成しました。250といってお

きながらそれぞれ300近く、目標以上のものが達成できたと思っております。 
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 これによって計量標準の量と品目は、欧米とほぼ遜色のない規模まで整備が完了したと

ころでございます。日本は10年かけてようやく欧米に遜色のない水準まで量と品目を整備

したわけですが、今、欧米各国の計量標準整備はどうなっているのかというと、現在は計

量・計測を中心に、これらをイノベーションのインフラとして明確に位置付けて、中長期

の施策及びそのためのリソースの確保を行っており、アメリカやイギリスなどは、国家戦

略上の重要事項として現在位置付けているところでございます。 

 さらに、今、我が国の中で計量標準について調整がどうなっているかというと、特に電

気計測器の機能がとても多様化していたり、食品や水などさまざまな規制対象物質の急増

により計量・計測ニーズが複雑化し多様化しているところであります。 

 また、中堅・中小企業を取り巻く産業構造の変化により、計量標準へのニーズが高まっ

ているわけであります。これは、中堅・中小は、従来は、例えばトヨタならトヨタの下請

にいれば、親会社から順次標準がおりてきて、それに沿ってつくっていればよかったわけ

ですが、なかなかそうもいっていられないので新たな分野、つまり自動車の部品加工から、

例えば今後伸びゆく医療関係機械の部品をつくる方向に事業転換をするとか、そういった

ことを迫られているわけでございます。その際には、やはり計量標準へのニーズが高まっ

てくる状況にあるわけであります。 

 「整備の重点化（選択と集中）及び具体的方策」としましても、「現状の問題点」とし

てメーカーや関連団体へのヒアリングを行ったところ、明確な国家計量標準戦略がよくみ

えないといったこと。それと、計測器メーカーや試薬メーカーは一時的なユーザーですが、

真のニーズの保有者、エンドユーザーである人たちの声が十分に反映された整備になって

いるのか疑問であるということ。それから、中堅・中小企業へのPRが今まで不足していた

わけで、これは国の責任でもありますが、普及・啓発がまことに不十分であって、余りよ

く知られていないのではないかといった疑問が投げかけられております。また、産総研Ｎ

ＭＩＪ、指定校正機関等を中心とした現在の整備体制のままでは、新たなニーズに対応で

きないのではないかといった疑問が出されているところであります。 

 もう少し具体的にみていきますと、「骨太の国家計量標準戦略・方針の策定」が必要で

はないかということで、今、産総研NMIJから整備計画が示されておりますが、明確に国家

計量標準戦略が打ち出せていないのではないか。 

 さらに政策的な位置づけ、整備目的、対象の重点化といったものを盛り込んだ骨太の国

家戦略を早急に策定する必要があるのではないか。 
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 それと「多様なユーザーニーズに適切に対応できる供給体制の整備」が必要なのではな

いかといったことですが、エンドユーザーの声をより適切に収集して、そのニーズを整備

に的確に反映する仕組みの構築が必要なのではないかといったこと。 

 計量・計測ニーズの複雑化や多様化や中堅・中小企業を取り巻く事業環境の変化に適切

に対応していくことが必要なのではないか。 

 産総研、指定校正機関等を中心とした整備体制ではなく、周辺の他の関連機関とも役割

を明確に分担し、各セクターが一丸となった整備体制が必要なのではないか。 

 それと「わかりやすく使いやすい計量標準の整備」ということで、JCSS制度であったり

計量トレーサビリティであったり、不確かさの概念といったものについては、依然として

中堅・中小企業を初め多くの事業者に浸透していないのではないか。 

 利用者のメリットを具体的にわかりやすく情報提供したものがない。より使いやすい計

量標準の整備が必要なのではないかといったユーザーからの様々な問題点が挙げられてい

るわけであります。 

 これに対応しまして、具体的に今後どういった方策をとろうとしているかといいますと、

「計量標準の整備・供給体制の効率化」ということで、まず恒常的に動かしていく仕組み

が重要だと思っております。まず、はっきりとした司令塔機能を明確にし、各セクターも

関与した形でいろいろと役割分担を行ってもらった上で、恒常的に動かしていく仕組みを

つくりたいと思っております。 

 さらに、「国が行う研究開発と優先順位」ということで、ニーズを定期的に把握する仕

組みや、そのニーズに基づいて行った整備の効果測定と評価、さらに国の優先課題を踏ま

えた選択と集中、今であれば、例えば震災への対応だったりグリーン・イノベーションだ

ったりライフ・イノベーションだったりという分野に選択をしてリソースを集中させると

いったことを決めることが必要なのではないかということです。 

 それと、「標準供給体系の高度化」ですが、計量標準の供給における官民の役割分担を

もう少し明確にして、民間のもっているポテンシャルをきちんと生かした標準供給の充実

を行っていくことが重要だと考えております。 

 また「ユーザーの利便性向上」という意味で、「わかりやすく使いやすい計量標準の整

備」ですが、計量標準の成果を利用促進するためにいろいろと施策を起用しないといけな

いと思っております。具体的には、中堅・中小企業への普及、各都道府県に１つ以上あり

ます公設試験研究機関との連携、計測関係工業会や国内研究機関との連携。 
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 さらに「情報技術による利便性の向上」、これはまた別途最後で述べさせていただきま

す。 

 さらに「計量標準整備全体」ですが、今までは計量標準の標準なら標準、それから計測

器なら計測器、データベースならデータベースと別々に整備されていたのですが、競争力

強化と利便性向上に資する統合的な基盤整備が必要だと考えております。つまり、計量標

準や標準物質を開発するとともに測定器・分析機器の開発を行い、それによって得られた

様々なデータをデータベースとして蓄積し、さらにその過程で試験の評価方法や分析方法

をきちんと規格化して、最終的にはＩＳＯへ標準として提案するといったように、統合的

な基盤整備がこれからは必要であると考えております。 

 さらにアジア諸国への計量標準を基盤とする技術支援等を推進してまいりたいと思って

おります。 

 次に４ページ、「微生物遺伝資源の整備、利用促進」でございますが、「現状認識」とし

て、「これまでの取組」ということで、日本は伝統的に発酵技術が発達していて、現在も

微生物を利用したものづくりなどに活用されているところでございます。 

 ＮＩＴＥ（製品評価技術基盤機構）の生物遺伝資源センターは、約８万の微生物遺伝資

源を整備していて、これは世界でもトップクラスの水準であります。整備された微生物遺

伝資源は、医薬、食品、大学等の研究開発や品質管理に利用されているところであります

が、８万の微生物遺伝資源をもっているのですが、そこから提供されている微生物の提供

件数は、日本一ではありますが、年に2,600件程度というのが現実でございます。 

 さらにアジア諸国との生物多様性条約を踏まえた海外微生物遺伝資源を利用するための

枠組みの構築を、現在は進めているところです。 

 「今後の情勢変化」ですが、特に生物多様性条約の発効に基づいて、各国が規制を遵守

した対応を行っていて、国によって程度は違いますが、法律をつくって規制していたり、

いずれにしても各国とも自国の微生物遺伝資源の囲い込みに走っている現状でございます。 

 それともう一つ、ゲノム解析技術が飛躍的に向上しておりまして、これらゲノム解析の

向上による研究手法の多様化というのが一つ挙げられると思います。 

 さらに微生物遺伝資源をさまざまな大学や研究機関がもっているのですが、それを維持

し切れない機関が増加してきている。こういった現状があるわけです。 

 「メーカーや大学等へのヒアリング」を行った結果、いろいろと問題点が挙げられてお

ります。 



 

 

- 16 - 

 そもそも微生物関係のデータが、どこにどんなデータがあるのかわからない。さらに整

備した資源を引き続き充実させるべきではないかといった意見。さらに遺伝子組換え技術

に対する国民の理解が進んでいない。それと、微生物の病原性の評価や機能向上のための

ゲノム情報をもう少し活用すべきではないか。生物多様性条約の発効で、海外の微生物資

源の利用が困難になってきている。それと、幾つかあるデータベースもそうですが、微生

物を機能で検索できるようにすべきではないかといった、ヒアリングからの問題点があり

ます。 

 少しまとめますと、「微生物リスクへの対応」ということが一つ挙げられるのではない

かと考えております。 

 バイオテクノロジーに不安を抱く国民が依然として多いのですが、微生物に関する各種

規制では、法規制への該当、法規制を遵守した利用であるかどうかの確認を行う必要があ

ります。このため、微生物を産業利用する事業者は、ヒトなど生物への病原性や有害性、

周辺環境への影響について、微生物のリスク評価を行わなければならないという現状があ

ります。しかしながら、現在国内外ともに病原性、毒素産生といった分類に関する研究、

文献情報、法規制情報が分散していて、かつ事業者みずから行う評価に必要なデータは、

活用される形で十分に整備はされておりません。また、新しい科学的知見が得られること

によって、従来の基準が見直されることもあるなど、リスク評価に関するデータは常に更

新、蓄積していくことが必要となってきているわけでございます。したがって、現在、情

報が分散・散逸して事業者が余り活用できていない現状があります。 

 それと「生物多様性条約への対応」でありますが、ＮＩＴＥが構築した枠組みを、今後

も安定的に運用できるかどうか不透明です。実は、ＮＩＴＥは東南アジア諸国の政府と―

―普通は政府と政府ですが、東南アジア諸国の政府とＮＩＴＥがＭＯＵを結んでいて、様

々な国といろいろな良い関係を構築していますが、名古屋議定書の採択で、今までそうい

う良い関係のもとに安定的に運用してきたものが、今後できるかどうかは不透明であると

いうことです。 

 さらに各国の規制が整備されるまでには、なお時間を要するのですが、やはり時間がた

つと各国とも規制を強化して囲い込みに走るのではないかといったことがあります。 

 それともう一つ「微生物遺伝資源利用促進への対応」ですが、日本全体として微生物遺

伝資源の利用件数がほぼ頭打ちになっていて、新規顧客が増えない状況にあります。また、

整備された情報が、実はユーザーニーズに余りこたえられていないのではないかといった
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問題があります。 

 そして次に「具体的方策」としまして、「微生物リスク評価情報の整備」を行わないと

いけないのではないかと考えております。 

 長期的な国家の基盤整備として、現在ＮＩＴＥにおいては、化学物質管理のデータベー

ス、化学物質におけるリスク評価手法を確立して、それをデータベースとして運用されて

いるわけですが、その化学物質管理のデータベースも、リスク評価手法を確立してきちん

としたデータベースにするまでは約10年の歳月を要しているわけです。この化学物質のデ

ータベースの例を参考にして、段階的なリスク評価情報の整備、さらにそれの公開を実施

していきたいと思っております。その中で、微生物のリスク評価情報の体系的な整備、公

開、リスク評価手法そのものの開発、さらに微生物リスクに関する国民理解促進への貢献、

こういったものを少し長期的な観点でやっていこうと思っております。 

 また、「海外の微生物遺伝資源の利用支援」でございますが、世界の経済成長のエンジ

ンとなっているアジア諸国における微生物遺伝資源の円滑な利用を支援していきたいと思

っておりますが、アジア地域とのさらなる連携強化による資源利用の円滑化、それとＮＩ

ＴＥは、韓国、中国、インドネシアなど12ヵ国による微生物遺伝資源の保全と持続可能な

利用のためのアジア・コンソーシアムを現在主導しております。そして各国の生物遺伝資

源機関等とのネットワークを形成しているわけでありますが、こういったアジア・コンソ

ーシアムを活用したアジア地域の多国間連携の推進を、今後さらに進めていきたいと思っ

ております。 

 それとともに、生物多様性条約に対応した各国の規制情報を一度きちんと整備しておく

必要があると思っております。 

 さらに「微生物遺伝資源の利用促進」ですが、イノベーション・インフラとしてゲノム

情報等を整備して、事業者の微生物を利用したものづくりや環境対応を支援していきたい

と思います。 

 現在、日本全体として利用件数が頭打ちになっているわけですが、それはユーザーニー

ズに基づいた微生物を利用したものづくりや環境対応に活用できる有用な遺伝子の機能情

報が充実していないからではないかと思っておりますので、こういった遺伝子機能情報を

充実させていきたいと思っておりますし、機能検索可能な、使いやすくわかりやすいデー

タベースの整備、公開を目指していきたいと思っております。 

 現在は、図書館でいえば著者の名前からしか検索できませんが、本のタイトルとか中身
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から検索できるような、そういったわかりやすいデータベースの整備に今後取り組んでい

きたいと思います。 

 また、微生物遺伝資源は、冒頭申しましたように、日本は伝統的な発酵技術をもってい

ますが、そういったものを活用して全国各地域で、小さいながらいろいろと微生物を利用

した中堅・中小企業の事業への取組がなされているわけであります。 

 そういったものをもう少し支援するために、全国の公設試等を通じた中堅・中小企業へ

の微生物遺伝資源の普及や啓発を行ってまいりたいと思っております。 

 また「微生物遺伝資源の充実」ということで、普遍的な基盤整備として、今後も微生物

遺伝資源の収集と保存を引き続き実施してまいりたいと思います。 

 次の５ページは、「地質情報の整備、利用促進」でございます。 

 「これまでの取組」としまして、国土の保全や管理、環境保全、資源エネルギーの安定

的確保のために地質情報をずっと整備してきたわけでございます。 

 「整備状況」についていいますと、20万分の１の地質図が全国ベースで完備されたとこ

ろでございます。さらに、これら20万分の１の地質図幅は、いろいろなパーツ、事細かい

パーツに分かれていますが、それらをつなぎ合わせてシームレスな地質図として整備し、

今ネット上で公開しているところでございます。 

 同様に活断層のデータベース、活火山のデータベースなども整備し、ネットで公開して

おります。 

 水文環境図は、限定的な６地域しか整備しておりませんので、それは現在CD-ROMで公開

しているところであります。 

 「今後の情勢変化」でありますが、やはり東日本大震災を受けて、現在、復興の基本方

針に沿った地質情報が求められております。また、地震動予測のための都市部の地盤地質

情報、更なる詳細な情報への要望の高まり、それと、地質災害リスクに対する一般市民の

関心の高まりと、これに対応した地質情報の配信、大震災以降、皆さんが自分の住んでい

る、立っている足元の情報、つまり地質がどうなっているのかということに非常に高い関

心を示されていて、産総研の活断層のデータベースなどはものすごい勢いでアクセス件数

が増えております。ただし、そういったニーズに対応するようなわかりやすい情報発信に

なっているかどうか、少し疑問ではあります。 

 それと、資源・エネルギーの安定供給に資する地質情報整備の必要性、また、ＩＴ化に

対応した環境を進めて、公共データ開放の２次利用を促進していかないといけない現状に
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あります。 

 「問題点」ですが、ユーザーへのヒアリングに対して、やはり地質データの蓄積、２次

利用促進、もう少し使いやすくなるような２次利用の促進が必要ではないかといったこと。 

 各機関、都道府県、市町村、さらにJRや電力会社といった民間企業に散在しているボー

リングデータを集約して一元的に管理することが必要なのではないか。特に都市部、沿岸

部の地質情報を優先して整備することが必要なのではないかといった問題点。 

 これらを整理しますと、「防災の基礎となる地質情報の充実」ということで、都市部に

多数ありますボーリング情報が十分活用されていないのではないか。地震・火山・津波と

いった地質災害に対する防災のための地質情報整備を最も優先して行っていくべきではな

いか。 

 それと「資源・エネルギーの確保に向けた地質情報整備」ということで、レアアースな

どの鉱物資源の資源賦存量に関する情報は、引き続き淡々と整備していくことが必要なの

ではないか。 

 再生可能エネルギーの開発・導入を加速し、エネルギーの安定供給が必要なので、この

ための、例えば地熱ポテンシャルマップを引き続ききちんと整備していく必要があるので

はないかといったこと。 

 それと「利便性の向上」ということで、現在、地質情報の報告書やデータベースは、専

門家向けの解説に限られていますが、先ほどいいましたように一般市民の方々の関心が非

常に高まっているので、やはりアカデミアや専門家の方しかわからないような解説ではな

くて、一枚簡単な解説を挟むことによって一般市民の方々の理解も相当進むのではないか

といったこと。 

 多岐にわたるデータベースが混在していて、一般の人にとって必要な情報を得ることが

困難。 

 それと、地質情報は、不動産や産業立地上重要なビジネスモデルとして公共データ開放

の２次利用が最も期待される分野ではないかといったことが挙げられます。 

 それぞれに対して「具体的な方策」としまして、「防災の基礎となる地質情報の充実」

ということで、どこか小さな市でもいいし村でもいいのですが、モデル地域を設定して、

そこにおける自治体に散逸するボーリングデータを収集、それから数値化して閲覧するシ

ステムを構築し、成功事例を作ることができたらと考えております。 

 活断層・津波・三次元地盤モデルなど、総合的な地質被害の予測データベースをきちん
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と整備することが必要ですし、やっていこうと思っています。 

 都市部・沿岸部の地質地盤図を整備して、地震時の揺れやすさの特性を評価することも

重要であり、これらを行っていくつもりであります。 

 「資源・エネルギーの確保に向けた地質情報整備」でありますが、未開発地区も含めた

鉱物資源データベースの整備を着々と進めていくつもりです。 

 地熱資源のポテンシャルに関するデータベースの整備、地下水の流動、水質などを取り

まとめた水文環境図を、今現在６地域ですが、これらをもう少し増やしていって整備して

いきたいと思います。 

 また「利便性の向上」ですが、ユーザーや利用目的に応じたわかりやすく使いやすい地

質情報提供システムを構築してまいります。 

 各種情報と地質情報を重ね合わせてみられるような地質情報の提供・配信システムの構

築、さらに地質情報の２次利用を促進するためのルールの簡素化などといったものに関す

る取組を、今後省内の情報関係部署とともに行っていくつもりでございます。 

 「全体」としましては、地質災害予測に資する情報の充実、資源・エネルギー情報の整

備、新たなユーザーへの普及・啓発、こういったことを中心に地質ではやってまいります。 

 次の６ページ、「情報技術への対応」でございますが、現在情報爆発、ビッグデータの

時代といわれておりまして、これらのデータを統合利用する時代に来ています。データベ

ースは分散統合管理のネットワークを作っていくことが重要なのではないかと思っており

ます。 

 それと同時に「デジタルコンテンツの集約化」ということで、分散・散逸している知的

基盤の現状を調査し、知的基盤をつなぎとめる仕組みづくり、つまり知的基盤ポータルサ

イトを創設していきたいと思います。これは2001年～2010年までかけて様々な分野で知的

基盤整備の名のもとに、多くのデータベースが作られました。しかし、その中で生きてい

るもの、そのまま放置されているもの、様々なデータベースがあります。それをまず一旦

現状調査をしてつなぎとめて、とにかく知的基盤整備の名のもとにこれだけたくさんのデ

ータベースがあるというのをみんなにわかってもらうために、知的基盤ポータルサイトを

創設したいと思っております。 

 その次に、その中から中堅・中小企業の技術支援のために幾つかのデータベースを取り

出し、２次利用しやすい形になるような「ものづくり基盤プラットフォーム」を構築いた

します。手始めに計量標準分散統合データベースの整備とか、地質情報の統合データベー
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スの整備といったことからやっていき、順次ものづくり基盤プラットフォームの中に使え

るデータベースは放り込んでいくつもりでございます。 

 微生物遺伝資源に関しましては、ＮＩＴＥで同じような対応をやっていただくつもりで

ございます。 

 全体的に「公共データ開放の２次利用」ということで、ＩＴ戦略本部のオープンガバメ

ント等の確立、それから基本情報である知的基盤の利活用、つまり知的基盤の整備を行う

ことによってさまざまなデータができておりますが、これらを開放することによって２次

利用のいい例として、ベストプラクティスの事例として成功させ、イノベーションを起こ

す公共データの開放促進につなげていくことが重要だと考えております。 

 「全体戦略の取りまとめ」でございますが、「恒久的な仕組み作り」が重要だと考えて

おります。 

 「国家戦略における明確な位置付け」として、国家の基盤としての重要性を認識し、法

制度に基づく運用の拡大といったことが大事ではないかと思っております。 

 それと「リソースの確保」ということですが、現在、国も産総研もＮＩＴＥも、公的機

関のみによる知的基盤の整備・提供というのは、なかなか困難に状況にあります。また、

今後10年を見据えますと、予算や人員の増加は見込めないのではないかということから、

現在のリソースを最大限有効活用できる対応が求められるわけでございます。 

 したがって、利用者を含む他機関との協力や連携を拡大し、知的基盤の整備提供を行う

ことが必要だと思っております。 

 また公共財であるため、知的基盤に対する受益者負担の意識は低いわけですが、したが

って、国民生活や社会経済活動に役立つ知的基盤の整備・提供を実施するために、国、整

備、提供機関、利用者等の協力・連携を促進する体制づくりが必要不可欠だと思っており

ます。 

 そういった意味から、中核的な司令塔機関を明確にして位置付けて、そこできちんとし

たマネジメントを行っていくことが必要なのではないかと思います。 

 もう少し具体的にいいますと、国民生活や社会経済活動に役立つ知的基盤の整備・提供

を実現するためには、国、それから整備、提供機関、利用者の協力・連携を促進する強力

なリーダシップ、マネジメントが必要不可欠なわけですが、例えば産総研の熱物性データ

ベースであるとか、ＪＳＴの研究開発データベースなどは、ステークホルダーから信頼さ

れている方が専任でマネジメントすることによって整備・運用が順調に進んでいるのでは



 

 

- 22 - 

ないかと思っておりまして、こういったマネジメントの強化、司令塔の明確化が必要なの

だと思います。 

 また、「整備した知的基盤の維持・更新」ですが、頻繁なデータや情報の更新を行って

まいりたいと思います。整備機関の恒久的な業務運営が必要であると思いますし、ＰＤＣ

Ａサイクルによる評価、方針や戦略の見直しといったことが恒久的な仕組みづくりには重

要だと考えます。 

 さらに「中堅・中小企業対策」において、まず何といっても、今まで熱心にやってきま

せんでしたが、知的基盤の普及・啓発を中堅・中小に対してやっていくつもりでございま

す。具体的には、日商さんを始め中小企業関係の経済団体のホームページ等を利用したPR

から始めて、さらに地方の公設試による技術相談、コンサルティングを活用しながら知的

基盤の普及・啓発に努めていきたいと思います。 

 「アジア対応、国際対応」ですが、各国と現地法人、特に日本から出ていっている現地

法人の事業環境をサポートする意味で知的基盤を活用していきたいと思います。 

 また「新たなアプローチ」としまして、「整備実施方策」ですが、「知的基盤の統合整

備」、出口戦略を意識した有効ツールの組合せ、また、今まではばらばらに行われていた

計量標準、試験方法、測定装置、さらにデータベースといったものを統合的に、一体的に

推進する事例を多く作ってまいりたいと思います。 

 また「利用促進方策」としては、水平的な機関同士、省庁間の連携、垂直的な業界、事

業者といった展開によって知的基盤の利用促進を図っていきたいと思います。 

 さらに、地方公設試や、できますれば大学、それから各地域で活発に活動なさっている

事業者の皆さんとの連携によって、「知的基盤利用の地域展開」も促進してまいりたいと

思っております。 

 大変駆け足ではございましたが、「中間報告書（案）」をかいつまんでご説明させていた

だきました。 

 以上です。 

○北澤委員長  籔内課長、どうもありがとうございました。 

 今、非常に包括的な全体の方針というか、今まで話し合ってきたことをまとめられて、

決意表明に近いような形で皆さんに提示されたと思いますが、これから「中間報告

（案）」につきましてご審議いただくことにしたいと思います。ご発言がある方は、ネー

ムカードを立てていただければと思います。 



 

 

- 23 - 

 各セクターからいろいろな方々に来ていただいておりますので、なるだけ皆様お一人お

一人から御意見をいただけるようにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 どなたかありますでしょうか。それでは、小嶋委員からお願いします。 

○小嶋委員  それでは、意見を述べさせていただきます。 

 今回「知的基盤整備・利用促進プログラム」という仮称が提示されておりますが、中身

も、ただ単に知的基盤を整備すればよいというだけではなくて、その利用を促進していか

なければいけないということになっておりますので、タイトル自体はこれでよいのではな

いかと思いますが、私は、やはり整備こそ重要だと思います。幾ら利用促進が図られても、

その中身のデータ自体がお粗末なものであったり、あるいは信頼性の低いものであっては

いけないと思いますので、重点的にならざるを得ないと思いますが、プログラムの中に書

いてありますように、整備のほうにもきちんと力を入れていっていただきたいと思います。 

 例えば地質の分野でいいますと、確かにリソースは、予算、人員は限られております。

その中で優秀な所員の方がたくさんお見えになるということは、私もよく知っていますが、

そういう人たちが、既にある情報をわかりやすくする作業であるとか、一般への普及、啓

蒙活動に忙殺されることによって、先ほども出てきましたが、先の先の知的基盤整備へ、

高い技術力を所員の方が保持し続けることが必要で、利用促進のほうに時間とエネルギー

を割き過ぎるというのは、ちょっと問題ではないかと感じます。 

 長い間、私も研究所の……、所員の中に好敵手の研究者もおりますし、若い優秀な方が

入っておられるということも知っておりますので、そういう方が今後も技術力あるいは研

究能力をどんどん上げていく、そういう環境も忘れないように整備していかないといけな

いと思います。それが、知的基盤整備によって得られたデータないしデータベースが確か

に国のものだ、信頼に耐えるものとして広く利用されることの一番の基礎ではないかと思

います。 

 以上です。 

○北澤委員長  小嶋委員が今言われたことは、非常に重要な部分だと感じているのです

が、今回の整備案によって、これを整備していく国の側の人員を大幅に増やすのか、それ

ともそこの接点のところで活動する民間のビジネスをやりやすくするのか、そのどちらが

より実現性があるか、今、特に接点のところを言われたので、その辺、もう少し具体的に

御意見をいただければと思いますが。 

○小嶋委員  今の、例えば産総研の中を少しみさせていただきますと、知的基盤を整備
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する、そういう研究、技術開発をやっておられる方々が、利用促進も一生懸命やっておら

れるわけですね。ですから、基盤整備を一生懸命やっておられる方は、そういうところに

専念できる環境を残してあげて、利用を促進するほうには、できればそこの人員を削るこ

となく新たに人員を投入する、それによって利用促進を図ることができれば望ましいと思

いますが、先ほどから出ておりますように、予算、人員の増加は望めないということがい

われておりますので、そこを心配しているところです。 

○北澤委員長  それでは、小野委員お願いいたします。 

○小野委員  ３点ほどコメントさせていただきたいと思います。 

 第１点は、人材のことです。先ほどのお話にも出ておりましたが、人材育成というと非

常に幅広くなりますので、そうではなくてこういう知的基盤を支える人材を評価していく

人材評価、あるいは業務評価というのでしょうか、そちらの観点から、もう少し強く表現

をしたいという感じがしております。 

 知的基盤を構築した後、維持、更新、高度化といったような多様な業務を含んでいると

ころが特徴であります。研究をやって論文を書けばそれでおしまいというわけではござい

ませんので、そういう意味で、私も現場にいて、経験から申し上げますと、やはりミッシ

ョンとジョブをきちっと定義していくことが第一の課題ではないかと思っています。 

 ２つのミッションあるいはジョブがありまして、１つは最先端の知識が必要なものがあ

って、この構築には、どうしてもそれが欠かせない、あるいは高度化にも欠かせませんが、

そこには一流の研究者を当てるという意識ですね。 

 以前は、今はないと思いますが、こういうことをやるのは二流の研究者でいいとか、そ

ういう論調があった時期が一時ありまして、大変間違った方向だと思っていましたが、一

流の研究者であるから一流の知的基盤ができるということです。 

 ２番目は、それを構築した後の維持、更新、確実な実施が必要なジョブがございます。

この辺にはきちんと仕事をやり遂げられる人材を当てる、こういうことでありまして、そ

れに対してやりたい人が可能な範囲でやればいいといったものではなくて、組織として責

任をもってここまでやり遂げるんだといった形で、そういう人材を充当していくことは、

組織の責任として必要なのだということを、報告書の中でいいたいと思っております。 

 そういう２つのグループ、ジョブがあって、それらの間の信頼関係といいますか、密接

な連携というのはもちろん必要なわけでございます。 

 もう一つ、そのジョブを明確に定義した後、それらをきちんと実施した人を高く評価す



 

 

- 25 - 

ることが大事でございます。そして、そういう人を組織の中でしっかり昇格させていく。

ミッションを遂行した人を評価する。そうでないと組織がもちませんので、基本的なこと

ではありますが、組織内部としてはそれをやり、組織外部の社会もそれを支援していく、

そういうことをやった人を顕彰していくといったようなこともあわせて必要になってくる

と思います。 

 そのようなことを、人材育成ということではございませんが、人材評価あるいは業務を

きちんと評価していく、リスペクトしていくということを、どこかに、３－２の「全体戦

略の取りまとめ」の「リソースの確保」あたりかなとは思いますが、どこに書くかは別に

いたしましても、強調したいと思っております。 

 あと２点は簡単なことですが、１つは、３－２の１の「恒久的な仕組み作り」の「恒久

的な」という用語ですが、思いは非常にわかりました。私も賛成ですが、ここは「持続可

能な仕組み作り」とか、ほかの用語にする可能性もあるのではないかと思います。「恒久

的な」といいますと、ちょっと硬いかなと。本当はそうありたいと思っていますが、その

ような感じもいたします。 

 ３点目は、この「中間報告」でどこまで書き込むか、どこまでブラッシュアップしてい

くかということですが、最終報告がいつぐらいかということと絡みますが、資料４－２の

方をほんのざっとですが拝見して、表現をもう少し練れたものにするとか、あるいはわか

りやすいものにするといったようなことがございますので、委員からいろいろな知恵を出

させていただければありがたいという感じもいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○北澤委員長  ありがとうございました。 

 それでは、長我部委員お願いします。 

○長我部委員  今まで欠席がちだったので、もしかしたらとんちんかんなことをいうか

もしれませんが、お許しください。 

 これを読ませていただきまして、現状把握とか、インプット側のヒアリングがしてあっ

て、それに基づいて全体俯瞰的なプランニングということで非常によくできていると思い

ました。反面、ちょっと弱いかなと思ったのが、ＰＤＣＡサイクルをきちんと回すという

ところでございまして、６ページの３－２のところに多少出てはきますが、プログラムと

してこれを回していく上で、しかも、それを割と持続可能に、恒久的に回したいというこ

とであれば、その中に内在化されたＰＤＣＡが回るということが、もう少し明示されなけ
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ればいけないのではないかと思います。 

 ＰＤＣＡを回すときに一番重要なのは、やはりチェックでございますから、そのときに、

ここにはアウトプット指標として標準がこれだけ増えたとか、そういうアウトプット指標

は随分書かれていますが、それではアウトカムとして、それが政策、施策としてイノベー

ション・インフラをつくったとしたら、そこにどれだけ貢献したかというアウトカム指標

を把握して、それで次のプランニングをするというところは、もう少し強調されてもいい

のかなと思いました。 

 基盤ですから、私も非常に難しいのは存じあげていますし、自分自身でも苦労していま

すが、少なくともそこのところを「努力する」という宣言でもしていかないと、これを基

盤として長く維持していくことは無理になるのではないかと思います。 

 それから、国としてのこれからの評価の体系も、単なるプロジェクトの評価というより

も、むしろ施策とかプログラムの評価になると思います。そうすると、やはりアウトカム

がどれだけということを必ず問われますので、それをこのプログラムの中に埋め込んで、

自分たちでそれをしっかり補足することが必要ではないかと思います。指標として数値的

なものはなかなか難しいかもしれませんが、それこそヒアリングですとか、いろいろなこ

とを、知恵を出して工夫して、アウトカムをこの中で何とか出していくことが重要だと思

いました。 

 以上です。 

○北澤委員長  今いわれたアウトカム指標というのは、どういうレベルでのアウトカム

指標なのか、例えばこういうことという例でも構わないです。 

○長我部委員  一番大きくは、例えばこの計量標準があることによってこういうイノベ

ーションが生まれたということでもいいのですが、もちろん産業界にヒアリングして、あ

るいは中小企業の団体で満足度がどれだけ上がったとか、施策のレベルに応じたいろいろ

なアウトカムの指標はあると思いますが、いわゆる効果の測定といいますか、それを少し

充実するということが、少なくとも宣言としてあったほうがいいかなと思いました。 

○籔内知的基盤課長  事務局から、今の長我部委員の御意見に対して少しだけ補足させ

ていただきます。 

 おっしゃることはそうだと思います。ただ、計量標準のところについていえば、それは、

きちんと中のほうで、「国が行う研究開発の優先順位」というところで、「ニーズの把握と

効果測定と評価を定期的に把握する仕組み」というところで、計量標準については書かせ
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ていただいております。先ほどおっしゃったアウトカム指標というのは、まさにこの中に

書かせていただいておりますが、ある意味顧客満足度のような形でユーザーからヒアリン

グをして、毎年とはいいませんが、定期的に効果測定と評価を行うということはやろうと

思っています。 

 したがって、それをほかの分野についても同じようにやっていくということを書かせて

いただこうと思っております。 

○北澤委員長  ただ、顧客というときに、顧客がついていればいいのですが、ほんの少

数しかいないときには、その顧客たちにとっては、ほかの顧客が入ってこないほうがうれ

しいというケースも、こういう場合には結構多いのではないかと思いますので、顧客とい

うことについては、ちょっと注意が必要だろうと思いますが。 

 それでは、海堀委員お願いいたします。 

○海堀委員  私も、今回初めてということで、若干ピント外れかもしれませんが、計量

関係、標準関係に従事している会社でございますので、主に計量関係について発言させて

いただきたいと思います。 

 「選択と集中」ということが書かれておりまして、これは、先ほども限られた資源をど

うやって使っていくかということでご発言されておりますが、経産省さんを中心に国家産

業戦略というものが進展しておりますので、これに裏付けられた集中、選択が要るのでは

ないか。日本が今置かれている状況で、エネルギーとか、これから老齢化というところで、

産業資産が限られていますので、そこは明確にしてしまってもいいのではないかと、事業

側からすると、そのように感じます。 

 もう一つは、「日本の規格と国際規格」というところですが、これについてはいろいろ

なところで出てくるわけでございますけれども、実態の世界としては、日本の規格と世界

の規格のギャップといいますか、整合性というものはまだ課題としてあると思います。 

 一方、国際規格ということで、今回アジアへの対応等書かれていまして、新興国にとっ

て計量標準というのは国家標準になります。したがいまして、日本としては、これは世界

的な産業施策と位置付けて進めていく内容だと私は考えております。必ずしも欧米社会が

すべてを規定するわけではなくて、日本の計量標準というものが進んでおりますので、こ

れを生かせるような構造へもっていくことができればと思います。 

 それからあとは、全く場違いなところでございますが、地質等をみてみますと、素人と

しては、これは国家のいわゆる資産情報が非常に詳しく提示されているということで、国
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家のセキュリティの問題など、私はよくわからないのですが、全部開示されて利用されて

いくのはいいことだと思いますが、素人からみると、若干そのような心配をしました。 

 以上でございます。 

○北澤委員長  それでは、高橋委員お願いいたします。 

○高橋委員  私は、全体的なことについて具体に２点ほどコメントさせていただきます。 

 まず第２章で、リソースを大きく３つにカテゴライズなさっていると思いますが、ざっ

くり全体のイメージとして、まずリソースを提供するのは限定された専門機関もしくはア

カデミアで、それをパブリックドメインでしっかり管理する。それをいろいろなセクター

のユーザーに使っていただく。この３つの、いわゆるプレイヤーというのは、どの分野に

関しても一緒だと思います。 

 よくイノベーションでリニアモデルではなく、今後はそもそもスパイラルアップをする

「スパイラルモデル」という言葉もあると思いますが、要はユーザーが創出した知的資源

も、また新たな知的資源のもとになるので、それも使いこなすという観点をどこかに入れ

ておいてもいいのではないかというのが１点目です。 

 具体的には、１、２回目のご説明の中で、第３章でしたか、震災対応のところで地質情

報、今日の表でいうと５ページ、第２章－３のⅡの「整備の重点化」の「具体的方策」の

一番上の四角で、モデル地区において、例えばいろいろな民間業者さんがボーリングデー

タをとっているので、彼らがきちんとエフォートされたデータを、それをきっちり集約で

きれば、今後それをデータベースにできます、というような、そんな可能性をおっしゃっ

ていたのですが、そういうようなことで、今後は、そもそも限られた国の資源をどのよう

に利活用するかという観点でいうと、知的資源の１次情報を創出するのが限られた専門家

だけではなく、いろいろ具体で動いているところからも、それを吸い上げる、それによっ

て資源の充実を図るという観点が、全体に関しては無理かもしれないのですが、一部の分

野では可能ではなかいということを思いましたので、できればそこを入れていただきたい

という感じです。 

 それに関連して、最初に柿田課長様から御説明いただいた「中核機関のマネジメント」

というのが、多分そこで、すごく重要になるのではないかと思いますし、それはどのセク

ターでも構わないのですが、先ほど委員長がおっしゃっていた「間の人材」がパブリック

のほうにいるのか、もしくはそれがビジネスとして成立するのであれば、そこはそこで新

ビジネスになるのか、その観点も含めて、これは多分具体の現場の事情を反映しないと考
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えられないことだと思うので、やりやすいところから、例えば地質だとか、そういうとこ

ろからできればいいのかなというのが１点目です。 

 ２点目ですが、関連してですが、前回、たしか「情報戦略」のところでいろいろ御説明

をいただいたと思うのですが、二次利用について、今回は最後のまとめ、６ページの第３

章の３－１で「情報技術の対応」ということで取り上げていただいていて、一番下の四角

で「公共データ開放の二次利用」の中の「オープンガバメント等」、ここで、先ほどのご

説明で「ベストプラクティス」とおっしゃっていましたが、これも、実は大変重要だけれ

どもなかなか難しく、かつ最後の結果が、しっかり仕事をした人が、その評価をされない

という意味では、やはり間のコーディネーション部分が物を言う部分だと思っています。 

 国にお願いしたいのは、その利活用が円滑にできるためのわかりやすいグランドルール

のつくり方ですが、さらに、あえてそれを個別に運営していくために、それを求めている

人たちに情報を届けるという意味では、ベストプラクティスの結果だけではなくて、どう

やってルールをつくったか、どうやって既存のルールの問題点を解決したのかというプロ

セス、そこもあわせてきちんと御提供いただけると、整理されたルールのもとに、次の具

体のベストプラクティスが生まれてくると思うので、これは情報とか著作権とかソフトウ

エアとかソースコードとか、やろうと思うと非常にややこしい法体系などがあるので、そ

ういうところは、やはりパブリックなところでわかりやすくかみ砕いていただければとい

うのがお願いです。 

 以上２点です。 

○北澤委員長  それでは、松田委員お願いします。 

○松田委員  私は、「微生物遺伝資源の整備、利用促進」ということについてコメント

させていただきます。 

 今日御説明いただきました「中間報告」のエッセンスでございますが、現状認識、そこ

に潜む問題点をピックアップして、それを具体的にどのように解決していくかという方策、

流れとして非常に的確に問題をとらえて具体案を提起しておられるということで、よくま

とまっているという印象を受けました。 

 特にこの中でも、現状認識、微生物の力を利用しての産業利用、これはお酒から医薬品

に至るまで一製品に当たって数千億円の売上をもたらすような製品もあるような現状がご

ざいますし、また最近では「塩麹」などというブームが起こって、我々の身近に微生物の

存在があるにもかかわらず、こういう基盤を十分生かし切っていないのではないかという
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ような問題把握だと思います。 

 私も、この委員を拝命いたしましてから、自分なりに微生物の利用を積極的に行ってい

る研究者に接触をいたしまして、なぜこの利用頻度が低いのかということを自分なりに問

題把握をしてみたわけでございますが、第１回目のこの会合で、そもそも微生物を取り扱

う研究者の数が減っているのではないか、あるいは研究テーマが減っているのではないか

と。 

 これは非常に奥深い問題ですから、この場で議論をしてすぐにどうこう答えが出る問題

ではなく、もっと大きくとらえて根本的に取り組むべき問題だと思いますが、きょうの

「中間報告」の中で、すぐに取り組まなければいけないことは、私も状況把握をした中で、

一番の使われない理由は「知られていない」こと、「存在がよく認知されていない」こと

です。そして、これは使う側の思い過ごしかもしれませんが、「使いにくい」というよう

な意見があります。 

 これも十分精査してみなければわからないことかもしれませんが、いずれにしましても、

現場のニーズにマッチした、使われて何ぼの基盤整備でございますので、ここを突破口に

して問題解決型のアプローチをすることによって認知度を上げる。ここに今後も鋭意努力

をしていただければ、大変力強いアプローチになるのではないかと、このように考えてお

ります。 

 以上です。 

○北澤委員長  松田委員に質問ですが、微生物のリソースを利用するようなときに、そ

の利用する段階では、まだそれが使えるかどうか、役に立つかどうかわからない段階、試

してみる段階でそれを利用しますね。そのときに、料金の設定の仕方は、後付けの、例え

ばそれが役に立ったときには幾ら支払うとか、そういうたぐいの料金決定方針があり得れ

ば、たくさんのものを借りてテストをするというようなときには非常に便利だと思うので

すが、日本国ではどういう体系になっているのか、そこのところをお伺いしたいと思いま

す。 

 これは、実は特許などでも同じような問題がありまして、私どもＪＳＴでたくさんの特

許を持っているわけですが、そういう特許は、使えるか使えないかわからないけれども、

とにかくグルーピングしてどこかでまとめてしまうと、そうすると非常に使いやすく強い

ものになってくる、だから譲ってくれないかというような、そういうリクエストが来るわ

けです。そうすると国の規則で、譲り渡すときに、それまでにかかったお金を回収できる
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価格設定でなければ、それを譲り渡してはならないといった、そういうたぐいの規則があ

ります。 

 微生物もそういう規則があるかどうかということと絡みますが、そうすると、その段階

では、その値段になると向こうは買えないわけですね。ところが、安く買っておいて、あ

とで実施されたら、それから料金を支払うとか、そういったたぐいのことができてくると、

はるかに楽になるのではないかと思いますが、知的基盤にはそういう問題は結構多いので

はないかと思いますけれども、どのように思われますか。 

○松田委員  今、委員長がおっしゃられたことで大まか正しいと思います。つまり特許

といってもエレクトロニクスとか家電のように、お互いに相乗りしながら戦略的に特許を

有効利用していきましょうというようなものに比べて、物質特許とか微生物、そもそもそ

の物質を生産する、微生物に特許性があるような、一発で決まるような知的財産というの

はかなり特性が違います。 

 いずれにしましても、アクセスしやすいように、まずはハードルを随分下げておいて、

そこで極めて低額な料金で使っていただく。そして、その成果に応じてマイルストーンを

いただく、あるいはロイヤリティーをいただくというほうが、企業などでは極めて一般的

なことで、我々、特に微生物も含めた物質特許を振りかざしている企業にとっては、そう

いうやり方が一般的です。 

 しかし、相手側が企業の場合は、なるべく一発で買い取ってしまったほうがいい、後か

らずるずるずるずる特許料を払うのはたまらんということで、できるだけ最初に払うもの

は払ってしまいたいというような要望は強いですが、いただく側からしますと、これはな

るべく長く引きずったほうがトータルとしては得になるわけですから、そういうやり方が、

メリットがあると思います。 

 しかし、私もいろいろな国のプロジェクトなどにかかわってきましたが、国のほうでは、

最初に成果がみやすい形で料金設定を高くしたり、利用料を高くする傾向があります。こ

れは「使いやすさ」という点からいうと逆行するものであって、私はむしろただでもいい、

使っていただくことからスタートするのが得策だと、このように考えます。そして長きに

わたってロイヤリティーをいただくというのが得策だと思います。 

○北澤委員長  今の件に関して、安井委員からご意見をいただきます。 

○安井委員  詳しくは専門の中川が来ておりますので御説明申し上げますが、私の理解

ですと、今のＮＩＴＥからの微生物のお値段、価格は、基本的にただで、手数料だけいた
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だいているということでございます。詳しくは中川から。 

○中川オブザーバー  今の議論に関して事実関係だけ申し上げますと、私ども２種類の

菌株を用意していまして、１つは、例えば菌株の試験などに使うような、いわゆる標準微

生物、これについては利用用途が明確でございますので、ある一定以上の水準の品質管理

をしたものをご提供するという観点から価格は高めで、さらに、それは買い切りという形

で提供申し上げております。 

 一方で、いわゆるスクリーニング用の株を提供しておりまして、これは、何になるわか

らない、とにかくその菌株をスクリーニングして有用物質を見つけるための株でございま

すが、これは利用料という形で、毎年毎年安めの設定で御提供申し上げる。そのように対

応してございます。 

○松田委員  使う側の現場でも、決して高いから使わないという声はないと思います。 

○北澤委員長  特許などでも、日本版バイ・ドール法というのが施行されて、大学の特

許の活動も大分活発になりましたが、あれの一番抜本的な部分は、特許は使われて初めて

意味がある。だから、使われて日本経済が活性化すれば、それで税金として国に戻ってく

るから、そこまでの段階を国として料金を徴収するとか、そういった部分はなるべく下げ

ようと、そういう考え方に基づいているので、そうするといろいろなプロセスが非常にや

りやすくなるわけですね。 

 その辺のガイドラインというか、そこのところを抜本的に考えてみるというのも一つの

やり方ではないかと感じます。 

 それでは、次に成田委員お願いいたします。 

○成田委員  私は、地質関連ということで「地質情報の整備、利用促進」と、もう一点

についてお話ししたいと思います。 

 「地質情報の整備、利用促進」という形でまとめられておりますが、全体的には、私と

しては非常に画期的な見解にまとめられたのではないかと思っております。 

 といいますのは、先ほどもいろいろ議論がありましたが、特に今回の震災の平野部の被

害の状況、また、西日本で想定されている南海トラフ等の地震災害があったときに、日本

国中、同様な地盤で被害を受けるところがあるわけです。その被害予測をどのようにやっ

ていくのかということは国民の大変な課題であり、また自分の住んでいるところの地盤リ

スクがどうなっているのか、これは、ある業者さんに依頼するとか、そういう格好で調べ

てもらうことはできますが、しかし、今の国の状況は、そのレベルでしかない。ましてや
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それが非常に高額になるものですから、個人の段階でそういうことを国民のニーズとして

みることもできない。これが今の日本の状況です。 

 それで、これだけ災害国であり、液状化の問題でいきますと、かつて1964年の新潟地震

から50年たっているわけです。それでまた今回同じような液状化の問題が起こって、今い

ろいろな裁判にもなっていますけれども、国民の財産が毀損する状況を、ある面でいけば

国としては放ったらかしておいたといわれてもいいような状況ではないかと思います。 

 それでは、その情報はどこにあるのかというと、実際は10万、数十万というレベルで平

野部のボーリング調査がやられていますが、その調査結果は、１次利用されただけでほと

んど埋もれているのが今の実態でございます。これを再度掘り起こして国の知的基盤とし

てまとめていく方向が一歩打ち出されたことは大変画期的なことであり、我々はいってい

ますが、そもそも「地盤リスク」という問題を「国土リスク」として国が把握していない

こと自体が大きな問題ではないかと思います。 

 確かにセキュリティというお話もありましたが、これは外交上の問題とかいろいろある

かもしれませんけれども、逆にいいますと、地盤リスクについては、海外の外資系の割と

資金力があるところが、日本の不動産市場をどのようにするかということで、独自で日本

の地盤リスクを評価しています。そして、投資すべきかどうかと、そういうことが既に起

こっているわけです。 

 それに対して国としてどのようにとらえるのかというところのベースとなるものがない

というのが、現状ではないか。このままの状況でいくのであれば、災害国としては余りに

も片手落ちではないかとみているところです。 

 そういう中でいきますと、今回これに一歩踏み込まれたというのは、大きな成果であり、

そして集められたデータを、次の段階として、問題はその質はどうなのだということをと

らえていくべきであり、まず一つ、この膨大なデータを国が一元管理できるようなシステ

ムに取り組んでいくということが必要だろうと思います。 

 先ほど人材の抑制とか産総研の役割というお話がありましたが、地質の問題でいきます

と、集めたデータを、知的基盤としての精度高め、そして水平展開できるような形にまと

めながら、そして次に活用できるデータとして、あるレベルを考え、そしてそれを研究し

ながら高めていく。この機能は、地質専門家として、また日本の地質のセンターとしての

産総研の役割は大変大きいと思います。 

 それでまた、そのデータベースができることによって、それを民間が活用できるように
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なれば。今の国民の中では、うちの家はどうなのだろうとなりますと10メーターメッシュ

の地質データが必要になります。今の段階でできるのはせいぜい500メートルメッシュが

限界です。この10メートルメッシュまでやるためにはどのようにしないといけないのかと

いう観点で考えていき、このニーズにこたえられるようになれば、国民の地質に対する認

識も高まりますし、これがいわゆる防災とか地盤リスクというものを考慮した財産形成と

いう観点にも変わっていくと思います。 

 そこのところには絶対ビジネスが出てまいりますので、このビジネスを介すことによっ

て基盤情報を活用してもらう環境ができますし、なおかつ国民的意識の中で、こういう専

門的なところに取り組みたいという研究者の育成の一つの意識づけにもなっていくのでは

ないか。 

 事実、今、災害が起こって、当社にもいろいろ社員が来ますが、こういう部門の研究を

したいという人が相当増えてきています。これを利活用できるような環境をつくるという

流れでも、そういう観点からいっても、今回の一歩踏み込んだ、今までなかった「公的デ

ータの２次利用」という観点が明確に出されたということは、私として非常に高く評価し

たいと思います。 

 ただ、これを継続的に動かす仕組み、「恒久的」といいますといろいろ反発が出てくる

可能性がありますので、そこの言葉はもう少し工夫されて「長期的」とか、また「持続可

能」というお話もありましたが、そういう形でやられたほうがうまくいくのではないかと

思いました。 

 以上です。 

○北澤委員長  今の成田委員のお話の中で、地質データもそうだと思いますが、今回、

原発事故などでも非常に問題になったのは、「情報は完全に確かである」と自信がもてる

かどうかということですね。それによって人の財産に問題を起こすようなデータが仮にど

こかに入ってきた、それを入手できたというときに、それを発表するかしないかというこ

とで非常にもめたと思います。つまり、隣の家は放射能レベルが余り高くないけれども、

ここの家は高いというようなデータをだれかが知ったときに、そのデータを公表するのか

しないのか、あるいはここの会社の食品に入っていたということがわかったときに、それ

をすぐに公表するのかしないのかというようなことで、結果的には、公表はどちらかとい

うと常に遅れたわけですね。それに対して国民の側からすれば、どうして知らせてくれな

かったのかということが常にいわれたわけです。 
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 このときにどう判断するかというのは結構難しくて、アメリカはどちらかというと何で

も公表してしまう。そして「こういう不確かさがあります」ということをつけ加えること

で責任の部分を担保する。日本は、その責任感のために公表しないで発表できるまで待つ

というケースが多いと思いますが、このデータの中にも、実はそういう面も結構多いので

はないかと思われるんですね。 

 そこのところのラインをどこに引くかというのは、私は個人的には、原則公表する、い

ろいろなタイプのものを、不確かであるということも含めて公表することに賛成ですが、

その辺、全体として、この案でも、そこのところをもう少し突っ込むと非常に使いやすく

なるのではないかという感じがしますけれども。 

○成田委員  その点に関してですが、地盤情報の場合、こんな悪いところに建っていた

のかということが知れたら困るという話は当然出てきます。しかし、今回の大震災の問題

で、今、委員長がおっしゃったような放射線の問題も含めて、やはり公表していく、それ

に対してどのように対応していくのかということを知ることが、これからの流れになって

いくのではないかと思います。 

 ですから、「地質情報については一切出してはいけない」というのが今までであったわ

けです。それが今度、こういうデータが出るようになってきて、国土交通省さんは「２次

利用はいいですよ」ということで公開された。この流れは、どちらかというと公開する流

れのほうになっていくのではないかと思っていますけれども。 

○北澤委員長  それでは、岡田室長お願いします。 

○岡田情報プロジェクト室長  先ほど高橋委員からもご指摘があったデータの公開です

が、研究活動も含めて行政活動で得られた結果のデータ、いわゆる公共データについて原

則公開していこうという話は前回させていただきました。それで、本日、「ＩＴ戦略本

部」を官邸で開きまして、総理のもとで前回お示しをしましたオープンデータ戦略につい

て取りまとめまして、その中で、データ公開のあり方について幾つか原則が決められてお

りまして、その中で、これまではどちらかというと求められたら出していこうというもの

を、原則こちらから出すという形でのデータ公開の姿勢にしていこうということ、また２

次利用しやすい形での公開をやろうということになっております。 

 また、高橋委員からも御指摘がありました著作権、知的財産権が、そのデータの中に含

まれる、また企業や個人のプライバシーの情報がその中に含まれるということもあります

ので、この辺のルール整備については、ＩＴ戦略本部のもとに、この問題の官民の実務者
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会合を設置することを今日決定する予定であります。 

 また、その対価問題につきましても、公共データについては欧米でも議論が行われてお

りまして、国の税金で行われた活動で得られたデータを国から民間に出すところ、また民

間がそれを活用して２次利用する、この２段階があるわけですが、それぞれの出口のとこ

ろで無料にすべきではないか、また実費は取ってもいいのではないか、また、情報ですの

で、経済価値があるということを将来考えれば有償にしていくべきではないかという２段

階、それぞれ３段階の考え方がありまして、この辺も欧米ではまさに議論されております

ので、これに歩調をあわせながら、我々としてもルールをつくっていく予定であります。 

 また、エネルギーの機微な情報についても出していくのかという話もございました。そ

のデータを公開することによって不利益な結果を与えてしまうデータも確かに存在します

ので、この辺についても、基本は安全保障とか、例えば資源がどこにあるとか、こういう

機微情報はデータ公開のあり方にかかわらず出すべきでないものは出さない。我々が「デ

ータ公開」といっているのは、出すべきものについては基本的に出す。また２次利用しや

すい形で出すということであって、出さない判断をしているものを出せということはあり

ませんので、機微情報については、そういう扱いを政府の中ではさせていただくことにな

ろうと思います。 

 以上です。 

○北澤委員長  今のお話で、大分進んできているということがわかるのではないかと思

いますが、出すべきと決めるか、それとも出さないべきと決めるかというときに、どちら

を先にとるかということで、機微情報であってセキュリティにかかわるから出さないとい

うことになったものは出さないと決めるのか、それとも出してもいいと決まっていないも

のは出さないと決めるのかによって随分違ってしまうので、これまではどちらかというと

「出さないでおこう」というほうに近い面がなかったわけでもないということで、今回の

ことで大分変わるのではないかと思いますので、その辺は最後まで頑張ってほしいと、私

も委員長としては思います。 

 それでは、青山委員お待たせしました。 

○青山委員  商工会議所として、メンバーに中堅・中小企業を抱えておりますので、こ

の観点から、この「中間まとめ」に広範囲にわたって御指摘いただいたというのは非常に

感謝申し上げたいと思います。 

 実は、この「知的基盤」という問題はなかなか周知されておりませんし、中小企業もほ
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とんど理解するところは少のうございますが、たまたまうちの職員が東京のある中小のメ

ーカーさんにお邪魔したときにこの話を出したら、実はそういうところで困っていたとい

うような話が出まして、そういう企業は結構あるのではないかという感じをもっています。 

 そういう観点から、こういうお知らせみたいなものは早く出していくべきではないかと

思っておりますし、可能であれば、先ほど委員長が「決意表明」というお言葉を使われま

したが、国家戦略という位置付けでございますので、ある程度時間軸をしっかりして、い

つまでに何をするということを、例えば最終報告に可能な限り入れていただくというのも

一つの手ではないかと考えております。 

 それから、本文のほうにはいろいろと事細かく使い方、利用促進の仕組みについても触

れていただいておりますので、そういうことについては非常にありがたいと思っておりま

す。 

 いずれにしましても、中小企業は「人・もの・金」の経営資源が非常に限定されており

ますので、普通の一般国民がアクセスできて、理解できる状態の情報、活用方法というも

のを期待しておりますし、特に「ものづくり基盤プラットフォーム」については、技術支

援をするということでございますので、そういう意味ではコンサルも含めて人づくりをど

のようにしていくのか、中長期的にはそういうようなことも期待しているところでござい

ます。 

 それからもう一つ、実は中小・中堅、今アジアへの進出が加速しております。特に計量

分野において、進出国でも同じようなニーズが多分出てくるだろうと思っております。そ

ういう意味で、「アジア対応、国際対応」と出ておりますので、そういう意味でも、国内

の整備ともにアジアへの技術支援の仕組みもぜひともやっていただきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○北澤委員長  それでは、上森委員お願いします。 

○上森委員（松本委員代理）  今回、３回目ですが、初めて「知的基盤整備・利用促進

プログラム（仮称）」という形で、今後10年やるという指針の説明をいただきました。過

去やってきたこと、それから問題点等々につきましても、いろいろな意見を反映させてい

ただきまして、非常にありがたいと思います。それから、今後の具体的方策につきまして

も、十分まとめられていると考えます。 

 ただ、先ほど委員の方から「利用促進」に重きを置かず「知的基盤整備」に重きを置い

たほうがいいのではないかというご意見がありましたが、これは使われて何ぼだと私は思
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います。委員代理という形ではなくて、一人の国民としましても、「ヒト・カネ・モノ」、

やはり国民の税金でものをやっていくわけですから、最終的には国民に返っていかなけれ

ば何もならないと思います。ですから、別に研究者の方が普及活動をする必要はないと思

いますので、その点は整備をしていただく。普及は普及で別途やっていただきたいと思い

ます。今後ともよろしくお願いします。 

○北澤委員長  それでは、田野倉委員お願いいたします。 

○田野倉委員  私も全く同じようなことをいわせていただこうと思っていたのですが、

やはり知られていないと思います。私も、この委員を拝命するまで、恥ずかしながらそう

いうのがあったのですか、10年以上前からやっているんです、へぇ、全く知りませんでし

たという感じでしたが、今回の「取りまとめの方策」の中でも、「中堅・中小企業対策」

とありますが、ここに一つ「大学」を入れてもいいのではないかと思います。つまり大学

というのは、将来の、未来のエンジニア、研究者もいっぱいいると思いますので、そうい

うすそ野、下の方々から押さえていくというか、まず知ってもらう。そういう方々は、何

も大手企業だけではなくて、ここに書いてある中堅・中小企業に行く人もいっぱいいると

思いますので、まずそこの人たちにも知ってもらう必要があるのではないかと思います。 

 地質とか生物関係の研究室というのは、日本でもそんなにべらぼうにいっぱいあるわけ

ではないと思います。その中でポイントになる先生、研究室はあると思うので、そういう

先生方と連携しながら、普及活動の一つとしてやっていくのがいいのではないかと思いま

す。 

 普及のためにホームページを活用するとか、どちらかというと「守りの普及」といって

はどうかと思いますが、もう少し「攻めの普及」といいますか、大学にみずからどなたか

が行くとか、あるいは展示会とか関連の学会とかを少し時間をとって応援するとか、そう

いった形も一つあるのではないかと思いました。 

 以上です。 

○北澤委員長  唯根委員お願いします。 

○唯根委員  済みません。きょうは、人身事故で地下鉄が止まって遅れてしまいまして、

それで申し上げるヒントを得たといったら申しわけないのですが、感想でしかないのです

が、今回このように取りまとめ案で、最初に知的基盤の重要性についてとてもわかりやす

くご説明いただいていると思いますし、私たち国民が必要な、そして大切にしなければい

けないものだということを書いていただいているところは、非常にわかりやすいと思いま
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した。 

 啓発も必要だという意味では、整備と利用促進＋啓発は、これは利用者の方だけではな

くて国民に対しての啓発まで広げていただけたらいいのではないかと思います。 

 それと、きょうの体験を通しまして危機管理、今アノニマスでしたか、７月９日にはイ

ンターネット、日本に向かっての攻撃が……、というようなちまたの話などで、データベ

ース、こういう基盤をつくっても何か予測しきれないような危機に直面する可能性とか、

ＩＴに関しましては、ほかのところの部署がきちっと整備されていらっしゃると思うので

すが、こういう知的基盤についても、危機的管理について何か一言どこかに入れておかれ

たらいいのかなと、想定外の何かが起きる可能性というのはないのでしょうかというのが、

きょう電車で立ち往生して感じたところでございます。 

 本当に雑駁な意見で申しわけないのですが、以上です。 

○北澤委員長  ありがとうございました。 

 これまで話し合いまして、いただいたご意見を次回以降の中にさらに生かしていただき

たいと思いますが、安井委員、何かありますか。 

○安井委員  私、ちょっと微妙な立場で、何をしゃべるか難しいところですが、いろい

ろお話をいただきまして、特にデータベース絡みに関しましては、特にそうかなと思うの

ですが、やはりユーザーをきちんと把握するのは非常に重要だという感覚を私ももってお

ります。また、長我部委員からもお話がありましたアウトカム的な調査が、やはりそこで

も必要なのだろうという認識をもっております。 

 先ほど課長からも御紹介いただいたのですが、ここには出ていませんが、ＮＩＴＥは化

学物質のデータベースをやっておりますが、あれは当然無料でやっておりますし、それか

らユーザーの把握は、割合としっかりしているゆえに、今は年間恐らく数千万ぐらいのア

クセスがあって、特に中小企業の化学物質系の方にとっては、絶対的に必須のレベルまで

なっています。10年かかっていますけれども、そのときには、やはり本当にユーザーのニ

ーズをしっかり把握したということから始まっているのだと思います。 

 したがって、これから先いろいろなことをやるときには、その経験を我々は生かしたい

と思っております。今化学がやっていることで、世の中的には余り評価されていませんが、

国際的な表示システムであるＧＨＳというのがございますが、そのニーズは、一つはアジ

アで相当高まっていて、ＮＩＴＥがつくっている英文のデータベースに対するアジアから

のアクセスは相当あります。 
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 そのようなこともありますので、ニーズというのは、我々にとって、もっとしっかり考

えていかなければいけないことだと思っております。しっかり書かれてはおりますが、そ

のように意識して進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

議題４：その他 

○北澤委員長  それでは、事務局お願いします。 

○籔内知的基盤課長  本日は、活発な御議論をありがとうございました。 

 最初に小野委員からご指摘がございましたように、今皆様のお手元にあります「中間報

告書（案）」は、まだまだ稚拙な表現であったり書き足りないところがあったり多々ござ

います。したがいまして、委員の方々、もしお気づきの点等ございましたら、メールとか

何かで、ここはこんなふうに直したほうがいいのではないかというようなご指摘をお待ち

しております。よろしくお願いいたします。 

 本日は、貴重な御意見をありがとうございました。 

 今後のスケジュールでございますが、次回は、８月７日火曜日を予定しております。ま

た、本日の議事につきましては、無記名の議事概要を事務局にご一任いただきまして、速

やかに公開させていただきます。また詳細な議事録につきましても、１か月以内をめどに

委員の皆様に確認をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○北澤委員長  それでは、これをもちまして「第３回知的基盤整備特別委員会」を終了

させていただきたいと思います。どうも御苦労さまでした。 

 

 

                                 ――了―― 

 


