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「日本２１世紀ビジョン」に関する専門調査会 

競争力ワーキング・グループ第３回会合議事要旨 

 

（開催要領） 

１．開催日時  平成１６年１０月１９日（火）１３：００～１５：００ 

２．場  所  ６４３会議室 

３．出 席 者 

①メンバー 

主 査    伊藤 元重  国立大学法人東京大学大学院経済学研究科教授 

  副主査    翁  百合  ㈱日本総合研究所調査部主席研究員 

         大久保幸夫  ㈱リクルートワークス研究所所長 

         苦瀬 雅仁  環境省総合環境政策局環境計画課計画官 

                兼 内閣府事務官（企画官） 

         袖川 芳之  ㈱電通消費者研究センター主管 

         竹内 宏彰  ㈱コミックス・ウェーブ代表取締役 

         西村 清彦  内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官 

         真渕 博   公正取引委員会経済取引局調整課企画官 

                兼 内閣府事務官（企画官） 

         横田希代子  法務省大臣官房人事課付兼秘書課付 

                兼 内閣府事務官（企画官） 

         米倉誠一郎  国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター教授 

         米澤 友宏  金融庁総務企画局政策課研究開発室長 

兼総務企画局企画課法務室長 

                兼 内閣府事務官（企画官） 

 ②有識者 

  橋本和仁教授（東京大学先端科学技術研究センター 所長） 

伊福部達教授（東京大学先端科学技術研究センター） 

中野泰志教授（東京大学先端科学技術研究センター） 

福島智助教授（東京大学先端科学技術研究センター） 

 

 ③府省庁 

  内閣府政策統括官（科学技術担当）付参事官（総合戦略担当） 川本 明 

経済産業省産業技術政策局産技政策課課長 佐藤 樹一郎 

  文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官 村田 直樹 
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（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）事務局からの連絡 

２１世紀ビジョン関連の今後の行事予定について 

（２）有識者からのヒアリング（科学技術について） 

    橋本和仁教授（東京大学先端科学技術研究センター 所長） 

伊福部達教授（東京大学先端科学技術研究センター） 

中野泰志教授（東京大学先端科学技術研究センター） 

福島智助教授（東京大学先端科学技術研究センター） 

＜論点＞ 

・今後の科学技術の姿と重点分野 

・内生的な技術革新を促進するシステムの構築 

・知的財産・競争政策・金融市場などインフラ整備 

・技術革新を支える人材育成 

（３）ワーキング・グループメンバーの報告 

米倉メンバー： ビジョンとイノベーション 

西村メンバー：情報通信技術革新と国民経済社会の競争力 

（４）次回以降の予定について 

３．閉会 

 

（配布資料） 

資料１ 橋本所長提出資料 

資料２ 伊福部教授提出資料 

資料３ 中野教授・福島助教授提出資料 

資料４ 米倉メンバー提出資料 

資料５ 西村メンバー提出資料 

資料６ 経済産業省提出資料 

資料７ 文部科学省提出資料
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橋本東京大学先端科学技術研究センター所長より説明  

○ まず、私からは今後の科学と科学技術発展のためにということで、研究現場での視点から

話しをさせていただく。私は先端研の所長を仰せつかっているが、化学、材料、環境等の

研究者で、４月までは研究職に専念していたので、本日は先端研の所長としてではなく、

研究者の立場からの問題点、解決策を紹介させていただきたい。 

  まず、研究現場での視点から、科学技術の問題点を３点、１番目は研究費の配分の問題、

２番目は研究費の審査の問題、３番目は研究者の流動性の問題、この３点を指摘させてい

ただく。それを踏まえて、個々の問題の打開策や提案について、私個人の提案だけではな

く先端研の人々の意見もまとめた形で紹介させていただく。 

  まず第１番目の研究資金の問題について。現在は重点４分野へ研究資金が集中投資されて

いるわけだが、私が普段強く感じるのは、過度な集中がなされているのではないかという

こと。ライフサイエンス、情報、環境、ナノテク・材料の重点４分野の研究費は、現場に

おいてバブル状態にあるケースがあり、お金が無駄に使われるというだけではなく、研究

者をスポイルする可能性さえありうる。また、４分野への集中は現状では他分野にお金が

入らないということとイコールになっている。そのために、重点４分野に自分の研究と無

理矢理研究分野をこじつける風潮が出ている。この結果、重点４分野以外の、科学技術立

国に向けて非常に重要な研究分野が衰退しており、危機感を抱いている。 

  また、新産業創造への過度な期待というのがある。私は産学連携を十五、六年間手がけて

きたが、その経験を踏まえた上で述べると、大学での研究が産業に結びつくのは極めてま

れであると思う。言い換えるならば何かの分野に集中投資をした大学での研究が、産業に

結びつく確率は非常に低い。ただし、トータルな数としてはそんなに少なくないと思って

いる。それは、確率が低くても母集団が大きいから。大学研究にシーズがないということ

ではなく、決め撃ちすることが非常に危険だということ。 

  それから、今、余りにも産学連携が言われているために、無理な産学連携、産学連携自体

の目的化が起きている。十数年前は、産学連携することがいけないという時代だったがそ

れは明らかにまずかったが、現在ではそれが行き過ぎてしまって、産学連携でなければい

けない、産学連携でなければお金が入らないということになりかけている。その結果、基

礎科学分野での研究費、研究者人口、学生の興味の低下ということが起きている。 

  次に、２番目の科学研究費の審査過程の問題です。競争的資金が今後とも増加すると思う

が、この審査プロセスをきちんとしなければ問題があるのは言うまでもない。 

  問題点を３点に纏めたが、まず、審査員が有力な研究者に集中しているという問題がある。

それらの研究者には過度な負担があって、きちんとした審査ができずに、結局申請者の名

前で選ぶということが起きている。名前で選べば大きな間違いはないが、非常に重要な研

究を見落とすとか、それほどでもない研究に多額の研究費が流れるという結果になる。 

  次に、申請書を読む時間がないということ。このため、読まれない申請書、無駄になる研
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究計画というのが、実際に多くある。研究計画というのは非常に頭を使って書いており、

そこで研究活動の何割かをしている。その努力が無駄になってしまっている。 

  それから、トップダウン方式で研究費を配るということがされているが、これはまさに名

前による判断で、特定研究室への研究費の過度な集中が起きる。 

  続いて３番目の、低い研究者の流動性の問題だが、これは大学内での研究者の流動性の問

題ではなくて、大学と民間企業間の問題。大学内での異動が約5,000人で、民間企業から大

学へは約1,100人だが、大学から民間企業へは僅か300人に留まっている。これは大問題で

あり、ポスドク１万人計画によってポスドクを終わった人が今出つつあるが、この人たち

の行き場がないということ。民間企業で吸収しなければ、これだけの人間の吸収は絶対で

きない。これは、若手研究者の活力減退に直結する、非常に大きな現実的問題。 

  以上の３点をもとに、問題提起としてどのようなことが考えられるかということで、次期

科学技術基本計画策定に向けた論点を提案としてまとめた。まず研究資金について、重点

分野への集中の緩和がある。さらに、科学技術という土地を耕す基礎研究素養の充実化を

図るという意味での、基礎研究費の充実がある。 

  例えば、湯川秀樹先生が漢文の素読をずっとしていたというのは有名な話で、大数学者高

木貞治も幼少時の漢文の素養があったそうである。理数系の独創性には漢文の素養が効い

ているのではないかと言われたりしている。これは、非常に基礎的な部分が広く耕されて

いることが重要だということでなかろうか。良質の土壌に種を蒔いたときにどこからか良

い芽が出てくる可能性が高くなる。どこかに集中的に投資してしまったら、そこで失敗す

ると他からは期待できない。ただし、基礎的な研究だったら何でもいいというのではなく、

基礎研究の名のもとに明らかに意味のない研究をやっているケースが現在でもまだ残って

いると思う。研究者の興味主体の基礎研究に投資する必要はなく、自然の本質に迫るよう

な良質の基礎研究費を増やすということ。また、これは重点分野の研究費を減らせという

ことではなくて、科学技術全体に対する投資はまだまだ足りないのは明らか。また、目的、

出口をはっきりさせる研究も大変重要。例えばNEDOで行うような研究は、より目的をはっ

きりさせて責任も持たせることを、きちんとするべきだと思っている。 

  また、研究費の使途、執行に関する諸制約というのがまだまだある。大学が法人化されて

単年度主義ではなくなったはずだが、現実にはなかなかそうなっていない。あるいは、間

接経費が繰り越しできないという問題もある。 

  ２番目として研究費審査プロセスだが、これは名前で選ばず内容で選ぶシステムにするこ

とが重要。そのためには、審査プロセスが雑用ではなくトレーニングになる、つまり審査

すること自体がその人の研究活動になるシステムをつくるべき。また、審査結果を申請者

にフィードバックことも非常に重要。自分の考えた研究結果について批評をもらえるとい

うのは、研究の再構成になる。これは大変重要だが、日本では殆どなされていない。具体

的な方策として二つあげるが、一つは助手やポスドクレベルの若手を審査プロセスの中に
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入れていくこと。そのときに研究資金を審査員に配れば非常に責任を持ち、自身の教育に

もつながるので、良いのではないかと思う。もう一つは、米国のNIH型審査法の導入がある。 

  最後に３番目として研究者流動性の促進がある。ただし、研究者流動性は、流動性が目的

ではなく、目的があって、その方策として流動性を考えるべき。では、どういう目的かと

いうと、若手に関しては優秀な研究者の育成。次に助教授レベルだが、これは助教授から

教授への流動性というものもあり、現状で十分に流動性があると思っている。しかし、教

授レベルでは、マンネリの打破、研究の展開促進ということからも、異動が必要だと思っ

ている。それから名誉教授のレベル、これはシニア人材の活用ということだが、これは未

来への投資ということでの活用がある。特にアジアとのコラボレーションの重要性を非常

に感じるが、シニアの経験のある方が、その経験に基づいた教育をやっていただくという

のが大変重要であると思っている。それから、企業研究者のキャリアパスの多様化がある。

先ほど申し上げたように、企業研究者が大学や公的研究機関へ異動するシステムをつくる

ことが大変重要だと思っている。流動性促進の方法としては４点あり、１番目は市場のイ

ンフラ整備、２番目は研究者個人のモチベーション向上、３番目は支援組織の構築、４番

目は法的な整備で、以上４つのパッケージで行うことが必要だと思っている。 

 

 

伊福部東京大学先端科学技術研究センター教授より説明  

○ 私は、重点配分されていない理工系分野の具体的な例として、情報バリアフリー工学にお

ける競争力をどのようにつけることができるか、という話をしたい。情報バリアフリーと

いう需要が非常に少ない分野は、従来、どうしても税金に頼るという公益性を踏まえて、

研究がなされ社会制度がつくられてきた。ここに何とか市場性を持ち込んで、公益性と両

立化させることによって競争力がつくのではないか、経済発展にも何らかの貢献ができる

のではないかと思っている。 

  私は、もともとは、人工心臓などの人工臓器を扱う北海道大学の医療工学の研究所に在籍

していた。そこでは、いかに長生きさせるかという生命維持の研究が主流だったが、長生

きする人がだんだん増えてくると、手足が不自由になったり感覚が衰えたりする人が増え、

それに関連して人工感覚や人工義手、人工神経というような、福祉関連の研究需要が増え

てきた。最近では、高齢者にどのように働いてもらうか、介護費をどのように少なくして

市場性を持たせるかというような研究が、注目を浴びている。しかし、北海道大学ではナ

ノテクとバイオに研究所が特化するということでこの分野の研究が縮小され、ちょうど先

端研でバリアフリープロジェクトを始めるので来ないかという話があったことで、2002年 

から東京に来ている。 

  医療技術はあくまでも人間の中に入り込んで改造することだが、福祉技術は人間の非改造

を旨としている。非改造といっても、身の回りのことを変えて生活しやすいようにバリア
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フリーを行うという方法と、眼鏡とか補聴器のように身に付けて衰えた機能を電子装置な

どで代替するという方法がある。私は、どのような機器を身につけると生活ができるよう

になるかという後者の立場から研究を進めてきたが、バリアフリープロジェクトのリーダ

ーである福島助教授の言葉によると、実は失われた体を補完してほしいのではない、とい

うこと。それよりも、生活する上で必要な、移動やコミュニケーション、情報獲得・収集

の研究が欲しいと言われて、その言葉で私が今までやってきたことは何だったのだろうと

時々思う。 

  医療や生理学の立場から見ると、情報バリアフリー支援研究が難しい要因は脳の未知の処

理がわからないということが原因となる。例えば、与えた情報で認識できるだろうとして

も実際には脳が受け付けるのかどうか、あるいは、目がだめだったら触覚を介して文字を

見せようとしても触覚情報が視覚を理解する脳に流れるのかどうかなどが全くわかってい

ない状態で、機器の開発に踏み込んでいったことが、誤りだったのだろうと思う。 

  脳の未知の処理については、大きく３つに分かれる。１つは知識の活用で、どの程度の知

識・経験を持っているか、またどの程度活用できるかという問題、または、別の環境に入

ったときの適応の仕方、つまり脳そのものの処理の仕方がどのように変わるかという可塑

性の問題、さらに、ある機能が失われたときに別の機能がそれを補うという代償機能につ

いてもよく分かっていない。 

  一例をお見せすると、これはある単語だが、ほとんど分からないと思う。しかし、ここに

赤い墨が落ちたと特定しますと、ここで知識が働き、イメージ（IMAGE）という字だろうと

経験で分かるようになる。このようなことが、大脳生理学で非常におもしろいテーマとし

て出てきている。例えばもう一つ、ある言葉の一部分の音を取り除くと、よく聞き取れな

い。そこで、音を取り除いたところに無意味な雑音を入れると、雑音があったからこの言

葉が聞こえなかったのだ、なかったらこういうことだろうというところまで脳は推論して、

言葉が分かるようになる。このような、人間の脳の機能に基づいて開発した機器が、これ

からの大きな産業になるだろうという例を３つほど簡単にお示ししたい。 

  最初の例は、障害者の世界大会で実際に行ったことだが、話している声を同時に字幕にす

るというシステム。これはコンピューターで全部やるのではなく、相手の話した言葉をコ

ンピューターに認識しやすい声に人が変えて、それをコンピューターが文字にするという

方法。これは既にビジネス化している。 

  ２つ目の例は、違った波形でも自然に聞こえる脳。脳がだまされるわけだが、脳は非常に

フレキシブルで、とても聞こえるはずがない波形について、知識を使って声に変えること

ができる。例えば九官鳥の声や腹話術師のいっこく堂の声は、我々の声の波形とかなり違

うにもかかわらず、脳は声として認識できる。この仕組をうまく利用し最近開発したもの

だが、完全に喉頭をとってしまって声帯がない人の呼吸の情報や口の形によって、言葉を

つくり出す装置です。これは製品化されており、現在3,000台ほど売れている。 
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  最後の例だが、視覚を失うと聴覚の機能が非常に発達する。これは視覚の機能が失われた

ことによって聴覚がいつもさらされていて、聴覚で処理する機能がすぐれてくるというこ

と。この機能をうまく利用して、いろいろなインターフェースをつくることができる。ま

た、福祉技術は外との接点が強いので、ヒューマンインターフェースにつながっていく。 

  最後に、バリアフリー産業のニーズと期待についてお話ししたい。我々は、バリアフリー

技術は特殊な境遇の人のための特殊な技術ではなく、高齢になっても死に至るまでにだれ

もが必要とする技術であると定義している。高齢者の急増による膨大なマーケットがあり、

生活機能を補完することによって安心感が得られ、経済繁栄と安全・安心な生活を実現で

きのではないかと考えている。この福祉技術に競争力をつけるためには、以下の３点の課

題がある。 

  第１点は公益性と市場性。従来は税に頼って、できるだけ国が負担をするという形であっ

たものを、どのようにして、安定した市場で製品の供給ができるようにするかという課題

を、まずクリアする必要がある。第２点は多品種少量生産。これは、少品種大量生産から、

少数で多様な障害者にあわせて、多品質少量生産の産業をどう育成するかということ。こ

の点は、日本では余りうまく機能していないと思っている。第３番目は縦割型行政から横

断型行政。例えば、ユニバーサルリモコンを作ろうとすると、家電製品は経産省、切符は

国交省といったように、いろいろな省庁からの許可や制度が壁になっている。このような

問題は、福祉技術のすべてに当てはまっているのが現状。 

 

 

中野東京大学先端科学技術研究センター教授より説明 

○ 私たちは、バリアフリープロジェクトという障害者、高齢者の生活機能を支援する研究を

していて文系の仕事。私たちのミッションとして、先端研で伊福部先生がやっておられる

ような理系の研究を、いかに文理融合して人や生活、社会に向けていくか研究している。 

  すばらしい技術があっても、その技術を使うのは人。人が使いたくなるものをいかに開発

するか、その開発されたものが使いたくなるような、そういった人への支援というのが必

要だろうと。それから、使いやすいものをいかに開発するか。その開発された使いやすい

ものを生活の中に取り込んで便利に使う使い方の支援、こういったものが必要だと考えて

いる。 

  私たちは、ニーズとシーズをうまく融合させ、科学技術を生活の中に根づかせていくこと

について、障害のある人や高齢者のニーズを中心に、彼らが遭遇しているバリアという観

点から分析してくというスタイルで研究を行っている。科学技術における、文系の役割及

び真の文理融合はどうあるべきかについて、実証的に研究している。 

  ユーザーの科学を目指しており、当然障害者の視点が必要なので、当プロジェクトのメン

バーの半数は障害のある研究者。障害のある生活者の視点ということから、この科学技術
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の応用を考えていこうという話。 

  既に、もう障害者、高齢者というのはマイノリティーではない。障害者及び高齢者を合わ

せると、４人に１人はこういった特別な支援の対象になっている。それから、バリアフリ

ーとかユニバーサルデザインとか、最近非常にいろいろなところで言われているが、その

内容を考えていくと物理的な環境の整備だけではなくて、制度や文化それから意識の改革

ということが非常に難しい問題。例えば高齢者がいろいろな便利な科学技術を使うときに、

それに対して周囲の目等が気になって、例えばなかなか補聴器が使えないとかいうような

ことがある。我々は、それについて理念だけを追い求める時代はもう終わったと思ってい

て、科学的に具体的な研究を進めていく必要があるというふうに考えている。 

  ユーザーのニーズをいかに客観的に把握し、そのニーズに基づいて、どのようなソリュー

ションを展開するか、これを客観的な基準というのを設けながら展開するというような研

究を行っている。研究としては、大きく３つの領域に分かれていて、生活を支援する道具

づくりに関する研究、それからコミュニティーとかまちづくり、それからその中の人づく

りというようなことをテーマにした研究、それからシステムというのが重要になってくる

ので、社会システムに関する研究という、非常に多彩な観点から総合的に研究を行ってい

る。 

  １番目のテーマは、生活を支援する道具やサービス、つまり、支援技術（assistive 

Technology）に関する研究である。障害のある人や高齢者は、心身の機能低下があるため

に、様々なバリアに遭遇する。私たちは、様々なタイプの障害者・高齢者を想定し、それ

ぞれのバリアを軽減し、生活を豊かにするために、どのような支援技術が必要かを研究し

ている。また、障害者や高齢者にとって必要な支援技術を追求すれば、障害のない人達に

とっても便利な製品等が出来ることを実証的に示してきた。 

  さらに、大きな２番目のテーマとして、私たちはまちづくりを通して街や人を変えていく

というような取組をやっている。真のコラボレーション、協働というのがどのようにして

できるかということを自治体と一緒に、実際にアクションを起こしながら検討を行ってい

る。この中では職域として、高齢者や障害者が、自立的にある程度の給料をもらえるよう

な、仕組を今後考えていきたいというふうに思っている。 

  ３番目のテーマとしては、こういったものや人や街というのが整っていく際に、社会のシ

ステムというのが非常に重要になるので、法律だとか、社会福祉制度についての検討とい

うのも行っている。先端研のさまざまの研究室の協力を得ながら、我々文部科学省の科学

技術政策提言プロジェクトをいただいて、公共施設でのバリアフリーに関する研究を行っ

ている。 

  さらに、これらの研究を社会に還元するということが、我々の一番大きなミッション。産

学連携研究は我々非常に積極的に行っている。この理由は、障害者の視点を日常生活用品

に入れるということ。特に我々は大企業と組んでいる。それで、大きな企業が持つ影響力
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というのを利用して、そこに障害者のニーズというのを入れていこうと。そうすると、多

くの人にとって使いやすいものになるのではないかというふうに考えている。 

  こういったニーズとシーズをつなぐためには、系統的にデータを集めて提供する必要があ

るので、データベースの構築や、それから被験者になるモニターパネルの形成、それから

被験者になった人たちをスーパーバイザー、アドバイザーにしていくような教育システム

ということについても検討している。また、社会貢献・啓発のために、各省庁のプロジェ

クトと一緒になって、情報公開、普及用のＶＴＲの作成等というものを実施してきた。 

 

 

福島東京大学先端科学技術研究センター助教授より説明  

○ 私は非常に特殊な状況にある、見えなくて聞こえないという人たちのことをやってきたわ

けだが、先端的な科学技術にどのようにつながるかを考えてみたい。 

  そこで得られた結論としては、彼らを支える科学技術や社会のシステムは何か。そういっ

たことを考えれば、見えて聞こえる普通の人たちにとっても、またさまざまな障害を持っ

ている人にとっても、あるいは加齢によって機能が衰えていった人たちにとっても、いろ

いろな意味で役立つような視点が提供できるのではないかと思った。 

  キーワードは２つ、ユーザーセンタードでの発想、あるいは当事者の視点ということ。も

う一つは、学際性。ユーザーという視点の利点は一体何なのか。端的な例を申し上げたい

が、目の見えない人たちが使うものでは点字というものがある。 

  この点字というのは、1825年に全盲のフランス人のルイ・ブライユという少年が考えた。

ユーザー、当事者の視点があったから初めて考案できた。 

  こういったユーザーの視点というのが恐らく科学技術でも重要だろうと。障害者、高齢者

の問題について広げれば、障害者や高齢者が安心して科学技術を応用できる、利用できる、

そうした社会をつくっていくことが、今後の日本にとって必要欠かせないことだろうと思

う。 

  今、障害者は600万人、高齢者は2,500万人、もっと増えていく。つまり、いずれ誰もが高

齢になっていく。若い人たちだけが元気でばりばり働くだけではなく、みんなが参加する

ような、社会にするべきだろうと思う。そのときに力を発揮するのが科学技術だと思う。

そして、その科学技術を本当にみんなのために役立たせるために、人を育てる必要がある。

その人材は３種類あって、一つ目がエンドユーザーである障害者、高齢者を含めたすべて

の人たちに使いやすい、わかりやすいように科学技術を説明しアフターケアも行うような、

そういった人材。もう一つは、逆にシーズを持っていらっしゃる技術者・開発者にユーザ

のニーズを伝える人、次に科学技術の専門家ではないけれども国を動かす、あるいは経済

を動かす、そういった権限やパワーを持つ方々に科学技術の本質を伝えていく。どうすれ

ばこの社会を、この国をうまく科学技術を応用して導いていけるか、そういったことをコ
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ーディネートできる専門家。恐らくこの３つのベクトルの人材を養成することが重要で、

それがいわば障害を持っていても、高齢であっても、みんなが参加できる、全員参加の経

済社会の構想、そういったものにつながるだろうと思っている。 

 

 

文部科学省村田科学技術・学術総括官より説明  

○ 今後の科学技術の姿と重点課題という資料について先ほどの話と関連づけながら説明をさ

せていただく。 

  まず１ページに、目指すべき国の姿というのが出ている。これは第２期科学技術基本計画

で示されている目指すべき国の姿ということで、知の創造と活用により世界に貢献できる

国、国際競争力があり持続的発展ができる国、安全・安心で質の高い生活のできる国とい

うことになっている。 

  産業育成というか、経済再生との関係で科学技術基本計画をとらえがちだが、計画の中に

は安全、安心で質の高い生活のできる国づくりといったことも目標として掲げられている

ところであり、確かにこのあたりの具体化というのが、第２期計画では必ずしも明確では

なかったという反省もあるのかなと思っている。 

  次に、先ほど冒頭、大学等における基礎研究の問題あるいは重点分野の問題が取り上げら

れていた。御指摘のような懸念もあろうかと思うが、いずれにしても、やはり研究の発達

段階は様々で、そうした発達段階に応じた、きめ細かいファンディング・システムをどう

形成していくかが大事であり、運営交付金などの基盤的研究資金とプロジェクトごとの競

争的研究資金をバランスよく配分をしていくことが、大切である。 

  また、重点分野の４分野以外にも様々な融合分野、学際分野、先ほどからのお話もあった

文理融合型であるとか、新しく出てくる新興分野に対する積極的な支援ということも、行

われつつある。 

  先ほどの福祉工学の関連で科学技術振興調整費による支援を受けているという話があった

が、これは総合科学技術会議との緊密な連携の下に、その指示を受けて文部科学省が関係

の研究グループに配分するという仕組をとっていて、省庁横断的な対応もそうした振興調

整費などを活用して、進められてきている。 

  それから、人材養成の話について。科学技術関係人材養成総合プラン2004という資料が配

られている。この一番後ろに、木の絵が書いてあるが、右側が、いわゆる新しい知の創造

ということで、いわゆる研究者をどう育てるかという部分であり、左側が知の活用や社会

還元といった観点から人材をどう養成していくかという部分になっている。福島先生から

お話があった、要するに科学技術を一般の人たちにわかりやすく説明できるような、科学

技術コミュニケーターなどはこの左側に位置するものとして重要。同時にドクターの教育

課程においても、より広範な知識、教養を持った研究者を育てることが大切。このように、
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さまざまな観点で、総合的に科学技術関係の人材を養成していく必要があろうかと考えて、

現在も施策を推進しているところ。 

 

 

経済産業省佐藤産技政策課課長より説明 

○ まず国際競争力の観点から研究開発というのは、やはり国の中で重点的、優先的な分野で

あるという位置づけをすることが非常に重要であると考えている。優先的に資金を研究開

発に回すということがある以上、効率的かつ戦略的に研究開発を進めていくということが

必要。 

  その際に、どのように国民生活向上、国際競争力強化に役立つのか、出口を見据えた研究

が大事。またそれについて国民に対する説明責任が発生してくるのではと考える。 

  それからこういう研究開発を進めるに際し、効率的に進める上で、何らかの物差しのよう

なものが必要だろうということで、研究それぞれについて、プログラム化というのを図っ

ている。例えば医療福祉等も含めて、19のプログラムをつくっていて、この中で知財とか、

あるいは規制緩和、政府調達、国際標準という施策と組み合わせて出口を見据えて効率的

に進めていくというやり方、それから、どういうところに重点化を図っていくかというこ

とを考える上で、日本の技術の力を世界の中でまず正確に位置づけ、評価して、必要な課

題を抽出して、それを解決するために、いつまでにどういうことをやらなければいけない

のかということを整理した技術マップとロードマップを整理しようとしている。 

  研究開発を進める上での基盤として以上のようなことを行い、それにより、過度に重点化

するのではなくて、真に必要なところに重点的、効率的に研究開発を進めていく、そうい

う体制をとるということが必要ではないかと考えている。 

  それから、伊福部先生がおっしゃられた各省の縦割りの弊害だが、総合科技会議で連携施

策群ということで、各省協力した研究開発プロジェクトの推進ということを進めていただ

いている。私どもとしては先ほどの技術戦略マップだとか、研究開発プログラムのような

ものを各省横断的に定めることにより、その連携施策をさらに広げていくことによって、

各省縦割りの弊害というのが排除できるのではないかと考えている。 

 

○ 過度な集中といっているのは、重点分野ではきちっとした審査をせず、研究者の名前だけ

で多額の資金が配られたり、無理なこじつけにより研究がなされたりしている場合がある

ということ。その結果、他のところが薄くなっているということが問題。出口のはっきり

とした研究と、それを導くための土地を育てる配分との適正配分が非常に重要であって、

そのバランスが崩れているのが問題と思っている。 

○ 大学での研究が産業に結びつくのは極めてまれと御指摘されたが、この一番の原因は何だ

と考えるか。 
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○ 産業に結びつくことの確率を上げる研究をやろうと思えばできないことではなかろう。し

かし、それは大学の本来の役割ではない。大学が求められているのは、革新的な技術が育

つような人材を育成したり、そういう種を見つけることだと思う。先ほど申し上げたよう

に、そのような研究の絶対数として少ないと思っていない。出てくる確率が低い。それが

正しい状態だと私は思っていて、確率の高い研究というのは企業でやるわけで、狙い撃ち

じゃないカルティベートするような研究というのが非常に重要だということ。 

○今の関連で２つ。 

  重点化するとされないところが薄くなるじゃないかといいますが、重点化するということ

はそういうことなので、イノベーション論理からいっても、むしろ徹底的に重点化して、

薄くなった周辺から本当にイノベーションが出る可能性があるので、重点化をしたら、重

点化されないところが薄くなるからよくないという議論をしたら絶対よくない。重点化を

するなら本気ですればいいと思う。 

  もう一つは、産総研や大学、企業の研究所を、少しきちっとすみ分けを考えるということ

が大事で、大学でもＴＬＯでも産総研でもなんでもベンチャー支援とかはおかしい。基礎

研究をやるところ、応用研究をするところなど、得意分野に集中すべき。大学、産総研み

たいな国立研究所ところ、企業の研究所などはそれぞれ本来何をすべきなのかをはっきり

させて、その間の緩やかなネットワークとか人材交流をどうするかというデザインの方が

重要な気がする。 

○ 前者の方は全く違う意見を持っている。 

  重点化して、その結果、周りに薄くなったところから有望なものが出てくるというのは現

場で感じている印象と異なる。重点化以外の分野は、どうしても疲弊し、学生も人材も育

たない結果になる。 

  重点化するんだったら徹底してする、そこは賛成。したがって、出口をきちっと明らかに

し、説明責任を持たせて研究を行うということは、大変重要。しかし、だからといって周

りを薄くしていいということは全然なくて、基礎分野というのは良い芽の育つ土地なので

良質な土を耕さなければいけない。科学技術を発展させるというものはそういうものだと

思う。 

○ 今の重点化で薄くなっている点だが、多分、過度に集中化すると、結局、東京のひとり勝

ちというか、具体的に言うと東京大学のひとり勝ちのようなことが、加速すると思う。私

のいた北海道大学の研究所はもともと医療工学のメッカだったが、ナノテクとバイオの結

びついた研究に特化するということで決まって、要するに薄くなってしまった。お互いが

お上がそれを重点化するんだと、地方大学はそういうふうに見てしまうので、だからそれ

は東京の真似をしなければ生き残れないという裏返しになった。そういう意味で、重点化

するときには多少注意をした方がいいのかなと思う。 

○ １つはピアレビューの重要性を認識する必要がある。特に若手によるピアレビューという
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のがものすごく重要なのは私も感じている。若手がピアレビューをすることによって若手

が伸びる、要するに知が流れていくというスタイルのことを、しかも真剣になってやるよ

うなシステムというのが無ければならない。 

  実は文科省も、それから経産省もそうだが、すべてやっぱり有名人主義でやってきている。

これは全く逆の方向に進んでいるので、その辺のところは真剣に政府内のところで考えて

いただきたいと思う。 

○ 先ほど、例を出した点字を見つけたフランスの少年は16歳で、例えばヘレン・ケラーさん

を教育した有名なアニー・サリバン先生は二十歳。 

  私、先端研に以前いらっしゃった立花隆さんがインタビューなさったアメリカのアポロ計

画の中で、一番すごいなと思ったのは、11号の月面着陸ではなくて、13号の失敗しながら、

事故を起こしながら無事帰還した事で、その地上での現場責任者は37歳。 

 やはり若手の力というのは非常に重要だろうと思う。 

  ただし、先ほど申されたように、若い人だけが頑張るのではなくて、全員参加のホノルル

マラソンのような社会をつくっていくことが私たちの目標だろうということ。 

  それと、最初から成功をねらって行う研究、確率が高いだろうという研究だけじゃなくて、

つまり出口が明らかに見えている研究だけじゃなくて、研究の純粋な成功がひょうたんか

らこまのような例もあるということ。 

  例えば、ヘレン・ケラーさんの後見者であったアレクサンダー・グラハム・ベル博士が、

奥さんとお母さんが耳が悪いので補聴器の研究をなさっていたのがテレフォンにつながる。

そして20世紀の世界を変える。そういったものすごいイノベーションもあるので、最初か

ら狙うということだけではなくて、一方ではやはり純粋な研究者、大学というものの役目

ということを一方で大事にしていかないと、何か目先の成功だけをねらう研究だけになっ

てしまわないか、それが一つ心配。 

○ 先ほどからの重点分野の重点化の話だが、国の全体の資源配分として、少なくとも大学以

外のところに、いろいろな研究開発予算というのは４分野にできるだけ重点的に配分しよ

うということに一方ではなっているが、大学というのは、今の資源配分の仕組みでは基本

的にそれぞれ大学が自由に決めていくというのが建て前になっていて、情報開示的にいっ

ても４分野への資源配分のシェアなんかは大学については出ていない。 

  その話と、大学の中でも相当その４分野に中心が移っていると、そのメカニズムのところ

をもし教えていただければ。 

○ 私が申し上げたのは。運営費交付金ではなくて競争的資金の話。運営費交付金の方は、大

学で決めることだが、競争的資金がどんどん増えている。 

○ 競争的資金の方は分野別にということか。 

○ そのとおり。もう明らかに競争的資金の方は分野別になっている。 

○ 私は大学の方の関係で言うが、運営費交付金は基本的に減っていく。効率化係数がかかる
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ので。その分を競争的資金に回すということなので、だんだんそれがかなり激しくなって

いく。 

○ バリアフリー分野の科学技術の分野では、日本は国際的に見てリーダーシップがとれる見

通しはあるか。 

○ 公益性に重点を置いた北欧のように税金に頼った形と、極力民間に移して市場原理に任せ

るアメリカ的がある。その両極端と比較すると日本はどっちにも負けている。 

  日本のこれから行く道は、恐らく公益性をできるだけ減らしながら市場性もうまく利用し

て安定供給のできるような支援、それを産業に持っていくという第三の道である。それが

うまくいって、知的財産とかそういうのも確保していけば、世界をリードしていけると思

うが、まだ過渡期という感じはしている。 

○ 我々の補足資料の中に、日本のアクセシビリティ情報機器がビジネスにならないのはなぜ

かという資料がある。例えば、私が今日持ってきた機械に、これはボカ(VOCA)という機械

だが、録音がキーにそれぞれできる機械。この装置の基盤技術というのは日本の中で非常

に早くから普及していたにもかかわらず、この機械はアメリカ製。どこに問題があるかと

いうと、こういった技術を人に届けるシステム。私も参加したＪＥＩＴＡの研究では、ア

メリカやイギリスの流通の比較をしていったのだが、アメリカの制度が割とうまくいって

いるのは、こういう機械をユーザーに紹介・処方する専門家がいるから。また、これらの

専門家が中間支援者としての資格認定を受ける制度がある。中間支援者は、ディーラーで

あったり、教員であったり、リハビリテーションの関係者だが、その人たちがユーザーの

ところに行って、あなたの今の生活の状況だったらこういうものを使えば便利になるよと

いう最先端の機械を紹介してくれ、しかもそれの使い方までちゃんとサポートしてくれる。

このような資格制度や流通システムが日本にはまだ整っていない。 

○ 例えば、これは点字のディスプレイ、パソコンの内容を読む機械だが、ディスプレイの部

分は日本の中小企業がつくった材料で、世界中のシェアの80％を占めている。メジャーな

部分ではまだ外国に負けているが、こういう材料科学などで非常に強いものを占めている

企業もあり、それから、日本もどんどん高齢化社会に向かっていくが、これは結局、高齢

者、障害者も含めたさまざまな機能に不自由を持っている人たちにフィットする、アピー

ルできる製品の開発というのはものすごいマーケットになると思う。中国は今、若い国だ

が、一人っ子政策の反動ですごい高齢化社会になる。中国もまたものすごいマーケットに

なる。 

  だからバリアフリーの製品開発というのは、実は福祉とか一部の人のためのものではなく

て、20年後、30年後の世界をリードする極めて重要なマーケットになるだろうと思う。 

○ 前半の議論はこれで終わりにして、続けてすぐに、米倉委員と西村委員の方から話をして

いただきたい。 
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 米倉メンバーより説明 

○ 我々、イノベーション研究センターも文部省の重点から外れているが、それでもこの際、

思いきって重点化する方が僕はいいと思う。 

  例えば、きのう、産総研に行ったが、シンガポールの国立研究所の所長が外部アドバイザ

ーで来ており、シンガポールで、今、日本の産総研と全く同じ予算と全く同じスタッフを

抱えているが、彼らは１つに重点化した課題だけをやっている、といっていた。産総研は

同じ予算・スタッフで３つ、ライフサイエンスと環境エネルギーと情報。彼らによると、

日本は重点化しているといってもしていない。僕は、こうした中途半端な弊害がいろいろ

なところでおきていると思う。 

  さて、ビジョンはとても大事だと思う。なぜ大事かというと、景気が回復したとかいって

も本当かなと感じるのは、景気が回復するとかいうのは、株価が上がるとかマーケットが

少しよくなるとかではなくて、ある一定の方向に消費とか投資行動をする。そのことが経

済を成長して、その経済成長がまたある投資とか消費をしていくという期待のコーディネ

ーションだと思う。この種の行動をすれば期待が生まれ、その期待に対して応えてくれる

と。 

  かつては、アメリカのケネディ大統領が「月に行く」といった時、多くのアメリカ国民は、

軍事でも経済力でもナンバー１、になるという期待がコーディネートされたのだと思う。

同じように、池田勇人首相が「所得倍増」といった時に、多くの日本人は高度成長という

投資先行型の経済をつくることによって、日本が欧米にキャッチアップするとかと思った

と思います。やはりどこら辺に行くんだというビジョンがとても大事だと思う。ただし、

それは数字ではなくて、ビジョンというからにはビジュアルじゃなきゃいけないと。 

  僕も、21世紀ビジョン研究会がやるべきことは、その種の数字を幾ら、どこに何億兆円つ

ぎ込むとかいった話ではなく21世紀ってどういうふうになっているんだというビジョンを

議論すべきと思います。そういうふうになったときに、こちら側に消費をしていくんだ、

この部分に投資をしていくと何らかのリターンが生まれる、だからそちら側の方に資源シ

フトをしていこう。資源シフトというのは、その勉強をしようとか、研究者がそのあたり

に重点化していこうということだと思う。 

  キーは、１つはサスティナブル、継続的なコンティニュアスンスじゃなくて長続きするサ

スティナブルな成長をどうやってつくるかというのと、２つ目は、これは小泉、竹中路線

でいう民需・内需中心というか、民ができることは民でやって内需中心の社会をつくると

いうことだと思います。 

  2030年とか2050年ということをよく言われるが、生きていないので、余り実感が湧きませ

んので、2010年ぐらいの話がいいと思います。それで思ったのは単純なことだが、2010年

までに道州制とサマータイムを導入する、2010年までにすべての公用車、準公用車を燃料
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電池車にする、2010年までにすべての小中学校を太陽光発電にする、といったビジョンが

いいと思います。この種のことが日本の中で起こるんだなという期待をもたらすからです。 

  道州制に関してだが、日本は、ものすごい経済力。例えば、四国と九州を合わせると60兆

円、これは11番目のＯＥＣＤ加盟国の韓国を上回る。東京の首都圏中だけでフランス１国

に匹敵する。日本はこれだけの内需を抱えていてこれだけ豊かな国なのに、なぜ地方分散

できないか。カリフォルニア州というのは日本と同じ面積です。人口は3,500万。しかし、

カリフォルニア州には州知事は１人。なぜ日本では47人いるのか。これは、1871年の廃藩

置県のサイズを引きずっているからです。当時は、東京と大阪を14日間歩いて通っていた。

今は２時間半なので120分の１ぐらいの時間／距離になっているわけだから、47人の知事は

要らない。そうやって分散化することによってクオリティ・オブ・ライフが上がっていく。 

  地方に魅力がないのは、ミニ東京型の開発をして、地方にもかかわらず食住接近がなされ

ておらず、地方の特色をなくすという開発がされてきたため。 

  今、森ビルが六本木ヒルズを開発しただけで、約8,000人近い雇用が生まれており、東京

でさえ食住接近型の都市開発に方向転換されているので、道州制の中のコア都市をつくっ

て、そこにクオリティ・オブ・ライフが上がるような再設計、再都市開発というものをし

ていくようなことを2010年までにやることは、大きな期待のコーディネーションを生むと

思います。 

  もう一つは、すべての公用車を脱化石燃料にするというビジョンです。我々の周りを走っ

ている準公用車とか公用車、ごみ収集車、それは燃料電池であるというのはすごいことで

はありませんか。そのことが持つインパクト、日本ってそういう国になるのだというのは、

いいと思います。 

  次は、太陽光発電だが、小学校は大体２万3,000校、中学校が１万1,000校ぐらい合わせて

３万4,000校ぐらいあるが、昼しか使わないので太陽光発電にするというビジョンです。こ

れも３ついいことがあって、１つは、今、不景気に苦しんでいる土木業者、ゼネコンに公

共事業が生まれます。２つ目は、太陽光パネルがものすごく安くなるので、一般民生化が

進む、これは燃料電池車もそうだと思う。３つ目が一番大きいが、世界中、特にアジアか

らたくさんの見学者が来ることです。どの国でも、教育は基礎であり、重要だといいます。

しかし、エネルギー不足の中で小中学校にどういうエネルギー供給を構築するのか。こう

いうようなビジュアルな話の方が、郵便局を解体するぞというよりは遥かにビジョナリー

だと思う。 

  したがって、21ビジョンというようなとき、日本がどこへ行くのか、どの種の投資にする

とその期待がコーディネートされるのかというようなところを見るのが大事だと思う。 

  イノベーションに関して言うと、私は、日本の科学技術はそんなに楽観視できる状況では

ないと思います。それは、中国の焦点の絞り方とか、やっぱり軍事力をもっているアメリ

カなどの国々のイノベーションのつくり方に比べると、日本は本当にまだまだ弱い。民が
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できるところ、先ほど出ているように、バリアフリーとか福祉機器、これはもう民主導で

できるが、本当に頂の高い技術というのは軍事がないかわりにかなり先端的な投資をしな

くちゃいけないと思っている。 

  １つは、代替エネルギー研究（原子力を含む）への重点配分、もう一つは、宇宙もかなり

大事で、地球シミュレーションをやっているが、あれを継続するような形の宇宙開発にか

かわること。原子力はアレルギーがあるが、僕は、平和主義というのは一番軍事に詳しく

ないと貫徹できないと思う。したがって、原子シミュレーターを中心とした原子力開発、

これは代替エネルギーの一部だが、特に原子力に限っては、アレルギーを超えて集中投資

をした方がいいと思う。 

  あともう一つは、リニアモーターカーだが、中央新幹線として日本のど真ん中に穴を掘っ

てやるとか、成田エクスプレスやつくばエクスプレスをリニアにするとかです。。商用化

している中国と実験の日本では、テクノロジーがどんなに上でもすぐ追い抜かれる。宇宙

にペンシルロケットを上げている日本と有人飛行をやった中国と、これは完全に差がつく

のは目に見えている。その種のものにやっぱり重点的な投資をすることが重要です。この

ように言うと、何か軍需信奉者みたいだが、平和主義だからこういうところにものすごく

知的資源を投入して、そこから出てくる技術をいかに早く民生利用にするか、そういうよ

うなパラダイムチェンジが必要かと思う。 

 

 

西村メンバーより説明 

○ まず最初は、直近で日本がどういう状態にあったかということから説明しよう。日本企業

の競争力の源泉は、これはこの次、藤本さんが説明されることだと思うが、基本的には決

まったアーキテクチャーがあって、そのもとでのプロセスの最適化に集中してきた。これ

はいい言葉だと思うが、「いくさは陣取り、しごとは段取り」ということで、プロセスの

最適化を追求したのである。そうすることで、日本のものづくりは費用の削減と品質の向

上の両方を同時に達成できるようになる。どういう形でやったかというと、簡単に言えば

頭脳でなく手足で見立てていく。つまりいろいろな階層別に部分的に最適化することによ

って全体としての競争力を達成していくという形である。 

  次に情報通信技術の革新について説明しよう。情報通信技術革新のインパクトというのは、

進歩が早いというよりも、陳腐化も非常に早いことにも注意しなければならない。しかも

陳腐化と同時にレガシーが混在するという複雑な状況にあり、そして広がりが非常に大き

い。 

  情報通信技術革新の一つ重要な点というのは、その性格から１単位の追加費用、コピーす

る費用というのが非常に少なくなると言うことがある。その上情報流通の円滑化が起こる。

そして情報通信技術の影響は縦の情報流通よりも横の情報流通に効果的である。それから、
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組み合わせのコストが非常に少なくなり、組み合わせ試行の費用が劇的に低下する。同時

に、組み合わせなので、色々な人がすぐ試せるので、最初に気がついた人がやることによ

ってファーストムーバーアドバンテージが強くなり、スピードが重要になってくる。 

  そうすると、ビジネスの仕方が変わる。この面で日本は後れを取っている。一番いい例は

携帯でだが、ノキアの人と話をするとノキアの人は、私の記憶が正しければ結局、三菱電

機に世話になったという。三菱電機の技術がなければ携帯のビジネスモデルは実は動かな

かった。しかし日本ではその携帯を使う大きな市場をみい出す先見性が無かったために、

日本では結局実用化されなかった。 

  それに対して、フィンランドでは実用化が起こった。そうすると、スピードと、それに対

応する市場の大きさというのが重要になる。この動きに日本企業の対応が遅れたというこ

とが、恐らくＩＣ情報通信技術の中で日本の役割が非常に低下したということを表してい

る。これが９０年代の蹉跌の、一つの現れといってよい。 

  しかし、今、大体12年ぐらいかかって調整がほぼ終わった状況で、固定費用も非常に下が

った。その意味で、これから日本は新しく発展できるというところに到達したわけだが、

そのときに重要になるのは、何に付加価値の源泉を見出すかということになる。 

  付加価値の源泉というのは２つあって、１つは説明しやすい価値、この説明しやすい価値

というのは、簡単に言えばまねしやすい、いわゆるデジタル型とかモジュラ型とか言われ

ているものになる。説明しやすい価値を維持するためには、さっき言ったスピードで、短

期でそれを急速に開始をするか、あるいは独占を通すしかない。こういうところでの競争

力に関しては、日本企業が非常に不得意な分野になってしまう。 

  それに対して、説明しにくい価値。説明しにくい価値というのは、真似がしにくいという

形になる。このところが来週、藤本さんが詳しく説明されるようなインテグラルのアーキ

テクチャーとか、それからアナログ型のものになる。これは競争力が長期になる。 

  そういうふうに考えると、日本に比較優位のあるインテグラル、プロセスの最適化、垂直

囲い込み型にふさわしいのは、結局、説明しにくい価値という形になる。説明しにくい価

値とは何かというのは説明できないので、非常に大変だが、需要と供給と両方一緒に考え

てつくっていかなければいけない。 

  したがって、競争力の維持というのを情報通信技術の方の立場から見ると、説明できない

ものを情報通信技術の発展の中から我々は作っていかないと競争力を維持できない、つま

りプロセスの最適化の比較優位の中に、組み合わせの最適化を組み入れて、かつそこで説

明できない、いわばブラックボックス化するような価値というものを我々は作っていかな

ければならない。 

  実際、ものつくりの点では、静かなbreak throughが現実に起こっているわけで、製品ア

ーキテクチャーがつくり方、組織とつながった形で、現在、動きつつある。それで先進的

な工場で、事実上、絶えざる創造的破壊が起こっている。いわばものつくりの点では、か
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なりの部分の再調整というのが見られると思う。 

  ところが、ハードウェアではなく、ソフトウェアについて見るならば、現在、非常に大き

な課題がある。広義のソフトウェア、特にコンピューターソフトウェアだけではなくて仕

組という広い意味でみても、日本は非常に遅れているということは否めない事実である。 

  なぜそれが起こるかというと、このソフトウェア、仕組というのは、結局ハードウェアよ

りも需要に直接密接している。結局、日本は供給側には非常に強いが、需要側は非常に弱

い。我々は供給の革新ばかりを考えていたが、本質的に重要なのは実は需要の革新。つま

りいいものを需要してもらわなきゃいけない。そのいいものを需要するという需要側の革

新が我々には必要なのではないか。新しい見方が必要であろう。 

  特に受注型ソフトウェアなどに典型的に見られるが、需要と供給というのは決して独立し

ているものではない。したがって、需要側が新しいものを受容する、高い品質を考慮する

ということが、新しい革新の必要な条件であろう。この需要側の創造的破壊というような 

ものを我々はこれから考えていかなきゃいけなければならないというふうに思っている。 

そのときに最大の問題は、特にソフトウェアなどの場合であるが、最大の需要者である

政府である。政府の需要に関しての創造的破壊が必要なのではないか。つまり政府が変わ

らないと需要が変わらない。政府が間接的に需要に及ぼす影響は、ＧＤＰでちゃんと測っ

たことはないが間接的なものも含めて非常に大きな金額になると思われる。政府は実は重

要であって、政府が自分を変えなきゃいけない。 

  さらに当座の事を超えて、より長期的に見るならば、情報通信革新というのは非常に大き

な影響を与えるだろうというふうに思う。ビジネスと生活の融合ということで、需要と供

給が実は一致してしまうということになるのではないか。仕事というのは供給だが、遊び

というのは需要ということである。ところがそれが融合してしまうのである。ＩＣＴが進

むと何が起こるかというと、我々はどこに行ってもパソコンを持っていて、それでグルー

プで、もしくはＬＡＮか何かで全部つながっている。つまりどこに行っても仕事をしてい

る。しかし、どこまで仕事でどこまで遊びだかわからないような状況に実はある。 

  ということは、結局、これからＩＣＴが進んでいくと何が起こるかというと、仕事と遊び

の区別がある階層の部分からはなくなっていくだろう。したがって、仕事に遊びの要素を

入れるとか、それから例えば複合的な人的ネットワークが重要になってくる、これは仕事

と遊びとの区別がない形で出てくる。そうすると、新しい需要側から出発したつくり込み、

このつくり込みというのは、先ほど言ったインテグラルの製品アーキテクチャーのところ

だが、そういうものをつくり込むというのと同じような形で、需要側から出発した新しい

つくり込みというものを可能にする必要があるだろうと思う。 

  昔、アメリカの法律家に払う金額と日本の接待費の数が大体同じだった事が指摘されたこ

とがある。そのとき言われたのは、ロイヤーにお金を払うより接待費を使った方が楽しい

という話だったが、その後、アメリカのロイヤーの金は変わらないが日本の接待費はどん
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どん小さくなった。今、必要なのは実は社用の接待費ではない。新しい接待費、つまり社

用族から個用族という形、自分が使う接待費、仕事なのか遊びなのかわからないような状

況のもとで人間的な広がりを広めて、自分を向上させていく、そういうものに関して接待

費を認めて、新しい仕事と遊びの融合を我々はサポートしなければならないのではないか。

そういうところから新しいビジネスと生活の融合が出てきて、新しい需要の創造になって、

その需要の創造が新しい説明できない価値を創造していくのではないかと思う。 

  ただし、実は情報通信技術というのは、年寄りにとっては非常に厳しい問題がある。それ

は何かというと、情報通信技術の本質的なところというのは組み合わせ。ということは、

最先端を走るためには常に新しい組み合わせになる。このため新しい組み合わせに常に自

ら慣れていかなければならない。 

  つまり常に自分を新しい環境に入れていかなければならない。これは結構、厳しい状況に

なる。プロセスの最適化の世界というのは地道な努力がむくわれる社会。ところが、情報

通信技術のような組み合わせになると、これは頭を使った組み合わせで一攫千金になる社

会になる。 

  これはちょっと言い過ぎだが、こういうような社会に変わったとき、成功というものの意

味を変えて、努力というものの意味を変えないと、今までの日本のバリューシステムとい

うのが崩れてしまう可能性がある。この成功とか努力とかいうことを変えて、そして何が

成功なのか、成功というのは決して金ではないというような新しいモラルみたいなものを

つくってきて、それによってまた再び地道な努力がむくわれる社会、この場合地道な努力

の「努力」という意味が違ってくるだが、そういう社会を取り戻さないと、一生不幸な結

果をもたらしかねず、決して国民社会経済全体としてはハッピーな世界ではないという形

になると思う。 

  したがって、この２つの面を入れた日本経済の仕組というのを、ちょっと抽象的になりま

したが、これから21世紀ビジョンで考えていく必要があるのではないかと思う。 

 

○ 私も需要サイドから競争力を考えるという意見には大賛成だが、国が需要サイドに影響す

るプロセスをもう少し説明して欲しいということが１点と、あと最後の生き方のところだ

が、確かに新しい組み合わせに耐えながら生きるというのはすごいストレスで、きつい社

会だと思う。だから頑張っても仕方がないという気力の若者から出てきていると。じゃあ、

それに変わる「頑張る」というのが本当に見つかるのかどうか。 

  調査のデータを読んでいると、このまま競争力が落ちても仕方がないというビジョンが１

つ、どうしても描けてしまうが、それを逆転するような、頑張るという意味の端緒でもも

し見つけていたら教えていただきたいと思う。 

○ まず、需要者としての政府だが、具体的にはソフトウェアの購入ということを考えている。

特に受注ソフトウェアの最大の需要者は、実は政府。政府が、仕様書をうまく書けない、
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供給側に要らないことをいっぱい言うというようなことでコストが非常に高くなり、かつ

供給側の技術が向上しないということがある、それを考えている。 

  もっと大きな面で考えれば、私は人々が自立して、自分が何をやりたいかを考えつつある

というのに関しては賛成できないところがある。消費者態度指数というのがあるが、これ

はアメリカの例だが、消費者態度指数というのは、完璧にＧＤＰの変化とか、ほかの変化

で説明され尽くされてしまう。消費者が自立的に考えるというより、消費者は社会に適応

する形で自分を変えていくという形の方が強いと思う。そうすると、政府というのは消費

者が動いていく社会というのを変える力があり、そしてそれは需要と供給と両方で消費者

の環境を変えていく。 

  その中で、先ほどお世話があったようなことを政府がやるということは、やはりそれは消

費者のやりたいことも変えてしまうことがあるので、政府というのは非常に重要だと思っ

ている。 

  それから、２番目は地道な努力ということだが、今までは、同じ会社の中で地道に努力す

るというスタイル、もしくは同じ職業や同じプロジェクトの中で地道に努力するというこ

とが多かったが、これからは渡り歩きながら努力をして自分をキャリアアップするという

ような仕組をつくらなきゃいけないと思っている。 

  私がずっと今まで主張している社会投資ファンドというのは、そういうようなものを具体

的に達成するのが一つのやり方であるというふうに思っている。 

○ 製造業でも、例えば鉄と自動車が需要と供給の関係で相互に品質向上に向けて技術力をど

んどん高めてきているということもあると思うが、それと新しいソフトウェアの分野と、

需要と供給のところで、どういう違いがあると考えているのか。 

○ それは、今、研究中なところで必ずしも言えないが、私の現在の見方というのは、基本的

には最終のところで競争にさらされているかどうかというのが大きな差だというふうに思

う。例えばものづくりのところでいえば、最終のところあたりの自動車で常に競争にさら

されているということが非常に重要だと思う。 

  ソフトウェアのことだけを言ったが、そうではない部分、例えば建設業界などは下請けが

ものすごく多いという点では自動車とよく似ている。ところが、自動車は国際競争にさら

されていた。それに対して、建設は閉じられた世界であったと。それが最終的にコストの

競争力ということに大きな差が出る。もちろん技術の競争力は日本の建設会社は非常に高

いということは確かだと思うが、コストの競争力になっていないために自動車のようには

なれなかった、ということだろう。 

  その意味で、競争にさらされていない一番の例が政府なので、いろいろな形で市場化テス

トとかそういったものが出てくる形によって、政府の中での競争的要素が加わり、政府自

身が変わっていけば良いだろうと。競争を入れればいいだけではなくて、常に組織を変え

ていかなければいけない。組織を変えていくということが、実は政府が一番しにくいとこ
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ろなので、そこを変えていくというのが一番重要な点だというふうに思う。 

○ お２人に共通するかもしれないが、ナノとかＩＴとか、バイオとか、エネルギーとか、あ

る程度シミュレーションで予測がつくというので、そういう話はもういいとよく言われる。

じゃなくて予測のつかないもの、恐らくこの中の説明のつかないものに関係するのかもし

れないが、そういうテーマを出してほしいということで、今、２つ頼まれていることがあ

る。１つは、大阪の産総研で五感産業フォーラムというのと、あと九州の同じようなフォ

ーラムのお手伝いをしているが、そのときに、例えば人間の情動を刺激するようなペット

のしぐさをどうつくり出すかとか、あるいはペットと会話をするにはどういうふうな技術

が必要かとか、今までと違った価値観で技術を模索しようとしている。重点課題で取り上

げたものじゃないところにまだ色々なものがある。それは恐らく動物の本能だったり、人

間の本能だとか情緒だとか、あるいは芸術性だとか、いわゆる広い意味のソフトにも関係

すると思うが、人間のことがまだよくわからないが、そこに新しい人間をベースにした技

術が生まれる期待を持っている。 

  ただ問題は、そういう今まで技術系の人たちは、ほとんど生理学だとか心理学とか、そう

いうことは学んでいない。だから、その辺の何かありそうがつかめないというのが現状で

はないかという感想を持っている。 

○ すべてを説明しようとするときにはどうしてもデジタル的に考えてしまうわけだが、その

中でデジタル的には説明できないような部分というのは、実は非常に重要になってくる。

ということであれば、逆にアナログ的なものをデジタルの中に入れてしまうということ。 

  この間、その話があったが、日本の弓を射る人形がある。あの人形を非常にうまくつくっ

て、必ず当たるようにするとみんな見なくなる。たまに外すとみんなが一生懸命見るよう

になるというようなこともあるわけで、逆に言えば、常に成功するようなものというのは

やっぱり面白くない。ランダムなのか、ランダムでないのかもわからないような形で変化

するということが非常に重要になってくるというふうに思う。 

  だからそういったところに、多分、説明できない形というのがあるということではないか

というふうに私は思っている。つまりデジタルとアナログをいかにうまく組み合わせて、

その組み合わせ型のところにまたつくり込むという部分が中に入ってくるのではないかと

思う。 

○ 昔、アメリカにペットロックという、ペット屋さんで石が売っていた、石を持っていると

楽しいという。その種のガジェットはもういいんじゃないかというのが僕の考え方で、そ

んなところに幾らいっても余り豊かさを─それが一番大事だという人もいるが、僕はそう

じゃなくて、もっと基本的に衣食住接近しているとか、そのクオリティ・オブ・ライフを

基本的に上げるみたいなイノベーションの方が遥かに重要だと思っている。したがって、

あえてああいう形のことを言っているので、企業がやるのは勝手だが、我々がその種の感

性マーケティングとか、ペットのしぐさに見えないものを見るというような話に行く前に
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やることがあるような気がするというのが率直な感想。 

○ 今の機械技術は非常に進んできており、ある意味危険なことも起こり得ると思う。例えば

ペットのしぐさにすっかり感情移入してしまうということがある。現実的に色々あるので、

どういう場合に感情移入して、ある意味では中毒になってしまうのか、そういう研究は少

なくとも大学ではしておくべきで、そういうことが起こり得るということを企業の方も知

った上で製品開発に取り組むべきではないかという、そういう意味。 

○ 今日の議論をまとめる気はないが、幾つか重要な点が出てきていて、もちろん今の日本の

科学技術戦略がいいとか悪いとかいう話ではないが、出発点としての重点４分野、そこに

非常にかなり集中するということについて、それをどう見たらいいかといういろいろな議

論があったと思う。１つは、本当はそれだけでない部分に非常に重要なものがあるし、し

かも技術ってどういうところから出てくるかわからないという意味では、もう少し基礎的

にも含めてしっかりやるような仕組みをつくらなきゃいけないというようなお話とか、技

術をどういうふうに出していくかということだけではなく、生活や需要だとか、受け手の

方から考えていくということが日本の社会に合った重要な技術のbreak throughになるかも

しれないというような話もあったと思う。 

  茶化す気はないが、昔、若いころ、ある学会に出てある若い学者が論文を発表したら、そ

の学長の先生が、それは遊園地のおさるの電車だというふうな言い方をして、それはどう

いう意味ですかといったら、もう行き先がわかっていて、それを一生懸命やってもしよう

がないんだという議論をしていて、何か非常に深い意味だと思うんですけれども、科学技

術というのは何が出てくるかわからないし、むしろ何が出てくるかわからないところに非

常に、逆に言うと可能性がある。 

  今日、話したこと以外に、政府が何をするとか、あるいは我々がどういう努力をするとか

いうことを関係なく、予想できないようなものが出てくるのがあって、どういうふうに取

り組んでいくのか、そういうことも今日は余り議論にならなかったが、恐らく重要な話だ

と思う。 

  それでは、次回の検討予定について、事務局から御説明いただきたいと思う。 

 

事務局から次回の日程等について説明。 

 

以上 


