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i

エグゼクティブサマリー
我が国の科学技術イノベーション政策（STI 政策）は、新しい知識の創造とその社会実装を
加速するため、今後ますます内外の諸情勢の急速な変動に機敏に対応しつつ、国民に対する説
明責任を担保する形で推進される必要がある。そのためには、内外の STI の動向に関する最新
のエビデンスに基づく政策形成プロセスが確保されることが不可欠である。しかしながら、我
が国では未だ、STI 政策分野のエビデンス体系が政策策定及びその実施にタイムリーに利用可
能な形で整備されているとはいえない。一方、近年では関連各機関において多様なエビデンス
が集積され、その活用手法の開発や関連人材の育成も始まっており、それらの統合的・多面的
な分析を行う素地が整いつつある。
本中間報告書では、STI 分野の政策立案に資するエビデンスを体系的に集積・統合したシス
テムの構築及び活用に関する予備的な構想を提示する。このシステム（仮称：総合的エビデン
スマスタ）は、多面的な政策の分析と提言を可能にするツールである。それは主に以下の３つ
の用途に活用されることを想定している。
Ａ．政策立案・評価
- STI 政策の質の高い PDCA サイクルの実現を支援する。そのため、科学技術基本計画等の
実施状況のモニタリングのためのエビデンス等を整備する。
Ｂ．組織体制分析（組織体制改革のあり方の検討）
- 我が国における研究開発実施の組織体制の改革に関する検討を支援する。そのため、各
大学・国立研究開発法人等の組織とパフォーマンスに関するエビデンス等を整備する。
Ｃ．研究動向把握（戦略的資金配分の実現）
- 国の研究開発投資の戦略的資金配分を支援する。そのため、有望な研究領域・テーマや
研究者の特定に必要なエビデンス等を整備する。
上記３つの目的に必要となるエビデンスはそれぞれ非常に多様であり、またそれらの間には
複雑な重複・相互連結関係がある。このためシステムの基本的な設計にあたっては、複雑な構
造をもつ STI 政策分野のエビデンスの全体体系を見定めつつ、関係各機関が密接に連携し、あ
る程度時間をかけて検討を行う必要があると考えられる。そのうえで、可能な部分については
先行的な構築・運用を行いながら、技術面・制度面の情勢変化に柔軟に対応しながら着実に全
体の構築を進めていくべきである。
このようなシステムの複雑さに鑑みれば、その構築に際して技術面・制度面で克服すべき問
題は多い。しかし近年、関係機関においては種々のデータ整備が急速に進展しており、データ
分析手法の開発も進んできている。今後、幅広い関係機関・関係者の間で構築のアプローチ等
に関して議論及び調整が行われることが望まれるところであり、本中間報告書はそうした議論
のためのたたき台を提供することを意図したものである。
なお、このようなシステムを十分に活用するためには、その運用を担う組織体制の整備及び
人材の育成・確保が重要である。政策側のニーズを捉えつつ、タイムリーに質の高いエビデン
スを生成・提供できるような態勢が構築されるべきである。本中間報告書では、そうしたシス
テムの運用体制が備えるべき要件等についても触れる。
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1
１．検討の背景と概要

１．検討の背景と概要
我が国の科学技術イノベーション（STI）政策は、現在巨大な環境変化の渦中にある。政治経
済のグローバル化・ボーダーレス化がますます進展するなか、産業界、大学、公的部門はそれ
ぞれ国際競争の激化に対応するとともに、国際的な連携により地球規模の課題の解決に向けて
貢献することを求められている。一方で我が国の財政事情は一段と厳しさを増しており、STI
政策に関連する公的支出が今後とも順調に推移するかどうか予断を許さない状況である。加え
て、若年人口の継続的な減少により大学セクターにおいては不断の改革が不可避となることが

２．構想されるシステムの構成と機能

予想され、その可否によっては科学技術人材の供給が停滞する可能性もある。今後の STI 政策
は、このような厳しく不確実性の高い環境のなかで、さまざまな状況の変動に機敏に対応しつ
つ最大限効果的な形で展開されていく必要がある。
このようなことに鑑みれば、内外の STI の動向に関する最新のエビデンスに基づく政策形成
プロセスを確保することは非常に重要である。STI 政策分野で必要となるエビデンスは、研究
開発動向、研究資金の配分状況、研究開発機関の財務及び人材配置、論文生産・特許等の研究
開発成果、STI 関連政策の体系、関連施策の実施状況、政策目標の達成状況など多岐にわたる * 。
こうしたエビデンスを、政策担当者が政策の策定及び実施に際してタイムリーに利用可能とな
る形で整えておくことの必要性がますます高まっている。
科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）では、2014 年度より我が国の研究
費制度全体の枠組みのあり方について検討を進めてきた ** 。その過程では、エビデンスに基づ

３．システムの構築・運用に向けて

く現状分析が重要であるとの基本的考え方に基づき、STI 政策に関連する幅広い事項にわたる
調査に取り組んできた。その結果、本中間報告書においても紹介するいくつかの興味深い成果
も得られた一方で、真に政策形成に有用な分析結果を導くうえで必要となるエビデンスが十分
利用可能な状態となっていないことが痛感された。CRDS ではこれを契機として、我が国におい
て STI 政策分野のエビデンスを体系的に整備するための方策について検討を行ってきたところ
である。
本中間報告書では、STI 分野の政策立案に資するエビデンスを体系的に集積・統合したシス
テムの構築及び活用に関する提案を行う。このシステム（仮称：総合的エビデンスマスタ）は、
幅広いデータを基に多面的な政策分析を可能にするツールとして構想されるものである。ただ
し、そのツールの潜在的有用性を最大限に発揮するためには、その運用に係る組織体制をも整
える必要がある。政策側のニーズを捉えつつ、タイムリーに質の高いエビデンスを生成・提供

参考資料

できるような態勢を確保することが必要だからである。総合的エビデンスマスタの実効性は、
その運用体制の入念な設計にかかっている。
総合的エビデンスマスタの実現に向けて克服すべき制度的・技術的課題は多い。しかし、こ
のようなシステムに関する政策的要請が高まり、技術的なフィージビリティが見えつつある状
況で、早期に試案を提案することが有益と考えた。今後、幅広い関係機関・関係者の間で議論
及び調整が行われることが望まれる。
*

本中間報告書では、「データ」は「エビデンス」（政策形成に資する知見ないし事実関係）の部分集合
であり、「エビデンス」は「データ」を様々なレベルに加工・処理したものを含むものとする。
** CRDS「中間報告書
我が国の研究費制度に関する基礎的・俯瞰的検討に向けて～論点整理と中間報
告～」、CRDS-FY2014-RR-03、2014 年 11 月。
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１－１．STI 政策に係るエビデンスの現状と問題点
我が国では、これまでも関係各機関により STI 政策分野における各種のエビデンスが整備さ
れてきた。文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP）、内閣府経済社会総合研究所（ESRI）、
経済産業省所管の経済産業研究所（RIETI）などは、それぞれ各府省が所管する政策分野のデー
タを継続的に整備するとともに、政策研究を行ってきた。また、日本学術振興会（JSPS）、JST、
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、それぞれ資金支援を行った研究者や研究課
題に関するデータを蓄積してきた。国立大学協会、学術研究懇談会（RU11）、公立大学協会、私
立大学連盟、私立大学協会、日本私立学校振興・共済事業団、大学評価・学位授与機構等は、
大学経営に関わる情報を収集している。さらに、エルゼビア社やトムソン・ロイター社のよう
に、論文データベースの運用分析や大学ランキングのベースデータの収集・分析を行ったりし
ている企業も、幅広い情報を保有している。そして、内閣府、文部科学省、経済産業省、厚生
労働省をはじめとする関係各府省は、公式統計データをはじめとするさまざまな情報を管理し
ている。
しかしながら、これら各機関が保有する STI 政策分野のエビデンスはまことに多様であり、
現時点ではそれらの接続可能性が限定されている。しかも、それらのエビデンスは様々なレベ
ルの公開性をもつ。つまり、完全に公開されているデータもあれば、個別の申請を経て利用で
きる可能性がある各府省の統計データや、特定の目的のために調査したという経緯ゆえに非公
開のデータもある。また、各大学や国立研究開発法人等の研究実施機関は、組織の財務や人材
等に関する情報をそれぞれ保有してはいるものの、財務諸表等の形で公表していない部分があ
る。このような事情のために、我が国では STI 分野で豊富に存在するエビデンスの政策形成に
とっての潜在的有用性が最大限に発揮されるに至っていないのが現状である。
我が国において、STI 政策分野のエビデンスの生成・活用を阻害している他の要因もある。
第一に、エビデンスの全体体系の構築が不十分である。国内各所に存在するエビデンスが全体
としてどのような構造を成しているのかの認識が共有されていない。第二に、異なるソースか
ら取得したデータ間に齟齬が存在する場合、その理由を特定するのが困難な場合が多い。例え
ば、各大学の「教員数」のデータについては、どの範囲をカウントしているのか判別が難しい
ことがある。第三に、エビデンスを保有する組織間の壁がある。ある機関が特定の目的で調査
を行った場合、その調査結果の詳細を他機関と共有することが難しい。
このような要因により、STI 政策分野では次のような問題点が観察される。
①

政策立案者等が必要なときに必要なエビデンスを入手できない。必要なエビデンスの所
在を把握し、その信頼性やデータの定義を確認することにしばしば時間を要する。

②

異なる分析者が異なるデータを用いて出した分析結果の間に齟齬がある場合、どのデー
タを用いた分析が正しいのか分かりにくい。バイアスのかかったエビデンスが政策形成
に用いられてしまう恐れもある。

③

現状ではデータの総合性がないために高度な分析が困難である。例えば研究開発機関の
パフォーマンス分析を行う際、複雑な要因をコントロールできない。

このような状況を改善するため、組織の壁を越えて集積されたエビデンスの統合体である総
合的エビデンスマスタの構築が望まれる。同時に、そのシステムを用いた分析機能と政策的な
要請とをつなぐ体制作りが必要である。
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１．検討の背景と概要

１－２．構想されるシステムの概要
総合的エビデンスマスタは、STI 分野の政策の立案と実施に資するエビデンスの統合体であ
り、分析能力を擁するシンクタンク的な組織によって運用されることが想定される。当該シン
クタンクは、定常的に幅広いエビデンスを収集し、それをシステム内に統合する。また当該シ
ンクタンクは、政府からの要請に応じて、あるいは自発的に政府に対するタイムリーな提言な
いしエビデンス提供を行う。本システムは、他の研究機関や研究者等との連携のもとに構築さ
れ、それら関連機関・関係者を含め、幅広い STI 政策コミュニティの間で共有されることが重
要である（図１を参照）。
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総合的エビデンスマスタの位置づけと機能

総合的エビデンスマスタは、STI 政策分野の幅広いニーズに対応するが、とりわけ重要な政
策課題である適確な政策目標の設定（目標の適時の変更を含む）及び資源の効果的な配分に関
参考資料

して政府の機敏な意思決定をサポートすることを目指す。例えば、産学連携、社会との対話、
国際活動の展開等をいかに進めるか、大学改革や国立研究開発法人改革と並行して研究費制度
改革等をいかに進めるか、重点的に取り組むべき社会的課題は何か、重点支援すべき研究者や
研究課題は何か、といった政策的課題に関する判断を支えるエビデンスを生成する機能を持つ
ことが期待される。そうしたエビデンスは、科学技術政策立案・実施システムのあらゆる階層
にとって有用なものとなる。
なお、ここで「STI 政策分野」というとき、その意味する範囲は単純には定まらないことに
留意が必要である。STI 政策は、高等教育政策、経済産業政策、保健医療政策等、幅広い政策
分野との重複部分をもち、その境界は曖昧だからである。総合的エビデンスマスタの構築にあ
たっては、基本的に他の政策分野と重複する部分は対象範囲に含めないが、高等教育政策と関
連する部分は含めることとする。
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター
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変動の時代に対応する科学技術イノベーション政策のためのエビデンスの整備と活用に向けて

総合的エビデンスマスタは、
「Ａ．政策立案・評価」、
「Ｂ．組織体制分析」、
「Ｃ．研究動向把
握」の３つの異なる目的への活用を想定する（図２を参照）。これらに関する詳細については次
章で触れる。「Ａ．」「Ｂ．」「Ｃ．」の各目的に必要なデータの種類は異なるが、重複する部分も
あり、また後述するように例えば「Ｃ．」のデータの一部を集計することで「Ｂ．」のデータの
一部を生成できるなど複雑な接続関係もある。

・各機関が適切な役割を
果たしているか。
・国全体のリソース配分
構造は適切か。

・政策は計画通り実施
されているか。
・政策目標は達成され
ているか。

Ａ．政策立案・評価
目的：STI政策のPDCAの実現
科学技術基本計画等の
実施状況モニタリングのためのデータ

Ｂ．組織体制分析

（例） 競争的資金制度改革の進捗状況
研究倫理関連の取組み状況
テニュアトラックの導入状況
女性研究者比率

目的：組織体制改革の検討
各大学・国立研究開発法人の組織と
パフォーマンスに関するデータ
（例） 財務構造・人材構成
論文、特許
輩出人材の進路
共同・受託研究件数

Ｃ．研究動向把握
目的：戦略的資金配分の実現

・エマージングな研究
分野はどこか。
・シームレスなサポー
トをいかに行うか。

有望な研究テーマ・研究者の
特定に必要なデータ
（例） サイエンスマップ
各研究分野の俯瞰
個々人の研究資金履歴
個々人の論文、特許履歴

総合的エビデンスマスタ
図２

総合的エビデンスマスタの３つの目的

このようなシステムの全体構造の設計に際しては入念な検討が必要になる。それはすなわち
STI 政策分野におけるエビデンスの全体体系を見定めるということだからである。また、シス
テムに非公表データを含める場合には、複雑なアクセス設定が必要になるため、その仕組みに
関する検討も必要になる。
総合的エビデンスマスタ構築のポイントは、国内にあるエビデンスの体系化・構造化を行う
という点に加え、データの定義の明確化と信頼性の向上を図るという点がある。すなわち、異
なるソースからのデータの比較対照を行うことにより、その齟齬の原因を特定し、信頼性を適
切に評価しつつシステムを構築していく。その過程で新たな分析課題が見つかる可能性もある。
欠落しているデータの補完、データの定義の正確な把握のための調査等も進めていくことが望
ましい。
なお、本中間報告書では、海外の STI 及び STI 政策の状況に関するエビデンスは検討の対象
外としている。総合的エビデンスマスタに一元的に統合することの有用性の程度に関する判断
が難しいためである。また、前述のように本システムは STI 政策と経済産業政策や保健医療政
策等との重複領域については重点を置いていないが、そのためにイノベーション政策に関わる
エビデンスについて比較的手薄になっている。これらのエビデンスの取扱いについてはさらに
検討を行う必要がある。
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5
１．検討の背景と概要

１－３．技術的フィージビリティ
総合的エビデンスマスタは非常に複雑なシステムであり、その構築に際して技術面・制度面
で克服すべき問題は多い。しかし近年、このようなシステムの構築を可能にする条件が急速に
整いつつある。
まず、関係各機関において種々のデータ整備が急速に進展し、必要なエビデンスがそろって
きた（図３を参照）。研究動向の把握についていえば、NISTEP が 2005 年以降サイエンスマップ
を、CRDS も 2008 年以降研究開発の俯瞰報告書を公表している。また、最近では国立情報学研
究所（NII）が運用する科学研究費助成事業データベース（KAKEN）や、JST が運用するデータ

２．構想されるシステムの構成と機能

ベース（FMDB、非公開）の分析により、有望な研究者の特定や研究者ネットワークの動向把握
等も可能になってきた。大学等の組織データについては、財務諸表が基本資料となるほか、大
学評価・学位授与機構が運用する大学ポートレートが 2015 年 3 月のアップデートにより大幅な
充実をみた。政府統計や NISTEP が行う調査については、個別機関に関する情報が非公開のもの
も多いが、その活用に関する制度的仕組みが仮に整えば、かなり包括的なデータセットが得ら
れることになる。加えて、JST が運用する Researchmap は、未だデータの信頼性・包括性の面
で課題を残しているものの e-Rad 等との連携により今後重要な基盤的データベースとなる可能
性を秘めている。

Ｂ．組織体制分析

（例） 競争的資金制度改革の進捗状況
研究倫理関連の取組み状況
テニュアトラックの導入状況
女性研究者比率

目的：組織体制改革の検討
各大学・国立研究開発法人の組織と
パフォーマンスに関するデータ

・J-Global foresight

有望な研究テーマ・研究者の
特定に必要なデータ

サイエンスマップ

CRDS俯瞰報告書

図３

参考資料

（例） サイエンスマップ
各研究分野の俯瞰
個々人の研究資金履歴
個々人の論文、特許履歴

ＦＭＤＢ・ＪＳＴ知識インフラ

目的：戦略的資金配分の実現

・財務諸表
・Google scholar
・学校基本調査
・総務省科調統計
・大学ポートレート
・大学四季報
・WoS、Scopus
・Researchmap
・Derwent
・・・

科研費ＤＢ

Ｃ．研究動向把握

ｅーＲａｄ

（例） 財務構造・人材構成
論文、特許
輩出人材の進路
共同・受託研究件数

ＮＩＳＴＥＰ
「ポスドク調査」

ＮＩＳＴＥＰ
ＮＩＳＴＥＰ
「大学ベンチマーキング」 「博士人材ＤＢ」

科学技術基本計画等の
実施状況モニタリングのためのデータ

３．システムの構築・運用に向けて

目的：STI政策のPDCAの実現

世界大学
ランキング

ＣＳＴＩ「基本計画フォローアップ」

内閣府「把握・所見調査」

Ａ．政策立案・評価

総合的エビデンスマスタと既存のエビデンスとの関係

データの分析手法の面でも、ビッグデータの時代を迎え、強力な分析ツールが登場しつつあ
り、例えばトムソン・ロイター社は InCites、エルゼビア社は SciVal という商品を開発し、多
面的な分析の可能性を広げている。また、各大学等においてはインスティテューショナル・リ
サーチ（IR）活動が盛んになり、各大学でもデータ整備及び分析手法の開発が進めば、総合的
エビデンスマスタの構築の大きな推進力になると考えられる。
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変動の時代に対応する科学技術イノベーション政策のためのエビデンスの整備と活用に向けて

２．構想されるシステムの構成と機能
総合的エビデンスマスタは、
「Ａ．政策立案・評価」、
「Ｂ．組織体制分析」、
「Ｃ．研究動向把
握」の大きく３つの目的への活用を意図しているが、それぞれの目的に必要なエビデンスの間
には複雑な関係がある。その関係のイメージを示したものが図４である。この図に示されるよ
うに、「Ａ．」「Ｂ．」「Ｃ．」の３つの目的に関連するエビデンスはそれぞれ国レベル、機関レベ
ル、研究者個人／グループレベルのデータに概ね対応している。ただしこの図に示されるのは
総合的エビデンスマスタの大まかな概念的構造であり、今後より具体的なものとしていく必要
がある。
図４で留意すべきなのは、各レベルのデータの間に「積み上げ関係」があることである。例
えば、研究者個人レベルの履歴・経歴に関するデータを所属機関の単位で積み上げることによ
り、機関別の人材構成の特徴（例：女性・外国人研究者比率、年齢構成等）や流動性に関する
エビデンスが得られるはずである。ただし、機関レベルの人材に関するエビデンスは、それだ
けではなく専従率換算（FTE）研究者数の算出に必要な研究時間に関するデータや財源別の研究
者数など、より幅広いデータを含む。そして、機関レベルの人材に関するエビデンスを積み上
げることで、国レベルの政策（例：多様なキャリアパスの確保、人材の多様性の確保等）の立
案・評価に用いることができる。

：具体的エビデンス例

多様性

論文以外
の実績

注目分野

Ｃ

研究動向
把握

注目研究

Ｂ

組織体制
分析

博士
人材

大学院教育

資金獲得履歴

履歴・
経歴

研究者個人
／グループ
レベル

収支
構造

国際共
著論文

社会貢献・
産学連携実績

研究
時間

論文
生産性

研究実績

流動性

教育実績

機関レベル

拠点
形成

国際性

財務

人材

アクティブ
な研究者

資金の
集中度

Ａ

政策立案・
評価

キャリア
パス

各研究分野・
課題推進実績

国レベル

研究動向

システム
改革

予算

資金制度
マップ

研究者ネットワーク
注目研究者

図４

エビデンスの「積み上げ関係」のイメージ

このように、３つの目的に対応するエビデンスの間に複雑な対応関係があることを念頭に置
きつつ、それぞれについて、関連するエビデンスの現状と、総合的エビデンスマスタの構築に
向けて目指すべき方向性について以下論じたい。
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7
１．検討の背景と概要

２－１．政策立案・評価のためのエビデンス
（１）現状
我が国では近年、STI 政策の PDCA サイクルを実現する必要性がますます強く認識されるよう
になっている。2001 年に閣議決定された第２期科学技術基本計画以降、内閣府は同計画の実施
状況に関するフォローアップを目的として NISTEP 等への委託により大規模な調査を実施して
きた（第４期科学技術基本計画のフォローアップの際には、STI 総合戦略のフォローアップの
ための調査もあわせて実施）。これにより、定期的に我が国の STI 分野の基本政策の実施状況及
び達成状況が把握され、その結果が政策策定に反映されてきた。

２．構想されるシステムの構成と機能

ただし、第２期から第４期までの科学技術基本計画のフォローアップ調査が必ずしも一貫し
た方法に基づいて体系的になされてきたわけではない。例えば第３期科学技術基本計画につい
ては特定のテーマを深掘りした調査であった。また、科学技術基本計画のフォローアップ調査
の実施頻度は５年に１度であり、近年の急激な内外の情勢変動に鑑みれば十分であるとはいえ
ない。第４期科学技術基本計画に係る調査結果は、その全体が公表されているわけではないな
どの制約もある。
なお、内閣府は、
「独立行政法人、国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査」も実施
してきた。原則的に毎年度実施される本調査は、2010 年度分（2012 年７月公表）を最後に途絶
えていたが、現在最新の調査が進行中であり、STI 政策の PDCA サイクルを実現するうえで重要
な資料となる。ただし、本調査には、民間セクターに関するエビデンスや、政府における施策
の実現状況（例：競争的資金制度の改革）に関するエビデンスは含まれない。

３．システムの構築・運用に向けて

（２）課題と対応策
別の政策、施策、プログラムの目標に関し、今後は
図５のような政策体系の構造を念頭に置きつつ、よ
り包括的・体系的に最新のエビデンスを随時取得で
きる仕組みを構築していくことが必要である。その
際には次のような課題がある。
①

多くの必要なデータが、関係各機関に対するア
ンケート調査によってのみ得られる性格のもので

科学技術イノベーション政策の体系

科学技術基本計画や STI 総合戦略等に示される個

①戦略・政策
②施策

（分野別推進戦略

③制度・事業

（研究開発事業、研究開発プログラム

(体制・システム等)

システムの整備が必要と考えられる。ただそのよ

図５

参考資料

A)STI推進基盤

避けるためには、毎年度情報を自動的に更新する

など）

④研究開発課題

ある（例：研究管理職の女性割合、テニュアトラ
ックの導入状況）。高頻度のアンケート調査実施を

など）

B)個別分野

(ライフサイエンス分野、
環境・エネルギー分野等)

STI 政策の体系

うなシステムは全く新しく構築するのではなく、
各大学等で IR 活動に携わる URA 等の協力を得つつ各組織内部にあるデータを集約することで
も一定程度実現可能である。その場合、対象機関の範囲の検討や、連携体制の構築及びデー
タ集約のためのインターフェースの開発等が課題となる。
②

総務省科学技術研究調査や文部科学省学校基本調査等の基幹統計には非常に有用なデータ
（例：部局別大学院生数）が含まれるが、個別機関に関するデータの目的外使用には困難が
伴う。行政機関が業務上収集するその他行政データの多くも非公開となっている。NISTEP の
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター
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8

調査の多くも同様である（例：博士人材データベース）。それらの有効利用のためには、制度
改正を行うか、他の手段で同等のデータを収集する仕組みの構築が必要である。
③

データの分析・取扱い方法に関しては、しばしば慎重な検討が必要になると考えられる。
例えば、データが政策に安易に反映されることを防ぐメカニズムが求められる可能性がある
（例：競争的資金制度別の投資対効果（被引用数等））。また、定量的なデータ（例：研究者
の研究時間・割合）と定性的なデータ（例：研究時間を確保するための取組み）をいかに統
合的に分析するかについての検討なども重要であると考えられる。

大学院修了者の就業者数・率（外国人・性別・年齢別・課程別・セクター別）
研究開発法人・大学の研究者採用に占める外国人・女性・若手研究者の採用割合
企業、研究開発法人、大学の研究者における外国人・女性・若手の割合
企業の研究管理職、研究開発法人の研究管理職、ＰＩに占める外国人・女性・若手の割合
日本の研究機関における論文被引用数で世界トップ１％の研究者数、被引用数 50 位以内の拠点数
国際共著論文数・割合（国際共著論文率）
国をまたいだ出願人による共同出願特許数・割合（国際共同出願特許率）
競争的資金から生み出された成果の量・質（論文数、top10％論文数、特許、ライセンス件数・額）
研究資金間で受け渡しが行われた研究テーマ数
競争的資金制度別の投資対効果（被引用数等）
政府支援による研究開発成果を活用した製品・サービスの売上高
大学における 1000 万円以上の大型の共同研究の件数、３年を超える共同研究の件数
大学による特許の外国出願件数、大学知財のライセンス件数・ライセンス収入
科学技術関係経費に占める、「科学・技術重要施策アクション・プラン」対象施策予算の割合
大学・企業・研究開発法人の間で転入・転出した研究者の割合
高度人材の国際的な移動割合、日本の研究者のうち日本に在留する外国人研究者の割合
研究者の長期海外派遣割合、外国人研究者の長期受入割合、日本人研究者の海外機関雇用比率
海外での留学・研究経験を有する日本人研究者の帰国割合
研究者一人当たりの研究支援者数、研究開発支援産業の生産額
研究者の研究時間・割合、研究時間を確保するための取り組みの状況、ＵＲＡの育成・確保
全就業者に占める全科学技術関係人材（ＨＲＳＴ）の人数・割合
研究開発型ベンチャー企業の１社当たりの資金調達額
非一次産業における開業率と廃業率
イノベーション活動を実施している中小企業の割合
研究開発型ベンチャー企業のＩＰＯ（株式公開）数・売却件数・比率
「規制改革実施計画」で示された個別措置事項の進捗状況
国際標準化機関における幹事引受数、日本からの国際標準提案件数、国際標準に準拠した製品にお
ける日本企業のシェア
技術輸出額
特許審査請求から権利化までの期間、任期付審査官・恒常審査官数、先行技術文献調査外注数、審
査順番待ち件数・待ち時間、審査官一人当たりの年間特許審査着手件数
出典：「表 3-2 総合戦略第３章の評価モデル（評価項目・指標）案」、株式会社三菱総合研究所『第４期科学技
術基本計画及び科学技術イノベーション総合戦略における科学技術イノベーションのシステム改革等のフォロ
ーアップに係る調査：科学技術イノベーション総合戦略第３章におけるフォローアップに係る調査 報告書』、
2014 年 3 月 24 日、p.173-175 を一部改変。
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：100億円

研究開発型（

関係）
：100億円

：100億円

システム改革型

研究開発型（

関係以外）
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１．検討の背景と概要

：100億円

２．構想されるシステムの構成と機能

研究開発型（

関係）

：100億円

３．システムの構築・運用に向けて

：100億円
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システム改革型

研究開発型（

関係以外）
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２－２．組織体制分析のためのエビデンス
（１）現状
我が国の大学・国立研究開発法人等は、内外の環境条件の変動がますます加速するなか、限
られたリソースで、説明責任を果たしつつ最大限の社会的貢献を成すことを今後一層求められ
るものと考えられる。そうした役割を果たすためには、各機関がそれぞれ適切な戦略を立て不
断の改革を行っていくことのみならず、国全体として国内の大学・国立研究開発法人等を総体
的なシステムとして捉え、最適な組織構成及びリソース配分構造のあり方を追求しつつ制度改
革を進めていく必要がある。そのような改革案の検討及び実施をサポートするためのエビデン
ス体系の構築が今まさに急務となっている。
大学・国立研究開発法人等の組織体制分析にあたって必要となるエビデンスは、各機関単位
の「インプット」と「アウトプット」に大別できる（図８を参照）。インプットとしては、財務
及び人材に関するデータが中心になるが、教育研究インフラなどの「ストック」もインプット
に関連するため、その取扱いについては今後検討が必要である。一方、アウトプットとしては
研究・教育・産学連携（社会貢献を含む）に関するデータが中心になる。

②人材
・承継教員数、常勤教員数（特任教員を含む）及びその職階別・性別・国籍別内訳
・非常勤教員数、ポスドク等研究員数、URA、研究支援者数、その内訳及び専従率
・博士課程・修士課程・学部学生数、留学生数・海外留学実績
・人件費の財源別内訳
・研究時間
・大学間流動性、セクター間流動性、国際流動性
・科研費アクティブな研究者数、論文アクティブな研究者数

④教育
・学部卒業者数、修士課程、博士課程修了者数及びその分野別内訳、
・学部卒業者、修士課程、博士課程修了者の進路及びその分野別内訳、進路先による評価
・英語授業割合
・（世界大学ランキングにおける教育レピュテーション部門の評価）

アウトプット

③研究
・論文生産・引用数
・書籍、日本語論文、特許等
・受賞数、国際学会招待講演数
・（世界大学ランキングにおける研究レピュテーション部門の評価）

インプット

①財務
・各機関の収入（基盤的経費（運営費交付金、私学助成等）配分額、科研費配分額（研究代表者配分額ベースと研究
分担者配分後ベース）、科研費以外の個人あて研究費配分額、JST研究費配分額、補助金、委託研究費受入額、共同
研究費・受託研究費・寄付金等受入額、学生納付金、附属病院収入、間接経費収入等）及びその内訳
・各機関の支出（研究経費、教育経費、教育研究支援経費、人件費及びその内訳、附属病院経費等）

⑤産学連携
・民間企業との共同研究、受託研究実施件数
・特許権実施件数、特許権実施料収入
・大学発ベンチャー設立数
・論文博士数

図８

「組織体制分析」関連エビデンスの具体例

こうした情報については、
「１－３．技術的フィージビリティ」の項で示したように、既に各
機関が多様なデータを管理している。しかし、それらのデータは、多様な基準に沿って収集さ
れており、それらの間の齟齬を処理しつつ分析を行うことに多大な時間と労力を要することが
多い。また、大学ポートレートや Researchmap のように、有用ではあるが現時点では不完全な
データセットもある。
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をもっており、接続性に乏しい状態である。これが、有効なエビデ
ンスベースを形成するうえでの大きな障害となっている。
a. 個票レベルが公開・入手可能なデータ
（例）大学財務諸表、Google Scholar
b. 個票レベルを入手可能だが、公表前に処理が必要なデータ
（例）商用の論文データベース
c. 原則として個票の入手が不可のデータ

（例）大学ポートレート、Researchmap
一般に、図９に示すように現在存在するデータには未処理データ
から処理済データまであるが、処理済のデータについては、その前
処理段階のデータは非公開となっている場合が多い。一方、未処理

ＮＩＳＴＥＰ
「大学ベンチ
マーキング」
ＮＩＳＴＥＰ
「ポスドク調査」
ＮＩＳＴＥＰ
「博士人材ＤＢ」
・財務諸表
・学校基本調査
・総務省科調統計
・大学ポートレート
・WoS、Scopus
・Researchmap

データについても、公表されているデータの裏づけとなっている部

図９

分は個別の機関ないし個人に関わる情報であることが多く、多くの

と未処理データ

未処理データ

ｄ. 個票レベルで入手可能だが、不完全なデータ（欠損など）

世界大学
ランキング

２．構想されるシステムの構成と機能

（例）科学技術研究調査、NISTEP ポスドク調査、e-Rad

（データ例）

処理済データ

当程度の網羅性を有するものの、次のように多様なレベルの公開性

１．検討の背景と概要

さらに、各機関が公表しているデータは、それらを合わせれば相

13

処理済データ

場合非公表となっている。
また、各大学・国立研究開発法人等はそれぞれ組織内部でインプット及びアウトプットに関
する情報を保有しているが、そのうち公開されていない部分も多い。

３．システムの構築・運用に向けて

（２）課題と対応策
現在各機関が保有している各種の公表・非公表データを可能な限り統合的に集積し、データ
間の整合性を確保することができれば、各大学・国立研究開発法人等における戦略策定及び改
革の実施のみならず、国全体として大学・国立研究開発法人等の最適な組織的構成及びリソー
ス配分構造に係る制度改革に資するエビデンスベースを形成することができる。その実現を目
指すうえではいくつかの課題がある。
①

関連各機関（各府省、NISTEP、ESRI、RIETI、JSPS、JST、NEDO、国立大学協会、RU11、公
立大学協会、私立大学連盟、私立大学協会、日本私立学校振興・共済事業団、大学評価・学
位授与機構、エルゼビア社、トムソン・ロイター社等）が保有するデータのうち、非公表と
されている部分をどこまで統合できるかを早い段階で見きわめる必要がある。また、各大学・

参考資料

国立研究開発法人が保有するデータの公開・提供を求めるための仕組みの構築を検討する必
要がある。
②

総合的エビデンスマスタ内に公表可能なデータと非公表のデータを共存させる場合、その
活用システムの設計には複雑な工夫が必要になることが想定される。システムの利用者の属
性等に応じてアクセス可能なデータの範囲を設定する必要があると考えられるためである。

③

組織体制分析の観点から非常に重要性が高いデータでありながら、これまで我が国では取
得・集計が行われていなかったデータもある。例えば、大学院修士課程修了者の進路につい
ては、国内の科学技術人材の配置のあり方を考えるうえで非常に重要だが、必要十分なデー
タセットは存在しない。そうしたデータを補完するためには、独自の調査の実施が必要とな
ると考えられる。
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① 論文生産・引用数に各種資金がどのように効いているか。
基盤的経費、科研費、JST 研究費等による回帰分析を行う。
大学類型別（文科省高等教育局による類型、NISTEP による類型等）、機関種別等の分
析により試行錯誤を重ねることで妥当な分析手法を開発する。
② 論文生産・引用数に各種人材がどのように効いているか。
承継教員数、常勤教員数、ポスドク等研究員数、大学院生数、研究支援者数等による
回帰分析を行う。
大学類型別、機関種別等の分析により試行錯誤を重ねることで妥当な分析手法を開発
する。
③ 論文生産・引用数は、研究パフォーマンスの指標としてどの程度妥当か。
論文生産・引用数と、受賞数や国際学会招待講演数など他の研究関連の指標との相関
分析を行う。
大学類型別、機関種別、分野領域別等による分析も行う。
④ 国内の大学・国立研究開発法人等の財務構造は全体としてどうなっているか。
例えば、国立大学・公立大学・私立大学・国立研究開発法人のカテゴリー別に、研究
者当たりの研究開発費を比較する。
時系列変化も分析し、マクロな資金配分のトレンドを把握する。
⑤ 国内の大学・国立研究開発法人等の研究マンパワーの実態はどうなっているか。
公式統計による研究者数と科研費アクティブな研究者数（科研費を受けている研究者
数）、論文アクティブな研究者数（一定期間に一定数以上の論文を出版している研究
者数）との比較を行う。
専従率を加味した研究者数との比較等も行う。
可能な範囲で、分野別の分析も行う。
論文アクティブな研究者数に関し、国際的な比較を行う。
⑥ 研究、人材育成、産学連携について、国内の各大学の相対的な強みはどう分布しているか。
研究、人材育成、産学連携のそれぞれについて、諸指標の組合せにより各機関のスコ
アを算出し、比較を試みる。
どのような諸指標の組合せが妥当かを、試行錯誤により検討する。
時系列変化も分析し、各大学の改革への取組みと対比する。
⑦ 研究、人材育成、産学連携の相関関係（相乗効果、トレードオフ等）はどうなっているか。
研究、人材育成、産学連携の諸指標の間の複雑な相関関係を探索する。
どのような指標の組合せが妥当かを、試行錯誤により検討する。
⑧ 研究、人材育成、産学連携に関する各大学の相対的な強みは、当該大学のインプットの特性とど
う関連しているか。
例えば、民間企業からの受入れ資金が多い大学は、人材育成よりも研究及び産学連携
に相対的な強みを持つか。
例えば、科研費アクティブな研究者が多い大学は研究だけでなく人材育成にも相対的
な強みを持つか。
大学類型別、機関種別等の分析により試行錯誤を重ねることで妥当な分析手法を開発
する。
なお、上記の項目に類するテーマに関する分析は JST の J-Global foresight において試行的に実
施されている（http://foresight.jst.go.jp/）。
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：「論文5件以上／5年」
研究者数（5年間移動なし）
：教員現員数
（データがない大学もある）

（注）「論文5件以上／5年」研究者数が全ての大
学において25名を下回る「教育大学」及び「文科
系中心大学」については掲載していない。
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19
１．検討の背景と概要

２－３．研究動向把握のためのエビデンス
（１）現状
STI 政策の策定及び推進にあたって、内外の研究動向を的確に把握したうえで戦略的に資金
配分を行うことは非常に重要である。研究動向の把握は、これまでも関係機関においていくつ
かのアプローチから行われてきた。
①

NISTEP は 2005 年以降、２年おきにサイエンスマップを作成、公表してきた。サイエンス
マップは、論文データベース分析により国際的に注目を集めている研究領域を定量的に抽出
し、それらが互いにどのような位置関係にあるのかを俯瞰図として可視化したものである。

②

２．構想されるシステムの構成と機能

その分析手法は次第に高度化し、最近では経時的な変化も分析可能となっている。
CRDS は 2008 年以降、２年おきに研究開発の俯瞰報告書を作成、公表してきた。研究開発
の俯瞰報告書は、分野ごとに研究開発の現状の全体像を把握し、今後のあるべき方向性を展
望したものである。各分野の専門家によるワークショップの開催などを通じて、分野の全体
的構造等についての議論の結果を踏まえつつまとめている。
③

JST は 2013 年度より FMDB（Funding Management DataBase）の構築を進めている。FMDB は
科研費及び JST の資金配分実績に関するデータを集積したものであり、資金配分を受けた研
究者や研究課題、成果などに関する情報が収録されている。その分析により、重要性を増し
つつある研究領域等の特定のための材料を得ることが可能である。
なお、上記の３つのアプローチの他にも、例えば NISTEP が継続的に実施している「科学技術

予測調査」や「科学技術の状況に係る総合意識調査（NISTEP 定点調査）」では、有識者等の意
３．システムの構築・運用に向けて

見を基に各研究開発分野における我が国の位置づけ等を分析した結果も含まれているなど、研
究動向の把握に関連する検討は様々な場面でなされている。
また、FMDB や科研費データベースは、研究者個々人の研究活動に関わる情報を含んでいるこ
とから、国内の研究者や研究者集団の動静や協働関係等に関する分析を行う基礎データにもな
りうる。e-Rad や Researchmap も同様の情報を含んでいるが、それぞれが強みと弱みをもって
いる。

参考資料

・論文分析に基づく研究動向の把握（NISTEP サイエンスマップ）
- 新興分野・融合分野
- 各国の強み・弱み、シェア、参画状況、連携状況
- 各大学・国立研究開発法人等の強み・弱み、シェア、参画状況、連携状況
・定性的手法に基づく研究動向の把握（CRDS 俯瞰報告書、NEDO 海外技術情報）
- 各研究開発分野の全体構造
- 取組みが必要な研究課題の特定
- 海外技術動向
・研究者個々人に関する情報の集積
- 人物情報（履歴、年齢、性別、受賞、所属学協会、委員歴 等）
- 業績情報（書籍等出版物、論文、口頭発表、特許、共著関係、産学連携実績 等）
- 研究資金履歴（資金制度名、研究組織、資金額、研究期間、キーワード、成果情報（論文等）等）
・（イノベーション、産学連携に係る動向の把握）
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（２）課題と対応策
上述のように、我が国において、研究動向把握のためのエビデンスは最近 10 年間ほどの間に
相当程度整えられてきた。NISTEP のサイエンスマップは主として定量的なアプローチであり、
CRDS の研究開発の俯瞰報告書は専門家の判断に基づく定性的なアプローチである。今後は、そ
れらの統合的な分析が可能になればより総合的なエビデンス形成へとつながる可能性がある。
さらに、イノベーションや産学連携の動向とリンクして科学技術イノベーション全体の動向を
総合的に把握することも視野に入れることができる。
研究者個々人の研究活動に関する情報についても、最近科研費データベースの情報が FMDB
に取り入れられるなど、統合的な分析に向けて進展がみられる。今後は、他にも数多く存在す
る研究費制度に関する情報が統合されることが望まれる。ただし、e-Rad は、現状では他のエ
ビデンスとの接続可能性の面などで制約がある。
統合的なデータベースとして大きな可能性を秘めているのは JST が運用する Researchmap で
ある（図 12 を参照）。Researchmap は、現時点では国内の全ての研究者を網羅しているわけで
はなく、また登録済みの研究者であっても重要な情報が欠けている場合が多い。しかし、仮に
Researchmap を我が国の「研究者マスタ」として位置づけ、人物情報、業績情報、研究資金履
歴等を完備したものにできれば、その有用性はきわめて大きい。その情報を機関レベル、ある
いは国レベルで積み上げることにより「政策立案・評価」
「組織体制分析」のためのエビデンス
として活用することも可能になるからである。しかも、Researchmap に登録可能な業績情報は、
商業用論文データベースとは違い、英文論文以外の研究業績や教育実績、産学連携実績等を含
むことができるという大きな利点もある。
Researchmap の情報の完全性を高めるためには、研究者個々人による情報登録が促される仕
組みの設計が必要である。例えば、研究費申請に際して研究者が Researchmap への網羅的な情
報の記入を行うことを義務づけることが考えられる。ただし、その場合、企業研究者を含め、
研究費申請をしない研究者が登録されにくいといった問題点もある。また、そのような仕組み
の設計にあたっては、研究者コミュニティとの十分な対話がなされることが重要である。
提案書の参照

研究費の申請

ﾌｧﾝﾄﾞ事務局
ﾌｧﾝﾄﾞ審査員

個別

課題情報
（JST）
J-STAGE

研究者
⼈物情報

業績情報を
e-Radに送付

科研費申請

FMDB

研究者情報

取り込み

研究倫理
履修情報

研究者情報

統計・分析
論⽂全⽂の
所在情報の
取得

図 12

⼀括

研究者情報（⼈物＋業績）

外部業績
DB

参照
分析・調査の
データ基盤
（JST知識インフラ）

⼤学

研究者

JaLC

履歴書作成時に
業績情報を利⽤

全⽂情報

JREC-IN
Portal

情報参照

⼀般閲覧者

Researchmap の「研究者マスタ」への発展の可能性
1
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21
１．検討の背景と概要

３．システムの構築・運用に向けて
総合的エビデンスマスタは、様々なレベルの公開性・確実性・複雑性をもつエビデンスを多
様なアプローチにより集積し、幅広い政策的ニーズに対応しつつ統合的な分析を行うためのも
のであり、その設計・構築・運用には高度な専門性と多くのマンパワーを必要とする。この構
想の推進にあたっては、次のような全体的方針を念頭に置くことが重要であると考えられる。
① 関係機関それぞれの強みを活かした連携

２．構想されるシステムの構成と機能

既に述べたように、総合的エビデンスマスタに取り入れられるべきエビデンスは、各府省か
ら関連法人、民間企業に至るまで数多くの機関に多様な形態で保有されている。それらの機関
はそれぞれ強みをもっており、そうした強みを最大限活かす形で総合的エビデンスマスタの構
築が進められることが望ましい。そのためには機関間連携のための適切なプラットフォームの
設定がまず重要であるが、その際、既存のシンクタンク間のネットワークや、全国的な URA の
ネットワーク等を適宜活用することが効果的であると考えられる。さらに、総合的エビデンス
マスタの設計段階から、エビデンスを保有する機関だけでなく、エビデンスの主たるユーザー
である政策担当者や、関連機関内外のエビデンス分析者も議論に加わることが望ましい。
② 過去の蓄積の活用
我が国では、これまでも STI 政策分野のエビデンス整備のための取組みが進められてきた。

３．システムの構築・運用に向けて

特に 2011 年度からは、STI 政策における「政策のための科学」（SciREX）推進事業の一環とし
てデータ・情報基盤の整備が実施されてきており、その成果が蓄積されてきた（参考資料４を
参照）。総合的エビデンスマスタの構築は、そうした成果を踏まえたうえで、どのようなスキー
ムにより進めることが適当か検討を行う必要がある。
③ 海外の動向の把握
総合的エビデンスマスタと同様の包括性をもつ構想は海外でも未だ実現されていないが、各
国においては高度に特徴的なシステムが開発されている。例えば米国では、政府による支出の
短期的な投資効果を予測するというニーズがあり、研究資金助成に関する情報や雇用・設備投
資の創出に関する情報等のデータベース（STAR METRICS）が整備され、その分析成果も現れ始
めている。また、英国では、高等教育統計局（HESA）が高等教育分野のきわめて包括的かつ体

参考資料

系的なデータを集積しており、政策分析及び大学評価のために不可欠のエビデンスとなってい
る。総合的エビデンスマスタの構築にあたっては、このような海外における関連の取組みに関
する情報を逐次収集し、互いに成果と課題を共有していくことが重要である。
④ 柔軟性の確保
総合的エビデンスマスタの構築は長期間を要することが想定されるが、一方で近年 ICT 及び
データ関連科学技術の進展が日進月歩である。従って本システムの設計には柔軟性をもたせ、
技術面・制度面での変化を積極的に取り入れていくことができるようにすることが肝要と考え
られる。
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３－１．構築・運用体制
総合的エビデンスマスタの実現にあたっては、その設計から構築、運用に至るまで一貫して
関係機関・関係者の密接な連携が不可欠である。そうした連携体制を確立するうえでは、本シ
ステムを最終的にどのようなスキームで運用するのかを念頭に置きつつ検討することが重要で
ある。
総合的エビデンスマスタは、高度に専門的な運用がなされることではじめてその真価を発揮
する。そのためには適切な運用体制を整える必要があるが、そうした運用体制が満たすべき要
件としては大きく次の２点が挙げられる（図 13 を参照）。
① 優れたエビデンスの収集・分析・プレゼンテーション機能を有していること
総合的エビデンスマスタの有用性を担保するうえでの最重要の要件は、そのコンテンツの信
頼性及び客観性を確保することである。このシステムにはきわめて多様なデータが統合される
ことを考えれば、それは必ずしも容易であるとはいえない。関連分野の専門的知見に精通した
人材が、データの信頼性等を評価しつつ、その収集及び分析を行うことができる体制を整える
必要がある。
② 多様な関係機関・関係者との高度な連絡調整機能を有していること
総合的エビデンスマスタの構築・運用にあたっては、各府省の政策担当者をはじめ多様な関
係機関の統計担当者、STI 政策研究者、URA 等との円滑な連絡調整が不可欠である。総合的エビ
デンスマスタを運用する側では、これらの関係機関・関係者から情報収集を行い、政策的ニー
ズ等を把握するとともに、新たな統計項目の追加等が必要と考えられたときなどには統計審議
会、総務省、文部科学省、経済産業省等との対話を行うといったことも考えられる。また、よ
り幅広く内外の政治経済や科学技術に関する動向をにらみつつ、新たな分析テーマ等を開発し
ていくことも重要である。
総合的エビデンスマスタの構築・運用にあたっては、以上の２要件を満たす体制をシンクタ
ンク的な性格を有する組織のなかに置き、必要な人材を配置することが必要と考えられる。そ
の際には、外部の関係者を適宜兼任させることも含め、多様な関係機関の関係者を関与・参画
させる仕組み及びインセンティブを設計することも検討すべきである。

多様な関係機関
政策担当者
統計担当者
STI政策研究者
ＵＲＡ等

図 13
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23
１．検討の背景と概要

３－２．スケジュール
総合的エビデンスマスタの構築は、これまで類のない大規模かつ複雑な取組みであり、また
必要な体制整備と並行して進める必要があることから、段階を踏んで着実に進めることが適当
である。その過程では、先述したように、種々の技術的・制度的な制約が予想され、しかもそ
うした制約条件が短期間に変化していくことも想定されることから、数年をかけてシステムを
進化させていくことが妥当と考えられる。我が国の STI 政策が厳しい環境のなかで種々の課題
に直面していることを考えれば、このようなシステムへの政策的要請は非常に強く、少しでも
早い実現が望まれるが、可能な部分は先行的に運用するとしても、合理的なスケジュールのも

２．構想されるシステムの構成と機能

とに構想を展開していくことが必要不可欠である。具体的には、第５期の科学技術基本計画の
実施期間において PDCA サイクルをより確実に機能させることができるよう、この期間中にシス
テムを高度化し、完成に近づけていくことが望まれる。
総合的エビデンスマスタの実現を目指すうえでは、まず当初のシステム設計が大きな重要性
をもつため、そのコンテンツの範囲や構成等について関係機関・関係者の参画を得つつ設計を
することが必要と考えられる。その際には、例えば次のような将来予想される情勢変化に備え
た柔軟性をもつ設計とすることが重要である。
Ø

大学ポートレートや Researchmap などは、今後着実にそのコンテンツの充実が図られ、
利用可能なエビデンスが増えてくることが想定される。また、
「２－３．研究動向把握の
ためのエビデンス」でも示したように、今後 Researchmap と e-Rad や FMDB などとの連携
が進むことにより、相当程度包括的なエビデンスベースが構築される可能性がある。
現在の国立大学の財務諸表は、企業会計を取り入れつつ国立大学法人の組織的特性を考

３．システムの構築・運用に向けて

Ø

慮したものとなっているが、財務状況を分かりやすく示すという観点からは改善の余地
があるという指摘がある。このため今後、国立大学の財務諸表の体系が変更される可能
性もあると考えられる。
Ø

現在、各大学では各種の外部資金等により多くの特任教員が雇用されている。しかしな
がら、特任教員の位置づけが曖昧であるとの指摘もあり、今後はテニュアトラック制度
などをはじめとする別の制度的枠組みによる雇用の比重が増してくる可能性がある。こ
のため、今後各大学における研究人材の構成が大きく変化することが考えられる。

Ø

現在、研究成果の発信形態としては、論文発表をはじめ、学会報告、書籍の刊行、特許
の取得などがあるが、今後はイノベーション環境の変化や ICT の進展などにより、例え
ば新製品・サービスの発表やウェブ上でのデータベースの提供がそのまま研究成果の発
参考資料

信となるケースが増えるなど、さらに多様化が進むことも想定される。
Ø

我が国では現在、大学改革が大きな課題として位置づけられており、今後国公立・私立
を問わず大学の経営形態が抜本的変更を経ることも考えられる。それに伴い、大学の財
務及び人材に関わるデータの形態が大きく変更される可能性もある。国立研究開発法人
についても同様のことがいえる。

総合的エビデンスマスタの構築に際しては、こうした大小の技術上・制度上の変動に対応で
きる設計とすることが重要であると考えられる。また、その運用を担うシンクタンクは、こう
した変化に対応して持続的にシステム及び体制を維持向上できる能力を備える必要がある。
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参考資料１

検討の経緯

１．委託調査
株式会社三菱総合研究所への委託調査「科学技術イノベーション政策の科学の俯瞰・構造化
に関する基盤的調査」（2014 年度）により、本検討に関連した調査を行った。
２．大学往訪調査
上記「１．委託調査」の一環として、2015 年 1 月から 3 月にかけ、本検討の内容に関連して
以下の大学の事務局の往訪調査を実施した。加えて、他の数校の関係者の方々とインフォーマ
ルな意見交換を行った。
(1) 東京工業大学

2015 年 1 月 21 日

(2) 大阪大学

2015 年 2 月 13 日

(3) 茨城大学

2015 年 3 月 3 日

(4) 山梨大学

2015 年 3 月 16 日

(5) 新潟大学

2015 年 3 月 17 日

３．委員会
上記「１．委託調査」の一環として実施した下記の委員会において、総合的エビデンスマス
タの構築及び活用の可能性に関するご意見を頂いた。
（日時）2015 年 3 月 20 日（金）10:00-12:00
（場所）科学技術振興機構別館 4 階会議室 E
（委員会メンバー）

伊地知寛博

成城大学社会イノベーション学部教授（当日は欠席）

桑原輝隆

政策研究大学院大学教授

下田隆二

東京工業大学大学マネジメントセンター教授

富澤宏之

NISTEP 科学技術・学術基盤調査研究室長

林隆之

独立行政法人大学評価・学位授与機構准教授

原秀敬

新日本有限責任監査法人第Ⅱ監査事業部ｼﾆｱﾊﾟｰﾄﾅｰ

山本眞一

桜美林大学大学アドミニストレーション研究科教授

４．関連行政機関等からの情報収集
本検討の内容に関連する最新の動向について、内閣府、文部科学省、経済産業省、日本私立
学校振興・共済事業団、公立大学協会、エルゼビア社、トムソン・ロイター社等より情報収集
を行った。
なお、本調査を進めるにあたっては、政策研究大学院大学上山隆大副学長及び文部科学省科
学技術・学術政策研究所富澤宏之科学技術・学術基盤調査研究室長より随時ご示唆を頂いた。
また、豊田長康鈴鹿医療科学大学学長、片峰茂長崎大学長からも大変有益なご示唆及び情報提
供を頂いた。さらに、JST 各部署とも随時意見交換等を行った。
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１．検討の背景と概要

参考資料２

25

公募型資金マップに関する検討

コラム１に示した公募型資金マップに関する検討に際して、複数のソースからの情報をもと
に選定した対象事業を分類しリスト化したものを以下に示す。
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２．構想されるシステムの構成と機能
３．システムの構築・運用に向けて
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１．検討の背景と概要

：100億円

次に、これらの公募型資金について、
コラム１に示したもの以外のマッピン
グ事例を示す。
図 14 は各公募的資金の事業期間と、
2014 年度の当初予算で措置されている
1 件当たり上限数に着目したものであ
る。この図からは、システム改革型に
ついては様々な事業期間の事業がある
のに対し、研究開発型では 3 年から 5

２．構想されるシステムの構成と機能

年の事業期間の事業が多いことなどが
分かる。
ただし、この図に示される 1 件当た
り上限額と、各事業の平均的な 1 件当
たりの規模とは、規則的な関連性がな
いので、そうした点に留意が必要であ
る。

研究開発型（

関係）

：100億円

３．システムの構築・運用に向けて

：100億円

参考資料

システム改革型

研究開発型（

関係以外）
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：100億円

図 15 は各公募型資金の開始年度及
び 2014 年度当初予算で措置されてい
る 1 件当たり上限額に着目したもので
ある。この図からは、例えば 2011 年度
以降非常に多くのシステム改革型の事
業が創設されてきたことが分かる。
しかしながら、本図には既に予算措
置が終了した事業は掲載されていない
ことに留意が必要である。このため、
見かけ上、最近になるにつれて公募型
資金制度の数が増えているようにみえ
る。実際には、本図においては、古い
年代にプロットされている事業であれ
ばあるほど長く継続してきている事業
であることを示している。

研究開発型（

関係）

：100億円

：100億円

システム改革型

研究開発型（

関係以外）

独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

CRDS-FY2015-RR-01

31

本文.indd 28

2015/04/23 11:25

中間報告書
変動の時代に対応する科学技術イノベーション政策のためのエビデンスの整備と活用に向けて

１．検討の背景と概要

参考資料３

29

アクティブな研究者数に関する検討

コラム３に示したアクティブな研究者数に関する検討に際しては、様々な試行錯誤が必要と
なった。そのうち何点かに関する検討のポイントを以下に記述する。
① 「アクティブな研究者」の閾値の設定
論文執筆という観点からみた「アクティブな研究者」の数を算出しようとするとき、何年間
に何件以上の論文を出版した研究者をアクティブな研究者と呼ぶかを一意的に定めることは不
可能である。論文生産数の分布は連続的だからである。また、分野によって論文生産の状況は

２．構想されるシステムの構成と機能

異なり、このことが問題を複雑にしている。図 16 をみると、5 年間に 1 件でも論文を出版した
研究者のうち、複数件の論文を出版した研究者の割合は物理学、臨床医学、基礎生命科学で高
く、人文社会科学、複合領域で低い。いわば前者は論文を量産しやすい分野であり、後者は逆
であるといえる。分野毎に異なる閾値を設定すればよいという考え方もあるが、各分野の内部
でも例えば理論系と実験系では大きく事情が異なるし、そもそも論文件数の絶対値でアクティ
ブな研究者かどうかを判定することのリスクは大きすぎると考えられる。
また、閾値の設定にあたっては単著と共著の相違を考慮すべきかどうかという問題もある。
本来、双方の分析がなされることが望ましいが、本検討ではまずできるだけ単純化した形で分
析を進めるため、共著論文については各著者にそれぞれ１件とカウントすることとした（いわ
ゆる整数カウント）。
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複合領域

図 16

３．システムの構築・運用に向けて

化学
材料科学

100%

8.1%3.9%

13.4% 5.6%
1.8%

論文数階級別の研究者数構成
参考資料

（注）2006～2010 年発表論文数毎の研究者数（著者 ID 数）の分布を示したもの。

② 教員現員数との比較
論文執筆の実態の観点からアクティブな研究者の閾値を定めることが困難であるとすると、
別の方法論として、教員現員数との比較により閾値設定の妥当な水準を探るというアプローチ
が考えられる。教員現員数に関する公表データとしては大学ポートレートがある。大学ポート
レートに示される教員数（本務者数）は、特任教員等の人数が含まれている大学といない大学
があったり、一部の大学の教員数データが欠けていたりするといった問題点もあるが、論文ア
クティブな研究者と教員現員数との全体的な対応関係をみるという目的で、差し当たっての比
較を行ってみた（表３を参照）。
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表３

論文アクティブな研究者と教員現員数との対比
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１．検討の背景と概要

表３からは、おおまかにみて 5 年間に 5 件以上の論文（整数カウント）を出版した研究者の
数（5 年間の間に所属機関を移動した研究者の数を除く）が、教員現員数（多くの場合承継教
員数）と対比可能であるようにみえる。ここで、差し当たり「5 件以上／5 年」をアクティブな
研究者の仮の閾値として設定すれば、その中にはポスドク・大学院生等は少数しか含まれてい
ないと推測される（ポスドク・大学院生等が 5 年間同一の機関に所属しているケースは少ない
と考えられるため）。ただし、例えば東京大学では人文社会系の教員が（その定義は難しいもの
の）教員全体の 2～3 割程度を占めていると考えられ、それらの教員の多くは Scopus に収録さ
れる論文をそれほど多く書いていないと想定されることから、恐らく相当数の特任教員等がア
クティブな研究者としてカウントされているであろうとも考えられる。このように、アクティ

２．構想されるシステムの構成と機能

ブな研究者と教員現員数との比較には非常に複雑な要因が関与するため、少なくとも現在利用
できるデータセットからは正確な分析を行うことが難しい。
表３の「5 件以上／5 年」の研究者と教員現員数を比較したグラフは図 10 及び図 11 に示した
とおりである。表３からは、それ以外にも、例えば「10 件以上／5 年」という論文生産性が相
当高い研究者が有力大学のみならずどの大学にもかなり広く分布していることなどもみてとる
ことができる。
今後、可能であれば、特任教員、ポスドク、大学院生等も含めた形での分析が可能になれば
より興味深い結果が得られると思われる。ただ、現状では、特に特任教員及びポスドクの配置
状況に関するデータが欠けている。国内の研究人材の配置に関する体系的なデータ整備が強く
望まれるところである。

３．システムの構築・運用に向けて

③ 大分野別のアクティブな研究者の算出
先述したように、化学、材料化学、物理学等の分野による論文生産状況の相違を適切に反映
したアクティブな研究者の閾値設定は困難であるが、国立大学の中には理工系中心大学や医科
大学、文科系中心大学などもあり、それらの間の論文生産の形態は大きく違うことも事実であ
る。このことに鑑み、CRDS では大括りの分野別の論文アクティブな研究者数を求めることがで
きないかどうかの検討も行った。具体的には、
「理工農薬系」、
「医学・保健系」、
「人文社会その
他」の３つの大分野別のアクティブな研究者数を算出することとした。
しかしながら、実際には単一の論文が複数の大分野をまたいで登録されている場合も多く、
また単一の研究者が複数の大分野の論文を書いている場合もある。さらに、論文総数と「理工
農薬系」の論文数の間にはそれほど大きな差がなく、大分野別のアクティブな研究者の算出は
それほど重要な示唆をもたらさないことが分かった（表４を参照）。これらのことから、分野別
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のアクティブな研究者数を意味のある形で算出することは困難であると判断した。

表４

大分野別論文データ件数

（注）2006～2010 年の分析対象論文について大分野間での重複出現件数を集計したもの。大分野の設定は CRDS と
三菱総合研究所によるもの。対角成分は各分野単独で出現する論文数。非対角成分は分野間で重複出現する論文数。
「全体」列は分野単独・重複出現の両方を含む各分野の論文数。なお、3 分野全てに重複出現する論文は 469 件。
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参考資料４

科学技術・学術政策研究所（NISTEP）によるデータ・情報基盤整備事業

総合的エビデンスマスタの構築にあたっては、SciREX 推進事業の一環として実施されている
NISTEP によるデータ・情報基盤整備事業の活動を踏まえることが重要である。同事業の概要及
び、特にデータの相互連結に関する活動に関する資料を以下に示す。

データ・情報基盤の全体的な構築状況
科学技術イノベーションに関する研究の基盤
 科学技術資源配分データベース
 科学技術重要施策データベース

NISTEPデータ・情報基盤webサイト：
http://www.nistep.go.jp/research/
scisip/data-and-informationinfrastructure

（１）

 大学・公的機関名辞書
 Scopus機関名英語表記ゆれテーブル
 Scopus-NISTEP大学・公的機関名辞書

政策立案のための
エビデンス提供ツール
 NISTEP定点調査検索
 NISTEP定点調査自由記述

簡易検索用データベース
 NISTEP定点調査自由記述

（２）

テキストマイニング用辞書

対応データテーブル

 科学技術指標HTML版
 科学論文の国際共著データの

 WoS機関名英語表記ゆれテーブル
 企業名辞書
 企業名辞書と特許・会社
I. 政府および公的研究
開発システム

II. 産業における
イノベーション

V. 科学技術人材および
知識社会を担う人材

IV.

III. イノベーションの
経済成長への寄与

科学技術イノベーショ
ンの社会的波及効果

ケース・スタディ，フィージ
ビリティ・スタディ等

プロジェクト研究等

データとの対応データ


全国イノベーション調査データ

¾

博士人材データベース
（※今後、継続的に構築予定）

地図表示システム
（３）

【地域・産業別のデータベース】
 技術知識陳腐化率
 企業・公的R&Dストック
 企業・公的R&Dスピルオーバー
 産業間技術的近接性
 学術分野・産業間技術的近接性
（４）
 地域・産業別生産性
 全国イノベーション調査（産業別
集計のみ）

 デルファイ調査検索システム

一般的なデータ・情報基盤
 NISTEPの全レポートの検索・

提供システム（リポジトリ）
 国内外のデータ・情報基盤への

リンク集

（ ⇒ 産業連関表による技術効果分析）

“データ連結”と大学・公的機関名辞書／企業名辞書
凡例

 大学・公的機関名辞書と企業名辞書は、データを相互に連結するため

のハブとなる。
 ニーズの高いデータのうち、相互に連結する意義・価値の高いデータ
や政策の評価につながりうるデータ等を重視して整備・連結対象とした。
人材データ

データ名 ⇒ 独自の構築データ
データ名 ⇒ 主要な整備・連結対象
データ名 ⇒ 部分的な整備・連結対象

論文データ

企業・社会・経済データ

SCOPUS

企業活動基本調査

学校基本調査
学校教員統計調査

連結予定

科学技術研究調査

ファンディング情報関連データ

今後、関係
機関ネット
ワークで
検討

海外事業活動基本調査

CiNii

日本人海外留学者数調査

researchmap

J-DreamII

大学・公的
機関名
辞書等

e-Rad

経済センサス

企業財務データ
各企業のWebページ

サイエンスリンケージデータ

家計調査

研究プロジェクトデータ（NEDO, JST)

KAKEN

工業統計調査

Web of Science

外国人留学生在籍状況調査

別途、博士人材
DBを構築、連携
・統合を検討

企業名
辞書等

特許データ

国民経済計算

知的財産活動調査
科学技術資金関連データ

IIPパテントデータベース

イノベーションデータ

科学技術研究調査

特許電子図書館

全国イノベーション調査

各大学の産学連携、共同研究DB

PATSTAT等海外の特許DB

民間企業の研究開発に関する調査

大学等における科学技術・
学術活動実態調査

Thomson Innovation

インプット系

アウトプット系

整備予定

アウトカム系

（出典）：科学技術イノベーション政策のための科学推進委員会（第 17 回）（2015 年 3 月 11 日）参考資料１
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１．検討の背景と概要

参考資料５
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政府文書における関連記述抜粋

① 第４期科学技術基本計画（平成 23 年 8 月 19 日閣議決定）
（４）科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルの確立
① ＰＤＣＡサイクルの実効性の確保
科学技術イノベーション政策を効果的、効率的に推進するためには、ＰＤＣＡ（Plan-Do-CheckAction）サイクルを確立し、政策、施策等の達成目標、実施体制などを明確に設定した上で、その
推進を図るとともに、進捗状況について、適時、適切にフォローアップを行い、実績を踏まえた政
策等の見直しや資源配分、さらには新たな政策等の企画立案を行う必要がある。このため、国とし

２．構想されるシステムの構成と機能

て、ＰＤＣＡサイクルの実効性のある取組を進める。
＜推進方策＞
・ 国は、政策、施策、プログラム又は制度、個別研究開発課題という研究開発システムの階層毎
に、目的、達成目標、達成時期、実施主体等の可能な限りの明確化を図る。その上で、これら
に基づく評価の実施を徹底するとともに、評価結果を政策等の見直しや新たな政策等の企画立
案、資源配分の重点化、効率化等に適切に反映する。
・ 国は、戦略協議会において、それぞれの重要課題に対応した戦略全体の進捗状況を踏まえて、
研究開発や推進体制、資金配分等の見直しを行うなど、戦略の柔軟かつ弾力的な推進を図ると
ともに、これを戦略に適時、適切に反映する。
・ 国は、アクションプランに関して、予算への反映状況や施策の進捗状況等に関するフォローア
ップを行い、その改善に反映する。その際、戦略協議会における検討の成果も十分に活用する。
術政策の課題等を評価、検証した上で、資源配分や研究開発マネジメントなど、科学技術政策
の推進の在り方について幅広い観点から検討を行い、必要に応じて政策の見直し等に反映する。
・ 国は、第４期基本計画の進捗状況について、適時、適切にフォローアップを行い、その結果を、
基本計画の見直しや新たな政策の企画立案に活用する。

② 科学技術・学術審議会総合政策特別委員会「我が国の中長期を展望した科学技術イノベーション
政策について～ポスト第４期科学技術基本計画に向けて～（中間とりまとめ）」（平成 27 年 1 月 20 日）

３．システムの構築・運用に向けて

・ 国は、東日本大震災を受けて、大規模災害に対する科学技術の役割を含め、これまでの科学技

２．科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルの実効化
科学技術イノベーション政策を効果的・効率的に推進するためには、政策のＰＤＣＡサイクルを
確立することが重要である。このため、政府は、政策、施策等の目的、実施体制などを明確に設定
参考資料

した上で、その推進を図るとともに、進捗状況について、適時、適切にフォローアップを行い、政
策等の見直しや資源配分、新たな政策等の企画立案等に適切に活用する。
また、ＰＤＣＡサイクルの確立に当たっては、特に、施策、事務事業（プログラム等）、研究開
発課題の各段階における実効性ある評価の実施が重要である。このため、政府は、「国の研究開発
評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」等にのっと
り、研究開発評価システムの持続的な改善・充実、評価環境の整備等を図り、研究開発現場におけ
る、優れた研究開発活動の推進や人材養成、効果的・効率的な資金配分、説明責任の強化の観点か
らの評価結果の活用等を促進する。（中略）
さらに、科学技術イノベーション政策の実行状況について、適切なモニタリングにより、持続的
に検証を実施していくことが不可欠であり、そのために必要となる統計・調査の充実を図る。
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