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令和４年度第１回北海道科学技術審議会計画部会議事録 

日 時：令和４年５月１７日（火） １３：３０～１５：２０ 

 場 所：かでる２・７ ７階 ７３０会議室 

 出席者： 

 （委 員）荒川部会長、入澤委員、扇谷委員、鈴木委員、寺内委員、福島委員、桃井委員、 
山田委員、渡辺委員 

 （事務局）松田科学技術振興担当局長、藤嶋科学技術振興課長、後藤科学技術振興課主幹 

 

【開会】 

（松田局長） 

 それでは定刻より少し早いですが、皆様お揃いになりましたので、ただ今から第１回北海道科学技術審

議会の計画部会を開催したいと思います。私、本日の部会の進行を担当させていただきます、総合政策部

科学技術振興担当局長の松田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。そ

れでは、計画部会の開会にあたりまして、荒川部会長からごあいさつをお願いいたしたいと思います。 

 

【挨拶】 

（荒川部会長） 

ご紹介いただきました、この度、本計画部会の部会長を仰せつかりました荒川でございます。 

本日を含めまして、今後５回、この部会が予定されておりますけれども、円滑な運営に努めて参りたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

この部会につきましては、ご承知の通り、本年２月に科学技術審議会から付託をいただき、次期の北海

道科学技術基本計画の策定につきまして、調査・審議を行うことを目的としております。事務局の方から

もご説明があると思いますけれども、現在、国の方では、科学技術立国の推進を成長戦略として掲げ、デ

ジタルですとか、バイオ、あるいは宇宙といった、先端科学技術の推進に取り組んでおりまして、この次

期北海道の計画につきましても、その辺の動きをしっかり反映したものにしていかなければいけないと

考えているところでございます。皆様からの積極的なご意見・ご提言をいただきまして、その目的を達成

したいと思いますので、重ねてよろしくお願いしたいと思います。 

 

（松田局長） 

それでは本日の会議の開催にあたりまして、科学技術振興課長の藤嶋より報告及びお知らせがござい

ます。 

 

（藤嶋課長） 

科学技術振興課長の藤嶋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

最初に本日の出席状況について、ご報告させていただきます。本日は部会員１１名いらっしゃるとこ

ろ、９名の委員の皆様にご出席いただいておりますことをご報告申し上げます。 

次に、本日の部会の取り扱いについて、ご説明させていただきます。本部会は公開となっておりまして、

開催後に議事録を作成するため、録音をさせていただきます。そのため恐れ入りますが、発言の際にマイ
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クを皆様にお持ちしますので、こちらでご発言をお願いしたいと思います。また、コロナ対策の関係で、

消毒をしなければいけませんので、一度、マイクをお返しいただきたいと思います。 

なお、先にご連絡のとおり、本日の部会は１５時３０分までを目途としております。私からは以上でご

ざいます。 

 

（松田局長） 

それでは、ここから先の議事の進行につきましては、荒川部会長にお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

（荒川部会長） 

本日の部会は事務局から、まず現在の基本計画の概要、これまでの進捗状況についてご説明いただきま

して、それを踏まえて次期計画策定に当たってのご意見をいただきたいと考えております。 

議事に入ります前に、本日の部会で初めてお目にかかる方もいらっしゃいますので、委員の皆様から、

お手数ですけれども、自己紹介を兼ねて一言頂戴したいと思います。それでは、入澤委員から順にお願い

いたします。 

 

（入澤委員） 

北海道ＩＴ推進協会で会長を務めております、エコモットの入澤と申します。今日は、ＩＴの立場で

色々な発言を期待されているだろうなというところもありますので、そういった見知から積極的に発言

していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（扇谷委員） 

北海道科学技術総合振興センター、ノーステック財団で地域コーディネーターをしております扇谷と

申します。３月までは産総研（産業技術総合研究所）の北海道センターの所長をしておりました。 

北海道の科学技術基本計画は、産総研の中で、北海道の取組の方向性としてこれを参照し、産総研の北

海道センターの活動と結びつけ、リエゾンさせていただき、北海道の地域の活動と、産総研の活動が、地

域でこのように結びついているという説明や、産総研内での予算獲得の場面で使わせていただきまして、

大変助かっております。今回もそれに関わらせていただくってくるということで、ノーステック財団の立

場として計画の策定に寄与していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（鈴木委員） 

道総研の鈴木と申します。研究担当の理事を務めさせていただいております。いつもご指導いただきま

して、ありがとうございます。 

基本的には、これからの北海道の中長期的な方向というのは、世界情勢も環境状況も人口も大きく変動

すると思います。 

そういう中で、ここで方向性を誤ってしまうと、過去の繰り返しが起こってくるという中で、道総研の

役割というのは、これまで以上に大事だと思っております。いろいろな形で発言させていただければと思

います。本日はよろしくお願いいたします。 
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（寺内委員） 

北海道大学産学・地域協働推進機構、副機構長の寺内と申します。私は、企業から８年前に北海道大学

に来ておりまして、産学連携と国プロなど色々支援させていただいておりますけが、そういった知識や大

学のニーズが今回の議論のお役に立てられればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（福島委員） 

ノーステック財団専務理事の福島でございます。昨年の６月末からノーステックに参りまして、北海道

科学技術審議委員会の委員を仰せつかっております。今回、部会の方にも参加させていただくことになり

ました。 

もともと私、北海道電力の方から出向してございます。長く安定供給ですとか、再エネとか、そういう

仕事をしてございましたので、ノーステックというよりは、民間的な話の観点からの発言になってしまう

かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（桃井委員） 

日本政策投資銀行北海道支店次長の桃井でございます。名簿の方にも記載させていただいております

けれども、北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会の幹事を務めさせていただいております。私、金融機関の職員という

ことで、お集まりの委員の皆様と違って、常日頃から科学技術の研究開発ですとか、そういったものに携

わっているわけではない素人ではございますけれども、金融機関なりの、異なった視点から議論に貢献し

ていければという風に思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（山田委員） 

日立製作所の日立北大ラボのラボ長をやっております山田でございます。北大の北キャンパスにラボ

を構えさせていただいて、活動しております。また、経済産業省の事業であるチャレンジフィールド北海

道の総括の立場で活動させていただいております。 

実は、２年ほど前に東京で、第６期の科学技術基本計画の制度課題ワーキングの一員として、同様の活

動に携わらせていただきました。私の立ち位置も、福島さん、入澤さんと同じように、民間側からご意見

を差し上げるというような形になると思いますけれども、よろしくお願いします。 

 

（渡辺委員） 

北海道経済連合会の渡辺と申します。私は道経連で、産学連携と、宇宙関連で今年１月に宇宙のプロジ

ェクトチームを立ち上げました。そういった意味では科学技術というところでは、多少なりとも意見等々、

お話できるところもあるのかなと思っております。 

民間の立場と経済団体の立場という観点で、皆様の意見を聞きながら、良い方向に持って行ければと思

っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（荒川部会長） 

委員の皆様どうもありがとうございました。早速ですが、議事に入りたいと思います。 

本日の議題ですけれども、次第にありますとおり、一つ目には、次期北海道科学技術基本計画の策定に
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ついて、二つ目には「北海道科学技術振興計画」（平成３０年度～令和４年度）に係る推進状況について、

三つ目としまして意見交換、最後にその他が用意されております。 

進め方ですけれども、まず、１番目の次期北海道科学技術基本計画の策定と、２番目の北海道科学技術

振興計画に係る進捗状況、これは事務局の方から説明していただきたいという風に思いますので、事務局

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【議事１ 次期北海道科学技術基本計画の策定について】 

【議事２ 「北海道科学技術振興計画」（平成３０年度～令和４年度）に係る推進状況について】 

（後藤主幹） 

北海道科学技術振興課の後藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からは、資料の１

から６についてご説明をしたいと思います。 

まず、資料の１－１と１－２をご覧ください。資料１－１及び１－２についてですが、北海道科学技術

審議会及び本計画部会の委員名簿となります。本計画部会は、審議会から付託されました、次期北海道科

学技術基本計画の策定について調査審議するために設置されました。計画部会の皆様のご審議を通じて

答申案を作成することを目的としています。 

資料２についてですが、これから策定する、第４期となる基本計画の策定にあたってのポイントを整理

したものです。 

１ 計画策定の趣旨についてですが、基本計画策定の根拠を記載しています。 

北海道科学技術振興条例第１０条第１項において、「道は、本道における科学技術の振興に関する施策

の総合的かつ基本的な計画を策定しなければならない」とされています。 

現在の、３期目の基本計画となる「北海道科学技術振興計画」の期間が、令和４年度までとなっている

ことから、令和５年度を始期とする、４期目の基本計画を策定しようとするものです。 

この基本計画は、北海道のほか、大学、試験研究機関、支援団体など本道の科学技術の振興に関わる

様々な主体が、取り組むべき方向性を示したものになります。 

２ 計画に定めることとされている事項についてですが、条例第１０条第２項には、計画に定める事項

として、「基本的な目標及び施策」、「重点的に講ずる措置」、「施策推進の手法や体制」が掲げられており

ます。 

３ 策定の手順についてですが、今後、地域懇談会を開始し、パブリックコメントを実施することを記

載しています。 

４ スケジュールについては、別紙をご覧ください。 

資料２の別紙は、部会の審議事項と、おおよその日程について、現時点の想定をまとめたものです。 

全部で５回の開催を予定している本部会ですが、第１回となります本日は意見交換を、７月の第２回で

は、私どもからたたき台をお示しして意見交換を、８月の第３回では、検討案の素案を、１０月の第４回

で計画原案を、１月の第５回では答申案を、それぞれお示しして、皆様でご議論いただきます。 

部会でご了承いただいた内容について、審議会でもご審議いただくことになりますが、最終的には、来

年２月の審議会会長から知事へ答申する予定となっております。 

資料３は、平成３０年度に策定した現在の基本計画の「北海道科学技術振興計画」の概要です。 

計画本篇は、参考資料２として皆様にお配りしておりますが、次期基本計画策定にあたっての課題や論

点など意見交換の参考としていただければと思います。 
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「第１章 基本的な考え方」は、策定趣旨や計画の性格などを記載しています。 

「第２章 前回の計画における主な取組と情勢の変化等」は、平成２９年度までの第２期基本計画であ

る「新北海道科学技術振興戦略」における取組内容と課題などについて記載しています。 

２ページ目の「第３章 基本目標」は、科学技術の振興を通して目指す北海道の姿として、「持続的な

経済成長の実現」、「安全・安心な生活基盤の創造」、「環境と調和した持続可能な社会の実現」の３つを定

めています。 

「第４章 北海道において進める主な研究開発分野」では、「経済の活性化を支える科学技術」など４

の分野を記載、「第５章 重点プロジェクト」では、特に推進する研究開発や取組として、「食・健康・医

療」分野、「環境・エネルギー」分野、「先進的ものづくり」分野、「ＡＩ・ＩｏＴ等利活用」分野の４の

プロジェクトを定めています。 

３ページ目の「第６章 基本的施策」については、第３章の基本目標の実現に向けて、本道における科

学技術推進の向上とイノベーションの創出を図るため、６の施策を科学技術の振興に関する基本的施策

として位置づけ、関係機関と連携しながら、総合的かつ計画的に取組を進めるとしています。 

その他、「第７章 北海道内６地域における取組」として、函館、室蘭、苫小牧、旭川、北見・網走、

十勝、釧路の連携の姿や取組の基本的な推進方向を記載し、「第８章 計画の推進」では、この計画の推

進状況について、北海道科学技術審議会で調査審議いただくとともに、公表することなどを定めていま

す。 

続いて、資料４「科学技術をめぐる社会情勢の変化」についてです。 

１つ目の「■国内外の情勢変化」は、気候変動問題、ＳＤＧｓへの取組、新型コロナウイルス感染症の

拡大などのほか、現在進行形で、ウクライナ情勢による国際社会の変化も生じております。 

特に原油や原材料の価格の高騰ですとか、産業活動への影響が懸念されているところです。 

２つ目の「■科学技術に関する国の動向」は、国において、科学技術・イノベーション基本法の改正や 

科学技術イノベーション基本計画の策定が令和３年、２０２１年に行われました。 

また現在、国においては、科学技術立国の推進ということで、新しい資本主義本部の緊急提言を参考と

して入れておりますが、科学技術イノベーション投資強化、スタートアップ支援である、グリーン、人工

知能、陽子、バイオ、医療、宇宙などの先端科学技術の研究開発・実証を進めていくということが定めら

れており、国においても、現在対応を進めているところでございます。 

３つ目の「■本道が抱える課題の増大と複雑化」は、本道では、ここ数年人口減少、少子高齢化が急速

に進んでおります。現在の政策課題として、ゼロカーボン北海道、北海道Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現、

大規模自然災害のリスクの高まりということで、地震、豪雨、雪害など自然災害の被害を踏まえて、防

災・減災の取り組みが必要ということでまとめさせていただきました。 

次に資料５「北海道科学技術基本計画の基本目標等の推移及び北海道科学技術審議会の主な意見」につ

いてですが、これまでの基本計画につきましては、平成２０年度に定めた北海道科学技術振興戦略から現

在の振興計画まで、三つの計画を定めております。その構成の推移をまとめたものでございます。 

各項目・章の、これまでの三つの計画の関連性は、矢印のとおりとなっています。 

次に、「基本目標」についてですが、過去３期の計画とも、「経済」、「安全・安心」、「環境」を基本目標

としています。 

次の「基本的施策」については、これまで、「研究成果の移転」や「道における試験研究等の推進」、「産

学官金等の協働の推進」、「知的財産」、「科学技術コミュニケーション活動」の５項目を設けています。 
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重点的に取り組む事項として、名称は「リーディング戦略」など各計画で異なりますが、「食・健康・

医療」、「環境・エネルギー」を、現在の第三期計画では「先進的ものづくり」、「ＡＩ・ＩｏＴ」の２分野

を「重点プロジェクト」として追加しております。 

一番右側の欄には、昨年度の北海道科学技術審議会における委員の皆様からの主な意見を４つにまと

めており、いくつか説明しますと、「１ 基本計画策定関係」の３つ目の○、小さく、分かりやすく、コ

ンパクトにするべきとの意見、「２ 科学技術振興全般」の１つ目の○、北海道の地域社会を持続可能な

ものとするために必要な機能の確保に科学技術を活用することが必要との意見、などをいただいており

ます。 

最後に資料６は、現在の計画期間中における取組をまとめたものになります。 

主な取組を説明しますと、１ 研究開発の充実及び研究成果の移転等の促進、指標１～４に関連するも

のですが、２つ目の○で、北大を中心に産学官が連携し、一次産業をスマート化し、バイオブランドの確

立を図る「地域バイオコミュニティの形成」の推進、一番下の□、道における研究開発等の推進、道総研

における事業化・実用化につながる研究開発の重点的推進として、戦略研究や重点研究を推進しておりま

す。昨年度からの取組で、道産ガゴメコンブの生産性を向上する促成養殖生産システムの開発などを進め

ております。 

また、２ 産学官金等の協働の推進として、関係指標１が関係しておりますが、２つ目のチャレンジフ

ィールド北海道の取組が進められている、３ 知的財産の創造、保護及び活用については指標５～６が関

係しておりますが、北海道知的所有権センターに配置した特許流通サポーターによる開放特許等の活用

支援などの取組、４ 科学技術を支える人材の育成・確保／科学技術コミュニケーション活動の促進、関

係指標７～８が関係しておりますが、北海道科学技術奨励賞による若手研究者の表彰やサイエンスパー

クの開催を行っております。 

続いて、Ａ３の参考資料をご覧ください。本計画における８つの成果指標いわゆるＫＰＩについて、現

時点における達成状況、進捗率、また、現状についてまとめたものです。 

指標１ 道内大学等における共同研究の件数は、令和４年度に１，４３０件の目標に対して、令和２年

度で１，５０８件と既に達成しています。これは、産学官連携の機運の高まりから、共同研究の件数が増

加していることが考えられますが、一方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、対面での打ち合

わせが抑制されたことから減少しており、今後を注視する必要があると考えます。 

指標２ 製造業の付加価値生産性についてですが、令和４年度１，２８０万円を目標としております

が、令和元年度１，０２５万円と進捗率は約８割となっています。道内製造業全体では付加価値額、付加

価値生産性とも伸びているが、目標には達していない状況にあります。 

指標３ 道総研における外部機関と連携した研究課題数については、令和４年度に４２０件を目標と

しておりますが、現在４０７件となっております。外部機関と連携した公募研究や受託研究等に積極的に

取り組み、概ね達成されています。 

指標４ 道総研の知的財産１件あたりの利用許諾数については、令和４年度１．５件の目標としており

まがう、令和３年度で１．８件となっております。企業訪問など道内企業等への特許等の利用促進を図っ

ており、目標を達成しています。 

指標５ 特許流通サポーターによる特許流通相談件数については、令和４年度に７５５件を目指すと

なっているところ、令和元年度に目標を達成しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令

和２年度以降、対面での相談が難しいということで、目標を達成できていませんが、緊急事態宣言等の無
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かった令和３年度下半期は相談件数が回復しています。 

指標６ 道内大学における特許等の実施許諾数は、令和４年度８８０件を目標としているが、令和２年

度数値で１，２５１と目標を達成しております。企業との連携の取組の高まりから増加しており、目標を

達成しています。 

指標７ 理工系学部の道内大学卒業者の道内就職率については、令和４年度の５１％の目標に対し、令

和２年度の数値で４１．２％ということで、概ね８割程度で未達成となっています。大学からは、道内出

身者がどの程度道内に残るかで道内就職率が決まる傾向にあるとの意見があります。 

指標８ サイエンスパーク参加児童生徒数については、平成３０年度から令和４年度の５年間で、延べ

７，０００人の参加を目指すということで目標を設定していますが、令和２年度以降、新型コロナウイル

ス感染症の影響でオンライン開催となっており、目標達成について評価出来ない状況にあります。但し、

平成３０年度にリアル開催できた時には、目標達成可能な多くの参加者に参加いただいています。 

続きまして、２の進捗状況についてですが、指標１～６に係る（１）産学官金等の協働の推進について

は、道内大学や道総研における共同研究に関する指標は、概ね達成していますが、産学官金等の協働の取

組は、国内外の重点課題である脱炭素やデジタル化などの分野での必要性が高まっています。 

また、道内では、「チャレンジフィールド北海道」、「北海道プライムバイオコミュニティ」、「競争の場

形成支援プログラム」など、地域や大学の連携の取組の広域化・多様化が進んでいます。 

最後に、指標７及び８に係る（２）科学技術を支える人材の育成・確保については、インターンシップ

の実施や地元と連携した企業セミナーの開催など、産学官が連携した取組が見られていますが、目標の８

割程度の達成率であるため、道内の就職先となる企業の採用が活性化するよう、引き続き取り組む必要が

あると考えております。 

最後に資料の６に参考でメモとして、これから行われる意見交換のために、次期計画策定にあたっての

ポイントということで資料をまとめさせていただきました 

１、２、３とまとめており、１ 現状課題についてですが、本道における産学官金の連携、大学や試験

研究機関などの研究開発の推進、人口減少や少子高齢化、地域の機能維持など、本道の課題への対応など

をまとめました。 

２ 次期基本計画の方向性、総論としてまとめたものでございますが、本道が抱える課題、大学や試験

研究機関の取り組み状況から、次期基本計画において目指す姿について現在の計画との比較をして、ご意

見をいただけたらと思います。また、コンパクトでわかりやすい計画とはどのようなものか、ご議論をい

ただければと思います。 

３ 科学技術の役割と取組の確認として、まとめさせていただきました。例えば、ＳＤＧｓ、Ｓｏｃｉ

ｅｔｙ５．０、ゼロカーボンなど新しい課題に科学技術が果たす役割は、研究成果を社会実装するため

に、コーディネーターに期待する役割、地震・豪雨・雪害など、大規模な地震災害の対応や、防災減災へ

の取組、また、ウクライナ情勢により顕在化しました原材料・エネルギー確保の取組、次期基本計画の指

標、ＫＰＩについて、どのようなものが相応しいかといった内容をお示しさせていただきました。 

 

（荒川部会長） 

ただいま事務局から次期計画の策定、北海道技術振興計画の進捗状況についての評価のご説明をいた

だきましたけれども、委員の皆様からまず、ご質問、ご意見をいただいていきたいと思います。 

また、論点としまして、科学技術審議会委員の方から特に、コンパクトで分かりやすいものにして欲し
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いというようなご要望もいただいております。この辺をどう考えていくかということも前提としながら、

議論を進めていただければと思います。忌憚のないご質問、ご意見をお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

まず、事務局から提案のありました現状課題について、このようなポイントがあると考えているという

ことでありますけれども、この辺についていかがでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

（入澤委員） 

我々ＩＴ業界で今一番課題なのが、圧倒的な人手不足です。今、ＩＴ推進協会でアンケートを取ると、

ほぼ全ての事業で、人材確保が一番の経営課題だという回答をいただいています。人材確保をどうやって

やるのが良いのかというと、一つ目は、新卒を道内に止めておくこと、二つ目には、ＵターンやＩターン

を促進する、三つ目には、外国人を採用する、という取組を行っております。ところが、コロナの影響で

テレワークが盛んになってくると、東京にいなくても北海道で働けるということで、東京の人が北海道に

戻ってテレワークをしている。一方、北海道で元々勤めていた人達が、辞めて東京の会社に転職してテレ

ワークをするとういようなことが起きています。 

ますます、道内のＩＴ企業のＩＴ人材が剥がされて、道外のＩＴ企業の戦力になっている。これはコロ

ナによる弊害の場合もあれば、良い場合もある。北海道全体として見れば、移住者が増え、税金が落ちる

など良いことですが、業界全体としては、そういう課題がある。その中で人材をどう増やしていくかとな

ると、やはりデジタル教育みたいなものをしっかりやっていって、どんどん、今の若い子たち、今の中学

生、高校生がＩＴ人材になってもらうような教育分野のところ。あとは、リカレント教育のような、今Ｉ

Ｔ業界にはいないが、違う業界からＩＴに転出する人達を助けてあげるような施策。こういったものが、

我々の業界の人材確保に繋がるのかなと思っている次第です。 

 

（荒川部会長） 

コロナの拡大によって、新たに生まれた北海道の大きな課題と捉えて、それに対してどういう風に取り

組んでいくかということを、是非、この辺で盛り込んでいった方が良いのではということですね。 

ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

 

（扇谷委員） 

産総研としての話と、ノーステック財団としての話を絡めながらですが、この２番目のポイントで、大

学や研究機関等の研究推進や現状課題解決の中で、現実的には基盤的な予算が減って、外部資金中心とな

ってきている。あるいは、企業からお金をいただいて共同研究をするということが増えてくる中で、研究

が段々、小粒化してきているようなところがあります。一つの会社と共同研究を行って、お金をいただい

てやるとか。テーマもだんだん細分化されて、少ない人数でテーマの提案をしていくようなことが多くな

ってきていています。一方で、ここで書かれているのは、北海道における社会課題というもので、１人の

先生が解決できるものではないという意味合いでは、総合力という意味で、複数の分野の先生方の知恵を

集結させて解決していくことが大切だと思います。 

もう一つは、社会課題のような、簡単に解決ができずに、色々な知恵が必要なことに関して、どう支援

するかという点と、それから下の方の３番、２つ目に絡みますけれども、コーディネーターに期待する役

割について。コーディネーターもだんだん高齢化してきており、対外的、あるいは大学同士、研究機関と
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かの連携を繋いでいくコーディネーター力を強化していくのが、先程のような総合力に繋がっていくと

思います。現状、その辺が一番の課題で、これからこの計画の中で推進していくべき項目の所で、連関さ

せていくことが重要かなと思いました。 

 

（荒川部会長） 

従来と同じような考えでコーディネートしていても、具体的に進んでいかないということで、新しい切

り口の、こういう取組を継承していくことが大事という理解で良いでしょうか。 

 

（扇谷委員） 

はい。 

 

（荒川部会長） 

ありがとうございます。 

 

（山田委員） 

科学と技術と工学の関係性と、本委員会での取り扱いを１回きちっと整理しておかないといけない。 

次期の科学技術の基本計画を立てるにあたって、最先端のゲノム研究の話と、扇谷委員が先程仰った、

現実の課題を解いたり、新しい製品を作るということとは全然考え方が違うので、そこは最初に共通認識

を持っておいた方が良いと思います。北海道に限らず、産学連携はあまり上手くいっていないと感じま

す。それは、大学と企業の思惑がズレているということもありますし、また、大学、別に大学の悪口を言

っているわけではなくて、大学の評価指標を変えないと難しいと。例えば、評価されるのが論文実績や学

会発表実績ということであれば、社会貢献も重要と言われても、思いきって踏み出せないという声はしば

しば聞いています。人材の評価と、我々が目指す方向をある程度、合わせる必要があるのかなと思いま

す。 

最後に、人口減少、少子高齢、地域の機能などのダークサイドを我々は強調するのですが、私自身は茨

城から来ており、「茨城も一緒だよ」と私はいつも言っています。北海道だけが沢山の課題を抱えている

のではなく、むしろ広い土地があるなど、多くの優位を有しており、明るい側面、ブライトサイドを見て、

将来を議論した方が建設的ですし、豊かな発想が出てくると個人的には思います。 

 

（荒川部会長） 

ありがとうございます。指標をどうするかということも非常に大きな問題でして、今そちら側にも通じ

るようなご提案だったのかなという風に思います。新しい切り口で、そういうことを評価していくという

ことで、参考になるではないかと思います。 

 

（鈴木委員） 

何人かの方が既にお話されていますけれど、今道総研においても社会実装を求めすぎるあまりと言う

と語弊があるのですが、研究の目標課題が小ぶり化しています。小ぶりなところで、２年、３年で可能性

があるものを優先してやるものですから、その部分のネタ切れを起こしていて、そこの目先の部分をやっ

ても、やはり北海道の大きな課題を、先程のプラス思考でどうやって有利にしていくかという逆転の発想
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のような研究が出来てこないのです。 

審議会の中でも、何度か発言させていただいておりますが、今、これからの北海道が進んでいくグラン

ドデザインであって、劇的な変動下においてそれぞれの地域をどうするか。それぞれの地域が独立して成

り立つことはもうないので、どうやって地域間連携しながら、北海道全体のグランドデザインにしていく

か。特に私は、建築まちづくり分野が専門で、中小都市や市街地がどんどん空洞化していますが、この先、

人が住んでいるところが実は土地利用としては、非常にやりやすい場所なのですね。最初に開発された部

分は、非常に多目的に利用しやすい場所で、そこが空洞化しているのは、そこでどういうことをやれるの

かというグランドデザインの可能性は、大きく広がるはずです。むしろ、開発して自然との境界部分ほど

せめぎ合いが起きて、防災減災だって向き合いながら過酷な大地利用をやらなければならない。 

これからの時代は、一つ、中長期的視点を見たグランドデザインを、どうやって地域連携を考えながら

モデルを作っていくか。そこができれば、これから日本を、中国も、全世界も同じような問題が起きてき

ますから、よく言われますけれど、北海道が、さらに先進モデルになると思います。色んな各項目も大事

ですけれども、ひとつこれからの時代においては、北海道のグランドデザインをどうするかというところ

が、今後もメインのテーマ、大きなテーマにしても良いのではないかなという感じがちょっといたしま

す。 

 

（荒川部会長） 

ありがとうございます。そういう意味で言いますと、基本目標というのがあるのですが、ここにしっか

り、グランドデザインが描けているかどうかが、大きな問題という気がしまして、その共通理解に基づい

て、政策にあったプロジェクトがあると思うのですが、その辺の繋がりを明確にし、はっきりした方が、

計画としては良いと思うので、そういう方向性でよろしいでしょうか。明確化していくということで。あ

りがとうございます。 

 

（桃井委員） 

これまでもお話の中で、今、まさしく鈴木委員から社会実装を意識すると研究が小粒化していくという

話があって、そういう観点もあるのだなと思いました。やはり金融機関の立場からすると、科学技術振興

のためには、研究成果の社会実装というところを強く意識していく必要があるのかなと感じております。 

大きく二つの観点がありまして、一つは研究開発だけではなくて、製造業の製品や金融機関の金融商品

サービスも一緒だと思うのですが、プロダクトアウト（企業が商品開発や生産を行う上で、作り手の理論

や計画を優先させる方法）ではなくてマーケットイン（ニーズを優先し、顧客の声や視点を重視し、商品

の企画開発を行い提供する方法）でないと基本的にはいけないということだと思います。研究段階でも起

業化の段階であっても、企業・産業・社会のニーズっていうことを意識したものを進めていくことは必要

なのかなと思います。 

社会とか地域の課題というものがあり、既にそれを企業が何とか解決しようという風に研究開発をさ

れていて、そこに大学や研究機関の研究計画が結びついていく流れが悩ましいところですが、企業と社会

課題が少し乖離してしまうと、企業と一緒に研究開発をしても、全体のグランドデザインとか、地域課題

の解決というところよりは、少し小粒になってしまうところがあると思っています。 

もう一つ、資金調達という観点からも産学の連携というのは、強く意識したほうが良いと思っており、

先程ご挨拶でも申し上げましたが、北大Ｒ＆ＢＰの幹事もやっていて、その場でも道内ベンチャーキャピ
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タルも含めて、金融機関がなかなか起業化のフェイズにおいて活躍できない、もう少し頑張って欲しいと

いう意見もいただいて、非常に肩身の狭い思いをして小さくなって会議に出ています。金融機関も色々と

必要なところに資金が行き渡る工夫・努力というのは、やっていく必要があると思います。 

けれども、日本だけでなくアメリカも含めてフェイズ毎の資金調達を考えた時に、どうしてもシーズか

ら起業化への資金調達の対象というのは、ベンチャーキャピタルとか金融ではなくて、企業の寄附講座や

共同研究、あと事業化が近づくとコーポレートベンチャーキャピタルという、企業によるベンチャーキャ

ピタルというようなものですとか、社会的に成功した個人の方、いわゆるエンジェル投資家による投資と

いうのが主体的な金融資金調達になってきているところを考えても、やはり早い段階から企業と如何に

上手く結びつけるかという仕組みは、引き続き整えていく必要があると思っております。 

これはコーディネーターを含めてずっと課題になっていて、色んな取組がされていますけれども、なか

なか難しいという現実がある分野の一つと思っておりますので、先程、コーディネーターの高齢化の話が

扇谷委員からありましたが、コーディネーターがこれまでどういう所に難しさを感じていたかや、北大で

もＵＲＡセンターを整えて、色々なことをやっていますけれども、もっとこうした方が良いいとか、そう

いう所も出てきていると思いますので、そういったものを少し集めて、産学連携をより円滑に進める仕組

み。今までのものではない、新しい仕組みってどういうものが考えられるのかという所を、少し検討して

いけたら良いのかなと思っております。 

 

（荒川部会長） 

そのための情報収集の調査が必要ということでしょうかね。ありがとうございます。 

 

（渡辺委員） 

私の意見は、育成という部分が一番大事なのかなと思っています。もちろん、大学生などの育成もそう

なのでしょうけれども、もっと下の段階、小学生、児童と言うのでしょうか、そこの部分のところが一番

大切なのかなと思います。サイエンスパークという取組をやっておられるみたいですけれども、もっと機

会を増やして、小さい時から意識付けというか、そういったことをやっていかないと、おそらく科学に関

する人材の育成が、廃れてくるのではと思っております。 

それはどういう方法が良いのか、私も今お答えできませんが、例えば、大学生が小学校に行って、何か

の機会で講習をやることや、そういうイベントを行うといったことをやりながら、小さい時からの意識付

けをやるのが必要ではなかろうかと考えております。 

 

（荒川部会長） 

審議会でも確か教育の重要性というのが、盛んにご意見があったと思うのですが、実際にプログラム

が、いくつか展開されているのだと思うのですが、それが、実効性があるかどうかということは、非常に

大きな問題なのかなと思います。「プログラムはやっているよ」という所で終わっていないかという気が

しまして、その辺りの検証が必要だということです。 

 

（寺内委員） 

北大で産学連携を道内で行おうとして一番困るのが、道内に産学連携先の企業が少ないということで

す。北大での産学連携では、８割から９割ぐらいは道外企業といったところです。北大では学生の７割程
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度は道外に就職するというのは、常々問題となっていますが、道内には就職する企業が極めて少ない状況

です。産学連携で中心的な分野である工学系の企業がないので、産学連携も道外企業となりますし、学生

も道外に就職するということで、一つの方法として、北大発のスタートアップを教員や学生が作ることを

支援して、道内に企業を作ることで学生の就職先を作りつつ、共同研究するという一つの取組は始めてい

ますが、まだまだ時間もかかります。根本的に組む相手が道内にないところが、やはり産学連携で一番辛

い所なので、そこを何とかとしなければならないと思っています。 

 

（荒川部会長） 

先程、大学生の道内就職率に関しまして、５１％にするという目標がありましたが、実際に就職先がな

ければ目標達成できない現実がありますので、そのあたりの実態は、本当にこれが指標として合っている

のかということについては、事務局と相談して確認しなければいけないということは、現実的な問題とし

てあるという風に思います。 

 

（福島委員） 

民間の出向元から考えると、北海道の企業では、あまりオープンイノベーションに積極的になれていな

い。私もそういう部門にいなかったものですから当事者ではなかったのですが、北海道の一つの企業では

あるのですけれども、目先の余裕がなく、先程研究の話も短期間でという話もありましたが、短期間での

収支の関係もあり、残念ながら長い目で見ると、という部分が出来ていない。それをどうやって進めれば

良いのかというのが今、ノーステックとして、やっていかなければならない仕事で、実態としてそうなっ

ているなというのが、皆さんの話も聞きながら思ったのが１点目です。 

もう１点は、全然違う話で、方法論的な、これから策定される関係のご相談というか、ご質問になるか

もしれないのですけれども、資料６の参考資料という形で、前回のＫＰＩの数字の成果・進捗率を報告い

ただいていますけれども、多分、引き続きやるべきものや、新たに変えるものとかっていうことでいく

と、まさにコンパクトなものという意味では、何を目標にやっていくのかというのを明確にするのが一番

良いと思いますので、この中から引き継いでやっていくことや、件数ではなくて金額だとか、そういう議

論があって良いと思います。あと、北海道として全国で見た時の、何かそういう指標的なもので見ると、

全国のスタートアップの数は、こうだけど、北海道全体ではこれだけ遅れていると。だから北海道とし

て、ここをやろうという、客観的なデータなどを見ながら、皆さんで議論していくのが一番分かりやすい

結果に繋がると思っております。 

 

（荒川部会長） 

今のご質問に対して事務局の方から基本的な考え方として、お答えできる部分がありますか。 

 

（藤嶋課長） 

進捗、それとＫＰＩの方に関しては、確かに我々の方も議論をしておりまして、まさに今、福島委員が

仰ったとおり、これを続けるべきか、続けていかないべきかというのを、併せて皆さんのご意見を聞きな

がら議論したいと思っております。 

やはり件数ではないというものもありますが、ただ、実際に指標としては、件数は非常に分かりやすい

ので、ここは今後も拾っていきたいなという風に思っておりますし、どちらかというと興味深いのは、全
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国における北海道の位置。そういう視点が、今までの計画にはなかったので、参考にさせていただきたい

と思っております。県の大きさとか道の大きさとかという問題もあるので、一概に比較は出来ないのです

が、そこは改めて我々事務局としても勉強したいと思っております。 

そして一つ例として挙げられるのは、全国におけるというところ。指標２について、製造業の付加価値

生産性のところは全国に比べるとやはりちょっと低い。全国平均は１，３４１万で４分の３程度というこ

とですので、その理由として挙げられるのが、道内食料品の製造業が多くて、全国でいうと車、自動車産

業にどう絡んでくるかということで、付加価値生産性の部分は業種によって、比較するのが適当なのかと

いうのもあるのですが、この比較みたいな所で参考になると思いますので、この辺はよく調べてみたいと

思います。ありがとうございます。 

 

【議事３ 意見交換】 

（荒川部会長） 

 他に現状と課題に対するご意見、ご提言はよろしいでしょうか。次に、次期の基本計画の方向性、総論

的な話は、一つ目のテーマにつきまして、今お話いただいた点を踏まえて、今後の原案作成に当たります

と、一つ目の課題を解決できるのかなという風に理解しているのですが、二つ目のコンパクトで分かりや

すい計画というのが、審議会から提案がありまして、これまでの計画の、どこをどうすればコンパクトな

ものになるのかということについても、ご議論いただければと思いますがいかがでしょうか。 

審議会の会長から、分かりにくいということで、誰が読んでも分かりやすい内容であるべきではないか

という、ご提案、ご提言をいただいている所でございます。 

 

（入澤委員） 

北海道 Society5.0 推進会議の委員を３年ぐらいやっていました。ですから、前回の Society5.0 の計

画の立案にも携わりましたが、最後、とてもすごく綺麗にまとまったんですね。それは、ほぼＡ４一枚の

絵で全てが分かる図解をしてくれて、それが１個あるだけで大分違うと思います。字が少ないということ

で、Society5.0には５つの項目があり、道民のＤＸ、産業のＤＸ、道庁のＤＸという三つを枝葉にして、

幹の分にデータの利活用、根っこの所に人材の確保・育成。そして、コロナとか色々な物が雨のように降

ってきて、雨降って地固まるみないた形になっているので、すごく分かりやすかったです。 

方法論は色々あると思うのですが、私も、この今の計画をざっと見て、正直本当によく分からないとい

うのが印象でして、自虐にもなるのですが、これは 2018年に作り、ＡＩ／ＩＯＴに関するところをやっ

ていくぞ、ということで、色々書かれているのですが、私が知る限り、ほぼ成功したものはないと思って

います。私がそういう会社をやっていますから、よく分かっているつもりですが、革新的に何かが変わっ

たというものは、ちょっと思い浮かばないです。何故かというと、時間がかかるというのがまず一つあっ

て、とにかくＩｏＴの分野、ＡＩの分野っていうのは、そんなにすぐ結果が出るものではなくて、やはり

時間がかかってやっていくものです。 

あとは、民間レベルではものすごく活用され、使われているのですが、行政が入るとなかなか上手くい

かない分野のものでもあります。何故かというと、クラウドを使うのですね。クラウドを使うと、セキュ

リティが駄目だったり、著作権など色々ありますが、そうした情報セキュリティの分野での、やはり道庁

というか行政の部分と、民間の部分の大きな狭間があります。ですから、そこの部分はデジタル庁ができ

て、その辺をどんどん変えていこうということを、法律改正も行われていますが、実は、この科学技術計
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画において、そういった情報セキュリティにおける変革というか、国がどうしていくかという所の方向性

というものが、ものすごく大事になってくると思うので、なかなかここでぱっと決めれないなと、私自身

思っております。 

 

（寺内委員） 

コンパクトな計画にするという話で、私が他の中期計画の委員を担当していた時の話をしますと、文言

だけの修正や、項目の順番の入れ替えなどで相当な議論時間を費やしていた経験もありますし、委員会の

気持ちはわかりますがセミナー回数など数字で結果が出しやすい数値目標を出すなど、やりたいことが

わかりにくい計画になりがちな傾向はあると思います。やはり、北海道特有の課題や解決策を一番重要な

取り組みとして上に持ってくるなどの工夫が必要かと思います。 

今回の資料５などでも、基本的政策に知的財産の創造・保護・活用と書いてありますが、知財業界では

２０数年前からずっと言ってきたことですし、こういうものは、今更ここに大きく挙げなくてもよいかと

思います。あるいは、産学官金の協働の推進なども、特段大きな取り組みがないのなら、今更挙げなくて

も全部下部の項目に落として、北海道特有の課題、北海道として先行して解決すべき取り組みなどをいく

つか限定して書けば、コンパクトでシンプルになるのではないかと思います。 

 

（荒川部会長） 

ありがとうございます。事務局案のたたき台を作る時の参考ということで、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

（山田委員） 

私も基本的にコンパクト、シンプルにしないといけないのではないかと思います。東京でも茨城でも北

海道でも、どこでも通用するようなことを百科事典のように纏めることが効果的とは思えません。記載に

漏れると予算措置が付かないなどの考え方が止められるなら、止めた方が良いと思います。 

誰かが読んだ時に北海道だと分かるような、シンプルな戦略で、シンプルなストーリーに徹することが

許されるなら、絶対にそうした方が良い。私も全く賛成です。 

 

（荒川部会長） 

鈴木委員からありましたグランドデザインですよね。 

 

（鈴木委員） 

私も同感です。構成のところで、まず、コンパクトにするという意味ではボリュームとしては少なくと

も半分以下にしようという目標を、最初から掲げた方が良い気がします。 

あと、よく審議会に出ていて、３分の１ぐらいの時間から半分ぐらいの時間で、道内でどういう取組を

やられているかという報告がございますが、うちの道総研も含めてですけれど、今やっていることのホチ

キス止め的なもので、どれもこれも似たり寄ったりです。地域としてずっとこれまで続いている継続的な

課題でしょうから、当然支援している、一緒に取り組んでいる。それは当たり前のことで、それは向こう

５年、１０年辺りを考えた延長上の話であって、この基本計画というのは、もう少し先を見たものだとす

れば、この構成の中の７章というのは、２期から３期にかけて改めて、７章が出て来たのでしょうか。実
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践例としてあっても良いのでしょうが、文章として構成しなくても良いのではないかなと思います。それ

ぞれ各圏域において、特に重点的に取り組むテーマは何なのかという辺りを、重点化プロジェクトの紐づ

けの中で表現される位でも良いのではないかなという気がします。 

少しコンパクトにするための１手法として、この７章という部分を、本体から切り離して、そういうこ

ともあって良いという気がいたします。 

 

（荒川部会長） 

ありがとうございます。例えば、資料編か何かして、まとめるというやり方がありますよね。私は、６

章も資料編で良いと感じましたが、第７章ということで、分かりました。 

そういう方向性で、本当に必要最小限のことをまとめて分かりやすくするということが、コンパクトに

繋がるのではないかというご意見ですけども、他に如何でしょうか。 

 

（桃井委員） 

私も、道庁の他の計画関係の委員会にも参加させていただいていて、やっぱり道庁のお立場的に、総合

計画とか、基本計画と言う時に、網羅的な現状課題の整理とか、その対応という検討が必要なのは、もう

まさしくそのとおりだと思っておりますし、それをどう表す、まとめるという話と思っています。 

そんな中で、今までのご意見にもありました、北海道らしい明確な目標と、それに沿ったストーリーと

いうのは、そのとおりだと思っているのと、ちょっと個人的に道庁の色々な計画を見て、どうにか出来な

いかと思っているのは、重点化プロジェクトです。民間企業では重点化プロジェクトというと、本当に絞

り込んだいくつかの重要プロジェクト並べているところが、道庁の重点化プロジェクトは、ものすごくた

くさんある印象を持っていて、どういう形で何を目指したいのか、分かりづらくなっていると思っていま

す。ちょっと絞り込めれば、もちろん良いのでしょうけれども、それが難しいということであれば、例え

ば、濃淡、優先度ですとか、そういったメリハリをつけるだけでも、どこを目指し、どう持っていきたい

のかという道庁の意思が見えやすくなると思いますので、その辺りもご検討いただければ、ありがたいで

す。 

 

（荒川部会長） 

この流れで、第４章と第５章が、ちょっと項目的に分け方が変わっているのですよね。繋がっていない

というか。第４章は、経済とか生活とか環境というテーマなのに、プロジェクトになると今度は食、環境、

医療ということで、そこら辺の関係性がちょっと見えなくなってきている。プロジェクトを多分、重点的

にするという所の弊害と言うか、それが結果的にこういう風になっており、そこら辺も分かりにくいとい

う印象を持っています。 

 

（渡辺委員） 

皆さんの意見と全く同感でございます。私も知財戦略本部の委員をやっていまして、なかなか読んでい

てもよく分からないというか、理解があまりできない所が現状です。 

先程、桃井委員からもお話がありました重点化プロジェクト。重点なので、こういったものは一つか二

つで十分じゃないかと感じておりますので、改善できるのであれば、改善していただければと思っており

ます。やぱり、シンプルイズベストということが一番良いのかなという風に思っております。 
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（扇谷委員） 

先程申し上げたとおり、私の前の職場では、この重点がばらけて書いてあることで、どこかで自分たち

の研究との関わりを指摘できるという利点もあって、広く書くのは使う方にとっては使い勝手が良いと

ころもあります。 

ただ、抽象化するのを避けるために、そこをコンパクトに書いたりすることが重要だと思います。また、

逆にちょっと厳しいことを言うならば、重点化プロジェクトに対して、道は何をしてくれるのかという所

は、重点化ということで応援はしてくれるのですが、お金をくれるのかとか、何らかの支援をして貰える

のかという所は、見えてこない所があったりしました。 

そういう意味では、先程のメリハリを付けたり、あるいは、重点編と、それから本論編のような形で、

重点にする所だけをピックアップして、短くコンパクトにするという方針というのは、私も賛成する所で

あります。そのような中で、科学技術としてやっていくべきという所と、それから本当に道庁としてお金

を突っ込むとか、組織づくりをするという所で、本格的にやりたいっていう所を、より強く出していただ

ければなという風に思います。 

 

（荒川部会長） 

総論の所でご議論をいただいているところですけれども、よろしいでしょうか。 

かなりたたき台の方向性が見えてきているという感じもするのですが、その総論を踏まえて、各論の部

分をできるだけコンパクトに作り込めるのかということは、非常に大きな課題と思います。現在、事務局

の方では、〇で五つほど挙げていただいておりますが、この辺については、何か委員の皆様からこういう

ことは重点的に入れた方が良いとか、これはいらないというご議論もあれば、お願いしたいと思います

が、如何でしょうか。 

 

（扇谷委員） 

私は、最初に現状課題があって、科学技術がそれを何とかしてくれるという立て付けにするとよいと思

います。現状課題の所である程度書かれてあって、どういう科学技術がそれを解決するか、北海道のため

なのかという立て付けにした方が良いように思います。現状課題に書かれていない問題が各論で出てく

るのは違和感。 

二つ目がウクライナ情勢とエネルギー確保の問題は、専門家の方にご意見をいただければと思います。 

最後が次期ＫＰＩですけれども、現在、先ほどご紹介いただいたＫＰＩは、本当に大学サイドが頑張れ

ば出来ることと、実は子供たちだったり、就職も受け皿があるかどうかということも関わるので、科学技

術を実際に遂行する人たちが頑張れば達成できるものが良いのでは。 

 

（荒川部会長） 

指標がどうかと、非常に大きな課題になるかと思いますので、ご議論いただく中で、新たにこういう指

標はできないのかというご提案をいただいたりして、最終的な指標を決めていくということになろうか

という風に思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

（山田委員） 
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最初に申し上げたこととも関連するのですが、扇谷委員が言われたように、科学技術で何とかできるも

のと、基礎研究から社会実装までのレンジの、どこを我々は注目するのか、あるいは全てだとすれば、そ

れが分かるように、分析作業をしていかないといけないと思います。 

また、第６期の科学技術基本計画で、長い時間をかけて「人社」を入れましたと。人文社会は、社会課

題解決だったり価値の判定とか、重要な役割を担わないといけないし、活躍する所だと思うので、第６期

で取り扱われたこのタイミングで注目すると良いと思いました。 

それから、社会実装を意識すると、科学技術だけではなくて、ルール形成や規制の観点、また、エコシ

ステム、コミュニティづくりの観点など、私がきちんと理解できていなくて申し訳ないのですが、科学技

術振興計画にどのように取り込むのか、取り込まないのか、そこはやはり事前に共有しておいた方が良い

と思いました。 

 

（寺内委員） 

通常、中期計画では、前期の振り返りや反省などが何ページかあるかと思いますが、新中期計画に、前

期の振り返りで挙げた成果の刈り取りや積み残した課題の解決を何も書いていないものがありました。

前期で振り返ったことを基礎にして、その反省の対応や、それを踏まえた更なる取り組みなどを書くべき

かと思います。中期計画を立てるのであれば、現在もある課題、あるいは積み残した課題の対応策を盛り

込まないと駄目だと思いますが、今回、資料４に現状分析を上手くまとめていただいていると思いますの

で、国の方向は全て北海道が出来るわけでもないですが、北海道の課題がまとめられているので、それら

を北海道の技術力や課題解決力で対応出来るようなものを、重点としてピックアップしてやっていくの

が、一番腹落ちが良いのかと思います。 

特に、ここに書いてあるカーボンニュートラルなどは、北海道では何かできると思います。北大もエネ

ルギーに関しては、かなり研究者もいますし、先日ＳＤＧｓランキング（THEインパクトランキング）で

北大が世界１０位になったので、この分野の研究も注目されていると思っており、そういったところを打

ち出すなども可能かもしれません。少し関係ないかもしれませんが、先日、新幹線で生鮮物を混載貨物で

運んで、首都圏にいかに新鮮なものを安くかつ早く送るかという取り組みが新聞に載っていましたけれ

ど、北海道の課題を北海道主導で解決するような、そういうのが重点として置けるのかなと思っていま

す。 

 

（荒川部会長） 

審議会の方でも、まずその振り返りというか、前の計画がどうだったのかということで、評価をまず共

有することが言われておりますので、それを踏まえて、これは継続して次の計画にも反映するのか、これ

はもう良いのかを判断していくということは、当然必要になると思います。 

 

（鈴木委員） 

３つの視点から。まず１点目は、次の第四期は５年間になるのですか。何を目指すのかというあたり、

研究は言うまでもなく、いくつかのフェイズがあって、そこに乗り越える谷と山があると言われますけれ

ども、その谷を乗り越えると、まだ社会実装にはほど遠いものもあれば、そうじゃないものもある。おそ

らくその重点的な取組というのは、谷なり山なりを乗り越えようという所であって、そこが越えたからと

言って、即社会実装があるわけではない。それでも今後歩むべき道の中で、そこが今大事だから重点的に
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取り組んでいこう。そういう意味ではゼロカーボンも、防災減災も、すごく大事なテーマですが、取組の

範囲が非常に広範なために、そこにはもう色んなステップを持ったものが沢山含まれていて、全部重点的

に取り組むと言うと、ほぼ何も言っていないのに近いです。 

研究とかの計画も、背景の所に一行くらい書くためのものにしか過ぎない。結局そこに予算の裏付けも

無いから、無いよりはあった方が良いぐらいの形で使われてきたのは、これまでのもので、少しそこはち

ょっと覚悟を持って、敢えて、社会は沢山やることがあるけれども、この５年間でここの谷を、ここの山

を乗り越えるのだと。そうすれば向こう１０年間には、必ず何か未来が開けてくのだと。何かそういうと

ころで、即実装というものを求めないような部分で、何かっていうのもあって良いし、それから一歩踏み

込めばそういうものが開けているっていうものもあってよい。押しなべて述べるよりも、我々のポテンシ

ャルがどこにあるか、そこをもう一押しするのだという所での戦略的な、重点的な取組みたいなものがあ

っても良いのではないかというのが、１点目です。 

もう１点目は、このＫＰＩ、特に指標２ですが、例えば北海道は歴史的に原料供給というものがアジア

や国内に対する大きな資材としてあって、そこも全部は分からないのですが、分母にしながら、付加価値

の生産性を上げていくのも分からない所もあって、元来そこには目的がない中で、きちんと安定的に供給

することが、北海道の進める部分でもあります。いわゆる加工とかそういう部分だけ取り出した、何か新

しい本来付加価値を評価できる部分だけを分母にして取り上げていくような、そこには新しいビジネス

や新しい市場というのが、当然そこに開けてきますから。どこまでを分母にしているかよく分からないの

ですが、全体でやったら感度がほとんどなくなるのは、ある意味当たり前なのではないかなと思います。 

これは、道総研の内部で期間目標を作っていく時も、よくこういう議論をしています。分母が大きすぎ

ると、モチベーション上がるような感度の指標にならないのです。そういうような所を色々考えると良い

と思います。 

 

（入澤委員） 

僕もいくつかあるのですが、先程、鈴木委員が仰ったように、グランドデザインというのを、私も良い

なと思うのですが、単純な質問で、そのグランドデザインは誰が描くのか。この場で描いては駄目なので

しょうか。それを盛り込んでは駄目なのでしょうか。そういうのはやはり、トップがビジョンを示してや

ってくれるのだろうとは思うのですが、トップが示されないのであれば、こういう場で作ってしまえば良

いのではと思います。私は、来年から５年間の中で起こりうるパラダイムシフトの大きな一つが、やっぱ

りＥＶという、車の産業があると思います。私は、ＥＶ充電器などやっていますが、2035 年までにエン

ジン車は全部なくなるという風に言っていますので、そのＥＶが、これから普及しますが、北海道でも普

及するはずだと。 

一方でデータセンターですが、データの量がこれから 10年位で、10倍にも 100倍にもなると言われて

います。映像も高画質化するでしょうし、どんどんデバイスも増えていくと。何が言いたいかというと、

データセンターというのは、これからＡＩのサーバーなど、ものすごい電力を消費するので、電子レンジ

をずっと動かしているようなものです。一方でＥＶというのも、当然電気を喰うわけで、今、車はエンジ

ンを載せて走っていますと。そのエンジンの数だけ電気が必要で、発電所が必要になります。エンジンが

無くなって、電気を作って走るわけですから、電気がなくなるということ。そうなってくると北海道とい

うのは、エネルギー供給基地になりうるわけです。そこで、北海道はエネルギー供給基地になるのだ、日

本のエネルギー基地になるということに向けて、どういう科学技術を使ってやっていくかというアプロ
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ーチは、私はすごく夢があって、良いのではないかと思っています。 

一つは、データセンターをたくさん北海道に造ろうと、鈴木知事もこの間仰ってましたが、色々な利点

があります。一番は電気というものを作って、送電線を作って本社に送るというのは、これは愚策だと私

は思っています。それは玉ねぎを作って、じゃがいもを作って、そのまま輸出している。たらこを獲って

そのまま輸出している。向こうに付加価値が付いているという状態です。ですから、データセンターをた

くさん造って、データに変えて本州や世界に流通させる。このコストはかからない。付加価値も付く。だ

から私は北海道にたくさんデータセンターを造って、このデータを北海道から発信していく。ＫＰＩの一

つにも、例えばデータセンターの立地数というのを一つ入れても良いんと思うぐらい、そこにものすごく

テクノロジーの可能性というものがあるという風に、一つは思っています。 

あと、ちょっと宇宙に関して、あまりここに載ってなかったなというのがあって、大樹町でも今やって

いますし、科学技術振興に対する宇宙振興の推進みたいなところはあっても良いのではないかなという

風に思います。 

最後に食料。北海道は、食はありますけれども、人口が減っていって、逆に食料というものが、日本国

内で消費しきれなく、輸出に向かっていくという考え方が必要になってくるのではないかと思いますの

で、例えば、冷凍技術など、保存技術に対する科学的な所を道総研と一緒に作るなど、そういうものがあ

ると良いと思いました。 

 

（荒川部会長） 

前の計画の第４章の四番目の所の北海道の未来を開くビジョンのところに宇宙が出て来るのですよね。

非常に大事な所から。 

 

（入澤委員） 

 もう少し掘り下げても良いような気がします。 

 

（福島委員） 

電気の話をしていただき、ありがとうございます。まさにそうです。それが結局ゼロカーボン北海道な

のかなと私は思っていまして、その電源をつくるには再生可能エネルギーを活用して、ゼロカーボンの電

気をデータセンターで使い、また、企業もできればそのゼロカーボンを目指して、北海道に沢山進出して

いただいて、入澤委員が仰るとおり、長距離海底ケーブルを何兆円もかけて、それを送るぐらいだった

ら、それに見合う需要電気を使っていただくところに来ていただけるようなイノベーションを起こすと

いうのが、ゼロカーボン北海道の科学技術の面から見た大きなポイントではないかと思います。 

ただ、何かもやもやしているのは、Society5.0があり、道経連の 2050ビジョンであり、ノーステック

のビジョンでありますが、経済的な話と、この科学技術ならではという所をどう切り分けて、科学技術の

側面で、それをグランドデザイン的に描くのが良いのかなというのが悩ましいんです。北海道の立ち位置

としてはそこがあると思います。 

専門的な話になりますが、データセンターの話はまさにそうですが、データセンターは、１ヶ所当たり

３万キロとか５万キロワットっていう大量の電気を１ヶ所で使っていただく、大工場以上の消費をして

います。３万キロ、５万キロはどういうレベルなのかというと、北海道全体の系統は、平均３３０とか３

４０万キロワット。今、国の方で洋上風力を作ろうとしているのは、1,000万とか、1,400万キロワット。
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数百万という北海道の規模よりもさらに大きな洋上風力のポテンシャルの計画を今、何兆円もかけて送

電線を作って送るという議論がされています。それを再エネの量は北海道の需要に見合うだけとすると、

日本全体のゼロカーボンが成り立つような洋上風力は入りません。このため、北海道に大量の洋上風力を

作り、ゼロカーボンの電気を東京で使っていただくということは一つの方法論としては、それもありじゃ

ないかなと思います。そこまでやらないと日本全国のゼロカーボンは達成できないのではないかと考え

ております。 

最後に、ノーステックではチャレンジフィールド北海道などで、スタートアップ支援の取組をしていま

す。今回の基本計画においても、科学技術という面から、スタートアップ創出に向けた支援とか政策、人

材育成などの議論が必要ではないかと考えます。 

 

（荒川部会長） 

ありがとうございます。前の計画の第４章の所の経済の活性化を支える科学技術の所のエネルギー問

題となっておりますので、非常に密接に関わっていると思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

（鈴木委員） 

今、良い話が続いている中で水を差すような部分もあるかもしれませんが、科学技術というものが何を

推進するかということで、参考になるかなと思って話をさせていただきます。あるデータセンター建設に

現役の時に関わっていましたが、それが頓挫しました。頓挫した理由は地域住民からの反対で、なぜかと

いうと、今の全世界的なデータセンターの活用の約７割、特に地方に設置されているデータセンターが、

いわゆる迷惑メールの発信元であったり、携帯のゲームのサーバーでした。それが青少年に色々な影響与

えているのではないかという町の反対がありました。ですから、何のデータを取得するのかという所は、

データセンターとして地域に存在するためには、大事なことだと過去に経験したことがありました。た

だ、そこも有用な使い方というのを誘導してくということですが、そこに科学技術、経済と違う科学技術

の求められる部分があるのかなという風に思います。 

同じような視点で、エネルギー供給基地というのが、最近、北海道は間違いなくポテンシャルがあると

思っていますが、過去 1950年代の日本で、北海道が明らかにエネルギー供給基地であったわけです。石

炭は、日本全体の消費量の 15％を供給していたわけです。結果何が起きたかというと、行動転換とか色

んなことがあり、残ったのは地方の衰退だけだったわけです。 

例えば、いま風力発電というのも非常に脚光を浴びていますが、既に先行した地域では 50本の風力発

電施設があっても、地域雇用は５人しか生まれていない。それで 30年経って更新も危ぶまれている。 

新しいものには、いろいろ光がありますが、古いものにはたくさん反省と教訓があって、それを繰り返

さないのも、一つ科学技術の通れるところです。ですから、経済の発展ということと科学技術の振興とい

うフィルタリングというのは、そういう所もちょっと参考にしながら考えても良いのではないかと思い

ます。 

 

（荒川部会長） 

こういった計画が、地域にしっかりと正しく理解されるための人材、その辺もやはり、直接、科学技術

に関係ないのですが、重要なところになるという気がします。 
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大体ご議論が出尽くしたところでしょうか。こういう、いろいろ指標の議論もありましたし、エネルギ

ーの問題、人の問題、Society5.0 の問題、色々出てこういう形で盛り込んではどうかということで、具

体的なご意見もいただいているかと思います。何か全体を通して、この部分をもう少しということがあれ

ばお願いします。 

 

（扇谷委員） 

先程の説明に若干修正させてください。山田委員からもありましたが、強みを活かすという明るい話題

を持って行くという意味合いでいくと、ネガティブな事を並べてどう解決するかだけではなくて、北海道

の強みであり、北海道の特徴的なことができるとか、そういう素材ということをスタートにして、これを

こういう風に基本計画の中で伸ばそうという流れもあった方が良いと思いました。 

 

（荒川部会長） 

ありがとうございます。 

 

（入澤委員） 

Society5.0 の時にも同じような話をしているのですが、北海道のデジタルポテンシャルというか、実

はＩＴ人材というのが、北海道は２万 3,000人位いると言われています。これは首都圏、大阪に続いて４

番目位になります。デジタル技術は、色々な産業を横串にするので、別にどの産業に限らず必要だという

所ですが、先程も少し言いましたけれども、やはりデジタル人材をどうやって確保していくかという所。

科学技術的に、それを高度なＩＴ人材を、とにかく北海道で集めようというと、普通のプログラマーはい

っぱいいるのですが、より高度なところは、今一番北陸がすごく、そういう人がいるわけです。とにかく、

その先端技術を北海道でやるという場所が、ここだという所がないのです。このテクノロジーの分野に関

して、そうした場所があると良いなという風に思っています。沖縄にもこの間、新しく科学技術・ＩＴ系

のものが出来た所です。 

北海道は、ＩＴ系以外のものは結構あるのかという風に思うのですが、ＩＴの最先端の所を学べる場所

を、北海道に作っていただきたいなというのが思う所です。 

 

（渡辺委員） 

冒頭、私の担当しているのは、産学という話をしましたけれども、宇宙の担当もしておりまして、先程

宇宙の話も出てきましたので、一言お話させていただければと思っております。 

宇宙は非常に未来がある分野で、多少親しみやすくなってきているのかなと思います。まだまだ宇宙に

関しては、皆さんの思っているように伸びていないというのが現状です。その中で、宇宙プロジェクトを

１月に立ち上げたのですが、課題も沢山あるのが現状です。ここで、こういった分野の部分をやっていか

ないと、間違いなく世界に取り残されてしまうのは、目に見えているなという風に思っております。 

宇宙に関しては、やはり北海道はすごくポテンシャルが高いので、宇宙の利活用を含めて宇宙の６次化

という部分ですが、一次というのは射場だとか周辺設備、２次産業というのは、ものづくりの部分、ロケ

ット作ったり衛星を作ったり、３次産業というのは、飛ばした衛星の利活用、それぞれが連携しながら、

それが６次産業と言われています。これは北大の、今は東大に行っています鈴木先生の言葉ですが、すご

く良い言葉だと私も思っていますし、皆さんにもこういった形でお話をさせていただいています。北海道
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は、すごく宇宙産業のポテンシャルが高いので、そういった夢のあること、夢のある事業に取り組みなが

らやっていければなと、そんな風に思っています。 

もう一つ、意外と皆さんに知られていないかもしれませんが、北海道には宇宙の研究をされている方が

大学の先生を含めて、結構いらっしゃって、北大の中でも、80 名位の先生が宇宙の、衛星の利活用も含

めてですが、いらっしゃいます。本当に専門でやっている方は、別としまして、宇宙に携わっている方と

言った方がいいのかもしれませんが、80 名位の方がいらっしゃいます。他の大学、私立も含めて、全て

入れると百数十名はいるのかなと思います。他の企業もだんだん宇宙に携わっている企業も大分増えて

きました。という意味で、この宇宙産業に関して、これも一つの科学技術ですので、こういった方向はも

ちろんＩＴも大事ですし、ゼロカーボンもエネルギーも大事なんですけれども、宇宙に関してはもっと皆

さんと広げていければなと考えています。 

 

（荒川部会長） 

ありがとうございます。よろしいでしょうか。そろそろ時間も迫ってきているようでございますので、

非常に前の計画も振り返りがしっかりと、共通理解できたのではないかという風に思いますし、また次期

の計画策定に向けて、建設的なご意見がたくさん出たのではないかという風に思いますので、この意見交

換は非常に充実したものであったのではないかという風に思っております。 

また２回目以降も、こういう機会がありますので、次回に向けて、ご意見をいただければという風に思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは次の４番「その他」についてですが、事務局から何かありますでしょうか。 

 

【議事４ その他】 

（藤嶋課長） 

次の部会についてのお知らせでございますが、先ほど資料２のところでもご説明させていただきまし

た次の第２回計画部会は、６月３０日から７月８日の間での開催を予定しております。改めて、委員の皆

様のご都合お伺いしますので、どうぞよろしくお願いします。 

次回の部会も今回と同様に、こちらの会場にお集まりいただいての開催を予定しており、ご了解いただ

きたいと思いますので、お願いいたします。 

 

（荒川部会長） 

ありがとうございます。本日予定されている議題は以上ですけれども、全体を通して何か、どうしても

発言されたいことがあればお願いしたいと思いますが、如何ですか。それではなければ、事務局にお返し

したいと思います。 

 

（松田局長） 

長時間にわたる議論、どうもありがとうございました。今日は本当にたくさんのご意見をいただいたと

思います。例えば、現状と課題のところでは、人材がコロナの関係で流出しているという現状や、研究に

関しても小粒化・細分化が進んでいるというようなこと。あるいは科学と技術と工学の定義を整理しなけ

ればいけないですとか、グランドデザイン、これがやはり計画には必要というご意見。また、早い段階か

ら、いかに企業を結びつけるかというようなことですとか、もっと早い子供の段階から育成をどうすべき
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かというような視点。道内の企業がないというような課題に対してどうアプローチするか。さらに、北海

道は広いという現実があるので、これに対する答え。あるいは逆に、これをメリットと捉えて、どのよう

に振興を図っていくかということ。あとは、北海道が全国の中で、どんな位置付けにあるのかという視点

に立って、北海道の位置付けを考えた上で、ＫＰＩもそうですし、どう考えるかというような色んなご意

見をいただきました。 

計画をコンパクトにすべきかどうかという件に関しましても、まずは重点を整理して、あとはやるべき

こと、その他のこれまでもやってきたこと、一般的なことですね、そこは後で整理すれば良いのではない

かというご意見。各論については、人文社会、これが国の法律にも盛り込まれましたので、これをどうす

るかというようなことや、前期の振り返りをしてから、次の計画に結びつけるというようなこと。あと、

それぞれの課題としてゼロカーボン、防災、ＥＶ、データセンター、洋上風力、色んな視点からご意見を

いただいたと思います。 

今日、皆様のご議論を聞いていて、一つは北海道としての課題、ネガティブな面をどう解決するかとい

う視点と、北海道としての強みを活かして、どういう取組を進めるかということが非常に印象に残ってお

ります。 

次回、骨子ということで、ご提案させていただきますので、先生方の今日のご意見を事務局として、ど

う反映するのか、これからじっくり考えて、次回に向けて準備したいと思いますので、引き続き、どうぞ

よろしくお願いをいたします。本日はどうもありがとうございました。これで部会の方を終了させていた

だきたいと思います。お疲れ様でした。 

以上 


