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はじめに 

我が国は現在、人口減少や少子高齢化の進行、地球環境・エネルギー問題、産業競争力の停滞

など、数多くの問題に直面しており、それらの解決に向けて科学技術イノベーションが重要な役

割を果たすことが期待されている。一方で、我が国の財政がますます厳しさを増す中、公的な研

究開発投資の総額は停滞しており、今後も科学技術イノベーションに係る公的投資の十分な伸び

が確保できるかは不透明な状況である。そのため、財源の多様化に努めるとともに、限られた財

政資源の中で最大限に効果的な科学技術イノベーション政策（以下、STI 政策という）を展開す

ることが以前にも増して必要になってきている。 

我が国では、1995 年に制定された科学技術基本法を基軸として、科学技術の推進に関する各種

の政策や制度等が次々と策定されてきた。しかし、そうした法律や制度、施策、及びそれらに伴

う予算措置の全体動向についての体系的な把握は、これまで必ずしも十分に行われてきたとはい

えない。その理由として、いくつか挙げられる。 

第一は、STI 政策同士の相互関係にある。大学等における先端的研究の推進、大学における人

材教育の推進、その人材が活動する産業界との連携の推進等のさまざまな政策が相互に影響を与

え合う関係がある。加えて、STI 政策の推進には多くの府省が関係しており、それら関係府省間

の壁を越えた政策の調整も複雑化している。こうしたことが、STI 政策全体の見通しが難しくな

っていることの一因である。 

第二は、STI 政策が視野に入れなければいけない範囲が急速に拡大している点にある。まず情

報通信技術の一層の進展によって、従来の科学技術分野をまたがるような新たな研究領域が次々

に生まれている。さらに社会、経済、人々の生活と科学技術との相互作用がとりわけ強くなり、

科学技術が社会へ及ぼす影響の考慮だけでなく、社会から科学技術への期待や要請が増大してい

る。近年、各国の科学技術政策は、科学技術振興のための政策（Policy for science）に加えて、

世界、国、地域の問題解決や各種の政策のために科学技術を活用する（Science for policy）面が

強調され始めている。科学技術の研究開発にあたって、ELSI1のような社会への影響への配慮が

必須となっていること、国連の SDGs2への科学技術による貢献が期待されていること等がその現

れである。 

以上のような背景から、我が国における STI 政策の体系や歴史的な変遷をできるだけ見通しよ

く簡潔な形で示すことが求められているといえる。 

科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）では、科学技術の各分野の研究開

発の現状を「研究開発の俯瞰報告書」3としてまとめる作業を定期的に行ってきた。これらの俯瞰

報告書は、これまで国による研究開発戦略立案にあたっての基礎資料として活用されてきたとこ

ろである。今般、STI 政策についても、他と同じく「俯瞰報告書」の形にまとめることとした。

これにより、各分野別の俯瞰報告書と合わせて、研究開発戦略及び科学技術政策の立案に向けた

総合的な資料となることが期待できる。 

                                                 
1 Ethical, Legal and Social Issues. 科学技術における倫理的・法的・社会的問題。 
2 Sustainable Development Goals. 2015 年に国連が定めた、先進国と開発途上国が共に取り組むべき 17 の開発目標（あらゆる場所の

あらゆる形態の貧困の撲滅など）。 
3 「研究開発の俯瞰報告書」は CRDS が 2007 年から 2 年おきに発刊。現在、「環境分野、エネルギー分野」、「システム・情報科学技

術分野」、「ナノテクノロジー・材料分野」、「ライフサイエンス・臨床医学分野」の 4 分冊及び「主要国の研究開発戦略」、「概要

版」の分冊がある。 
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まず俯瞰の準備として、主要な政策と予算措置（科学技術関係経費）の概要と変遷を 2015 年

に中間報告書（以下、2015 年報告書という）としてまとめた4。その後、科学技術基本計画の第

4 期から第 5 期への移行、国立研究開発法人制度や指定国立大学法人制度の開始、統合イノベー

ション戦略の決定、国際的には国連 SDGs 決議、第 4 次産業革命5の提唱など、科学技術の研究

開発、社会を取り巻く環境が大きく変化してきたため、2015 年報告書の骨格を下敷きとして、あ

らたに「研究開発の俯瞰報告書 日本の科学技術イノベーション政策の変遷」（2019 年 3 月）と

して、STI 政策の最新の情報を提供するとともに、国の諸事業の開始・終了・継承状況をまとめ

た（以下、2019 年俯瞰報告書という）。 

今回の俯瞰報告書（2020 年 3 月予定）は、2019 年俯瞰報告書に対して、さらに 2019 年内の

新たな動向を追加記述したものである6。前回の俯瞰報告書から 1 年間の短い期間とはいえ、科学

技術イノベーション政策の多岐にわたる動きを加筆していくことは重要と考える。特に 2020 年

度は第 5 期科学技術基本計画の最終年度として、これまでの政策や事業の評価と見直しが議論さ

れるとともに、第 6 期科学技術基本計画に向けて新たな施策が準備される時期である。2019 年

にはそれらの前触れが現れつつあることを報告する。また体裁についても、前回報告書において

冗長であった政策年表を整理、統合し、参照の便をはかるとともに、全体をコンパクトなものに

編集し直した。また、第二次世界大戦後の情勢変化は目まぐるしく、科学技術上の出来事も多岐

にわたる。それらの動向が現在の STI 政策にまでなんらかの影響を及ぼしているという意味で、

1940 年代まで遡った社会動向と科学技術の歴史も本報告書の前史として参照できることが望ま

しい。それに対応するため、本報告書の年表に「社会と科学技術の出来事に関する年表」（注）を

置いて、参照の便宜をはかった。 

本報告書に対する、関係機関とさまざまなステークホルダーからの意見を踏まえつつ、今後も

STI 政策の俯瞰や予算措置の動向の把握に継続して取り組み、より効果的な STI 政策の策定と実

施に寄与していきたい。 

2020 年 3 月 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

研究開発戦略センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）有本建男、佐藤靖、松尾敬子著「科学的助言 21 世紀の科学技術と政策形成」（東京大学出

版会、2016 年）の付録年表を著者の了解の下に改変した。

                                                 
4 JST-CRDS 中間報告書「科学技術イノベーション政策の俯瞰～科学技術基本法の制定から現在まで～」、CRDS-FY2014-RR-05（2015

年 2 月） 
5 ビッグデータや AI の活用による新たな技術革新と経済社会構造の変革を新たな産業革命と位置づけている。2018 年 1 月の世界経済フ

ォーラム（ダボス会議）で初めて取り上げられた。 
6 実施が確定している事業については 2020 年度予定のものも含めた。 
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俯
瞰
の
方
法 １．俯瞰の方法 

１.１ 俯瞰の全体像 

本俯瞰報告書では、STI 政策をマクロからミクロレベルまで幅広く俯瞰し、その全体像を把握

し、わかりやすく表現することに努めた。その際、STI 政策の全体を階層構造として捉え、4 階

層に区分した（図 1-1）7。 

 

① 包括的・横断的な戦略・政策レベル 

② それらを受けた具体的な施策レベル 

③ 個々の事業・制度（研究開発事業、研究開発プログラムなど）レベル 

④ 実際にテーマを決めて研究開発を実行する研究開発課題レベル 

 

STI 政策をこうした階層構造として理解することによって、STI 政策の各層毎の機能と役割を

明確に認識することができる。このうち本報告書では①～③の 3 つの階層を俯瞰の対象として記

述し、④の個々の研究開発課題の内容については扱わない。 

 

図 1-1 科学技術イノベーション政策の体系及び俯瞰の対象 

 
図 1-1 では、STI 政策の全体を次の二つの方向から俯瞰している。 

▪ 個別分野（ライフサイエンス分野、ナノテク材料分野、情報通信分野、環境・エネルギー

分野等）8 

▪ 科学技術イノベーション推進基盤（制度・システム等）（STI 推進基盤という） 

個別分野の研究開発については、図に示したライフサイエンス分野、環境・エネルギー分野等

                                                 
7 「政策評価に関する基本方針」（2001 年 12 月 28 日閣議決定、2005 年 12 月 16 日改定）、「政策評価の実施に関するガイドライン」
（2005 年 12 月 16 日政策評価各府省連絡会議了承）、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（2012 年 12 月 6 日内閣総理大臣決

定）、JST-CRDS「戦略プロポーザル エビデンスに基づく政策形成のための『科学技術イノベーション政策の科学』の構築」

CRDS-FY2010-SP-13（2011 年 3 月）を参考に CRDS にて作成。 
8 ここで挙げた個別分野の名称は、研究開発戦略センター（CRDS）で発行している「研究開発の俯瞰報告書」の分冊名称（環境・エネ

ルギー分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・臨床医学分野）を参考にして記載して

いるが、あくまでも一つの例である。 
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の自然科学の分野が並び、それらは基礎・基盤的研究から応用研究までを含んでいるものとして

いる。それぞれの分野内にはさらに細かい科学技術領域が属している。 

この個別分野の視点からの俯瞰については、CRDS は研究開発の分野ごと（「環境分野・エネ

ルギー分野」、「システム・情報科学技術分野」、「ナノテクノロジー・材料分野」、「ライフサイエ

ンス・臨床医学分野」）に俯瞰報告書を作成してまとめている9。これらの俯瞰報告書は、各分野

の研究開発の現状を整理し、重要な研究開発領域および大きな変化が生じている研究開発領域を

把握しつつ、今後の方向性などを示している。 

 

一方、実際に研究開発を実施する際には、必要な資金、人材、設備等のリソースや、さまざま

な制度による支援が必要である。このように STI 政策全体を制度・システムの角度から俯瞰する

のが STI 推進基盤である。 

STI 推進基盤については「基本政策と推進体制」、「人材育成」、「産学官連携」、「地域振興」、「知

的財産・標準化」、「研究基盤整備」、「研究開発資金」、「評価システム」、「国際活動」、「科学技術

と社会」の 10 領域に分類して俯瞰を行い、本報告書の「2.」にまとめた。 

STI 推進基盤は、個別の研究開発分野の俯瞰からは十分に認識されないことが多いが、個々の

研究開発課題が支障なく遂行できるよう、基盤としてしっかりと支える存在といえる。また個別

分野に限定しないで、STI 推進基盤の整備そのものを目的とする政策、事業（たとえば科研費制

度の見直し10、若手研究者への支援11、ダイバーシティ研究環境の強化12等）も数多く実施されて

いる。これらは研究開発全体にわたる共通施策であるため、個別分野に向けて実施される事業よ

りもその影響範囲ははるかに大きいといえる。 

以上のように、上位の政策から研究開発課題に至る縦の俯瞰と、個別の研究開発分野からの俯

瞰と、STI 推進基盤の横からの俯瞰を総合的に見ることによって、日本の科学技術政策と研究開

発活動を一望できることを期待している。研究開発活動と STI 政策は相互に作用しながら進展し

ており、不確実な時代を迎えて、効果的な科学技術活動と政策の実施のために、ますますその相

互作用は重要性を増している。こうした機能と構造を科学技術のステークホルダーが共有するこ

とが必要である。 

 

１.２ 俯瞰の方法 

STI 政策全体の流れを簡潔に示すことを目指し、STI 推進基盤政策の全体的な構造及び歴史的

経緯を把握するため、以下の方法によりその俯瞰を試みた。STI 政策は、税制や規制改革、公共

調達、政策金融、雇用規制、入国管理制度、高等教育など、きわめて幅広い政策分野との関連を

持つが、それらをすべて俯瞰の対象にすることはかえって焦点をぼかしてしまう恐れがあり、ま

た限られた紙面で記述することは現実的ではない。そのため、本報告書では科学技術に特に強く

関連する領域（研究開発、教育等）の調査にとどめた。 

 

俯瞰の骨格 

STI 推進基盤政策の俯瞰にあたっては、科学技術・学術政策研究所（以下、NISTEP）の「重

要施策データベース13」の分類を土台とした。この重要施策データベースでは、1950 年代から現

在に至る科学技術白書、1990 年台以降の科学技術基本計画等に記載された STI 政策に関する記

述が整理されている14。NISTEP ではその記述をもとに有識者を交えた議論を踏まえて、合計 33

の施策群に分類している。ただしこの中には宇宙・航空、ライフサイエンス等の個別分野の研究

施策も含まれていること、基本政策が研究機関ごとに細かく分類されていること等、STI 推進基

                                                 
9 同上。CRDS では 2007 年から 2 年ごとに「研究開発の俯瞰報告書」を発行して、科学技術分野における研究開発の現状の全体像を把

握し、分野ごとに今後のあるべき方向性を展望している。これらの報告書の中では主要な研究開発領域ごとの主要国（日本、米国、欧

州、中国、韓国）間の国際比較も行っている。 
10 2008 年に日本学術振興会が新規科研費研究種目「新学術領域研究」を設置したことが一例。 
11 2011 年に開始された「テニュアトラック普及・定着事業」が一例。 
12 2015 年に開始された「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」が一例。 
13 http://www.nistep.go.jp/research/scisip/database-of-sandt-and-innovation-policy （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
14 科学技術・学術政策研究所「科学技術イノベーション政策における重要施策データベースの構築」[NISTEP NOTE（政策のための科

学）008]（2013 年 11 月） 

http://www.nistep.go.jp/research/scisip/database-of-sandt-and-innovation-policy
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盤政策を横断的に俯瞰するには不便な点があった。 

そこで本報告書では、この中から個別分野の研究施策を除いて、STI 推進基盤に特に関係する

計 21 分類を選択した上で、俯瞰が細分化しすぎないように、さらに整理を行い、最終的に表 1-1

に示す 10 の俯瞰領域に統合して使用した。 

なお、STI 推進基盤と重要施策データベースの対応については表 1-2 にまとめた。 
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STI 推進基盤政策の俯瞰領域 

次の表の 10 領域に沿って STI 推進基盤政策を俯瞰した。 

 
表 1-1 STI推進基盤政策の俯瞰領域 

俯瞰領域 内容 

①基本政策と推進体制 科学技術政策に関連する基本的戦略・政策、推進体制等 

②人材育成 科学技術人材の育成・確保、教育環境の整備や大学改革等 

③産学官連携 産学共同研究・受託研究や研究成果の事業化等 

④地域振興 大学を中心とした地域振興への支援等 

⑤知的財産・標準化 科学技術に関する知的財産の体制整備や国際標準化への対応

等 

⑥研究基盤整備 大型研究施設と知的情報基盤の整備及び共用等 

⑦研究開発資金 研究開発資金制度及び予算プロセス等 

⑧評価システム 研究開発評価、研究開発機関評価等 

⑨国際活動 国際交流や大規模国際協力プロジェクト、科学技術外交等 

⑩科学技術と社会 Society 5.0、SDGs、科学技術外交、ELSI15（研究倫理を含む）、

科学コミュニケーション等 

 

俯瞰の情報源 

科学技術白書、行政事業レビューシートをはじめ、総合科学技術・イノベーション会議や関係

府省庁等の公表情報を幅広く収集した。また、有識者や行政担当者からの情報提供も適宜参考に

した。 

 

俯瞰の対象期間 

本報告書では、原則として 1995 年の科学技術基本法制定以降から 2019 年までを俯瞰の対象期

間とし、必要に応じて 1995 年以前及び 2020 年予定の政策・事業についても取り上げた。 

 

各俯瞰領域の記述方針 

本報告書では、上記の 10 領域それぞれについて政策的枠組み及びその変遷を理解することを

基本的な目標として、各領域の主要な戦略・政策、施策、制度・事業を可能な限り取り上げ、以

下の方針に基づき整理した。 

・ 各領域の俯瞰は、1995 年以降の政策や施策等の流れをまとめた概要の文章（2～4 ページ）

と、具体的な施策等の流れを年代順に系統図としたものを一組として構成した。 

・ 本報告書の後半にある年表は 2 種類ある。 

・ 一つは社会全般から科学技術を眺めた社会年表である。「社会の主な出来事」、「科学技術に関

連する主な出来事」の 2 項目を年単位で並べて構成している。「社会の主な出来事」、「科学技

術に関連する主な出来事」については『科学的助言』（2016 年）の年表からピックアップし、

CRDS がそれぞれの概要を追記した。 

・ 第二の年表は政策年表である。年順に戦略・政策（科学技術政策、関連政策）、施策、制度、

事業を一件一行で掲載している。その件が「2.1 基本政策と推進体制」から「2.10 科学技術

と社会」までの 10 領域のいずれに対応するかを領域欄のマークで示している。 

 ◎はその領域において重要と考えられる基本的な法律や指針等である。 

 〇は具体的な制度や事業を意味する。 

 一行の中で複数の領域欄にマークが付いているものは、それらの領域に共通すること

を意味する。 

・ 文章内の年は西暦で記した。年度が特別な意味を持つ場合は「（西暦）年度」と記した。年表

内では年度を示す際に和暦で簡易表記した。（例：H23 は平成 23 年度の意味） 

                                                 
15 Ethical, Legal and Social Issues. 科学技術における倫理的・法的・社会的問題。 
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・ 制度・事業における「募集終了」は競争的資金における新規募集が終了したことを意味する16。 

・ 募集終了した事業、終了した事業、改称した事業、他事業に統合あるいは引き継がれた事業

には■記号を付した。 

・ 各事業の単年度予算がおおむね 50 億円以上の事業は太字・斜字・下線で、10～50 億円の事

業は太字で表示した。実施期間中に単年度予算が大きく変動した事業17については、初年度

から 2～3 年間程度の平均額を代表として用いた。 

▪ 科学技術関係経費については、制度面だけでなく、具体的にどのような予算規模やどのよう

な実施プログラムで配分されているかについて、別章（３．科学技術関係経費の俯瞰）で記

述した。 

・ 最近の動向の中で、特に注目する点を別章（４．最近の動向と課題）にまとめた。ここには

現在、検討が進められているが、まだ法律や事業の形で確定していないものも含めている。 

                                                 
16 競争的資金制度の場合、事業の期間と募集期間は同じとは限らない。募集が終了した後、その募集したテーマの活動が終了するまで
事業は継続する。 

17 複数年度にわたる競争的資金の事業の場合、毎年度の採択件数によって事業の予算額が変動する。また初年度は調査・準備のみを実

施する、あるいは最終年度に事業の事後評価のみを実施する等によって予算が著しく少額になっている場合がある。 
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表 1-2 本書で取り上げた STI推進基盤の俯瞰領域と 

NISTEP重要施策データベース分類の対応 

本書の STI推進基盤の俯瞰領域 NISTEP 重要施策データベースの分類 

①基本政策と推進体制 

1. 基本政策 

1.1 科学技術会議 

1.2 科学技術政策に関連する予算の総額 

1.3 行政体制 

1.4 国立試験研究機関、研究開発法人等 

1.5 大学 

1.6 日本学術会議及び学協会 

3.13 制度運用の改善 

②人材育成 
3. 科学技術システム改革 

3.1 科学技術人材 

③産学官連携 3.2 産学官連携、技術移転、研究成果の事業化 

④地域振興 3.8 地域における科学技術の振興 

⑤知的財産・標準化 
3.6 知的財産 

3.7 標準化 

⑥研究基盤整備 

3.5 情報基盤 

3.10 施設・大型設備 

3.11 知的基盤 

⑦研究開発資金 
3.3 公的研究開発 

3.4 民間助成 

⑧評価システム 3.12 評価システムの改善 

⑨国際活動 3.14 国際協力 

⑩科学技術と社会 

4. 科学技術と社会 

4.1 法的・倫理的・社会的課題への対応 

4.2 科学技術コミュニケーション 
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２．科学技術イノベーション推進基盤政策の俯瞰 

２.１ 基本政策と推進体制 

 

２.１.１ 基本的戦略・政策の変遷 

 

現在の日本における科学技術政策は、「科学技術基本法」と、これに基づいて作成される「科

学技術基本計画」を中心に実施されている。 

 

■科学技術基本法までの経緯 

第二次世界大戦後、我が国は敗戦の痛手から立ち直るための施策を次々に実行し、1960 年代の

高度成長期には GNP で世界第二位にまでに到達した。この成長期では欧米の技術や制度を模範

として、それを追求していくという“キャッチアップ”を国の基本戦略としていた。1970 年代には

財政赤字と貿易赤字の双方を抱えた米国との間で貿易摩擦が生じるようになり、米国から「基礎

研究ただ乗り」との声が出始めた。このような背景から、我が国の科学技術政策も基礎研究寄り

にシフトしていった。欧米の後追いではない独自の方向をめざす大型の取組み18が開始されたの

がこの時期である。 

しかし 1990 年代に入り、バブル経済が崩壊すると、日本は長期の経済停滞期に入り、不況に

よって民間部門の研究開発投資が縮減していった。このような中で、産業競争力の強化のために、

元々、諸外国より少なかった国の研究開発投資19を拡充することを求める声が高まった。 

 

■科学技術基本法 

「科学技術基本法」は 1995 年に議員立法で与野党の全会一致により可決成立した。この基本法

が作られた背景には、バブル経済崩壊の後遺症により経済が停滞し、円高の進行により輸出産業

が打撃を受けているのに加えて、将来的な高齢化、国際競争の激化が予想される中で、日本が知

的資源を活用して新産業を創出し、国を長期的な成長に向かわせ、人類が直面する諸問題の解決

に寄与する「科学技術創造立国」論が活発になったことが挙げられる。 

この基本法は、政府が予算を確保して総合的に科学技術を振興することを定めた初の法律であ

り、政府の科学技術政策にとって明確な法的枠組みとなっている。 

科学技術基本法では、総則において、科学技術振興のために次のような方針を挙げている。 

▪ 研究者等の創造性の十分な発揮 

▪ 科学技術と人間の生活、社会及び自然との調和 

▪ 広範な分野における均衡のとれた研究開発能力の涵養 

▪ 基礎研究、応用研究及び開発研究の調和のとれた発展 

▪ 国の試験研究機関、大学、民間等の有機的な連携 

また、国の責務として、科学技術の振興に関して総合的な施策を策定・実施すること、地方公

共団体の責務として、科学技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区

域の特性を生かした自主的な施策を策定・実施することを規定している。 

その上で、政府が、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「科学

技術基本計画」を策定し、その実施に必要な資金の確保を図ることとされている。さらに国が講

ずべき施策として、多様な研究開発の均衡のとれた推進、研究者等の養成確保、研究施設・設備

の整備、研究開発に係る情報化の推進、研究交流の促進、科学技術に関する学習の振興等を挙げ

ている。 

2019 年に入って、「科学技術基本法」自体の改正が議論され始めた。科学技術の研究開発と「イ

ノベーション」がきわめて近い位置に置かれるようになりつつあること、社会との関係を考慮す

る際に人文科学とも協働する必要が生じつつあること等が背景にある。基本法の対象となる科学

                                                 
18 たとえば「創造科学技術推進事業（ERATO）」（1981 年～）、情報科学分野の「第五世代コンピュータ・プロジェクト」（1982 年
～1992 年）、生物分野の「ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFSP）」（1990 年～）等。 

19 1995 年時点で、研究開発費の政府負担割合は約 25%で、米・仏・独・英と比較して低レベルであった。出典：科学技術・学術審議会

基本計画特別委員会第 10 回（2005 年 3 月 29 日）資料 2「第 3 期科学技術基本計画の重要政策（中間とりまとめ）（案）」 
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技術の範囲を大きく拡大して再定義するような方向で検討が進められている20。 

 

■科学技術基本計画 

科学技術基本法により政府に策定が義務付けられた「科学技術基本計画」は、10 年程度の将来

を見通しつつ、1996 年以降、5 年ごとに 5 期にわたり策定、実施されてきた。この間に見られた

変化としては、研究開発システムから科学技術イノベーションシステムへの範囲の拡大と、戦略

性・重点化の明確さが挙げられる（図 2-1）。 

1996 年に策定された「第 1 期科学技術基本計画」においては、政府の科学技術振興の活性化

を目指して、政府研究開発投資の拡充や競争的資金制度の拡大、ポスドク 1 万人計画などの振興

制度に関する政策方針が明記された。第 1 期の対象範囲は、概ね研究開発システムにとどまって

いた。 

2001 年の「第 2 期科学技術基本計画」では、21 世紀初頭に目指すべき国の姿として、「知の創

造と活用により世界に貢献できる国」（新しい知の創造）、「国際競争力があり持続的な発展ができ

る国」（知による活力の創出）、「安心・安全で質の高い生活のできる国」（知による豊かな社会の

創生）の 3 つを示し21、戦略的重点化として優先的に資源配分される 4 つの重点分野（ライフサ

イエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料分野）を設定した。競争的環境の整備と競

争的資金の倍増を掲げた他、産学官連携のための仕組みの改革や、科学技術の倫理と社会的責任

も強調された。 

続く 2006 年の「第 3 期科学技術基本計画」では、第 2 期の重点分野と社会とのコミュニケー

ションの考え方が引き継がれるとともに、社会・国民との関係がより重視され、「社会・国民に支

持され成果を還元する科学技術」という基本姿勢を明らかにするとともに、重要となるイノベー

ションを明示的に取り上げた。その際、3 つの目指すべき国の姿の下に 6 つの大目標と 12 の中目

標を掲げて、政策目標を具体的に示すことによって、国が目指す方向性と科学技術政策の関係の

一層の明確化を図った。これらの目標を達成するために、研究開発の重点化を図り、重点推進 4

分野（ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料）及び推進 4 分野（エネル

ギー、ものづくり技術、社会基盤、フロンティア）を設定した。加えて、人材育成の重要性も改

めて示され、男女共同参画の重要性が強調され、女性研究者の採用目標が設定された。 

2011 年からの「第 4 期科学技術基本計画」は、前年の「新成長戦略22」の方針を、科学技術と

イノベーションの観点から具体化するものと位置づけられて、2010 年度内に策定される予定であ

った。しかし、公表直前に発生した「東日本大震災」（2011 年 3 月 11 日）の影響によって、総

合科学技術会議が大きく内容を見直し、科学技術に対する国民の信頼を回復するために、国とし

てリスクマネジメントや危機管理を含めた科学技術政策を真摯に再検討し、震災からの復興と再

生に取り組む必要があるとした。この第 4 期計画の第一の特徴は科学技術政策に加えて、関連す

るイノベーション政策も対象に含めて、「科学技術イノベーション政策」として一体的に推進する

としたことである。第二の特徴は、科学技術政策が国家戦略の根幹であり、また重要な公共政策

の一つと位置づけて他の政策と有機的に連携することを前提にした政策の展開を掲げた点にある。

計画では、まずこれまでの「分野別」の研究開発の推進だけで分野の縦割りが進むことを避ける

べく、国が取り組むべき課題をあらかじめ設定して推進する「課題達成型」のアプローチが明記

された。具体的には「震災からの復興」、「ライフイノベーション」、「グリーンイノベーション」

を掲げた。また科学技術イノベーション政策において PDCA サイクルを確立すること、それを担

保するために研究開発評価システムの改善と充実が必要であることを示した。 

2016 年に始まった「第 5 期科学技術基本計画」では、日本において科学技術の基礎研究力が

弱まっている点、大学の改革等が遅れている点等を指摘した上で、産学官・国民が協力して「世

界で最もイノベーションに適した国」へと導くための計画とした。特に世界に先駆けた「超スマ

ート社会の実現」に向けた取組を「Society 5.023」とし、強力に推進することとしている。第 5

                                                 
20 「４．最近の動向と課題」参照。 
21 この中で知の創造については「50 年間にノーベル賞受賞者 30 人程度輩出する」という象徴的な目標も書かれている。 
22 「新成長戦略～『元気な日本』復活のシナリオ～」（2010 年 6 月 18 日閣議決定） 
23 第 5 期基本計画においては、Society 5.0 の例示として、「高度道路交通システム」、「エネルギーバリューチェーン」、「新たなも

のづくりシステム」、「地域包括ケアシステム」、「インフラ維持管理・更新」等、12 の社会システムを掲げており、それを「規制

改革」、「標準化」、「人材育成」等の超スマート社会サービスプラットフォームが支える構成を想定している。 
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期の特徴は、毎年、総合戦略を策定する他、計画進捗を把握するための目標値と主要指標の設定

を初めて掲げた点にある24。目標値とは基本計画によって達成すべき国の姿を示すもので、若手

の大学教員数の増加、トップ 10%論文の増加等、計 8 つを設定している。さらに本計画全体の方

向性や進捗及び成果の状況を定量的に把握するためのものとして主要指標（第 1 レイヤー指標）

と、政策分野毎に状況を把握するためのさらに細かい第 2 レイヤー指標が設けられる25。 

2019 年に入ると、4 月に次期科学技術基本計画の策定が正式に諮問された。総合科学技術・イ

ノベーション会議（CSTI）（後述）はこれを受けて、専門調査委員会を設置して検討作業を開始

した。まず 2020 年 3 月までに第 5 期科学技術基本計画で設けた目標の達成状況を中間レビュー

し、それを反映させて 2020 年度末までに、第 6 期科学技術基本計画の答申案を定める予定であ

る26。 

 

 
（第 5 期科学技術基本計画・関係資料図 1-127を元に CRDS 作成） 

図 2-1 これまでの科学技術基本計画の概要 

 

■科学技術イノベーションに関係する戦略 

科学技術イノベーションに関連して、科学技術基本計画以外の総合的な政策文書としては、

2007 年の長期戦略指針「イノベーション 25」や、2013 年に初めて策定された「科学技術イノベ

ーション総合戦略」が挙げられる。前者の「イノベーション 25」では、2025 年までを視野に入

れて、社会システムと科学技術の一体的戦略として「生涯健康な社会」、「安全・安心な社会」等

の社会像を描き、それに向けて科学技術を推進することをめざしたが、その後起きたリーマン・

                                                 
24 すでに第 4 期科学技術基本計画において PDCA サイクルの重要性に触れていたが、すべての目標が明示されていなかったため、フォ
ローアップとしては十分とは言えなかった。 

25 総合科学技術・イノベーション会議有識者議員ペーパー「第 5 期科学技術基本計画における指標及び目標値について」（2015 年 12

月 18 日）では、 “健康診断の役割を果たすもの、つまり、血液等を測定することにより、健康状態を間接的に把握するようなもの”

と表現されている。 
26 「４．最近の動向と課題」参照。 
27 https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5siryo/5siryo.html （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
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ショックや東日本大震災等の突発的事情もあったため、十分なフォローアップがなされなかった。

このような自然環境や社会・経済環境の激変に対応してゆくためには、短い期間内でよりダイナ

ミックに戦略を見直す仕組みが必要とされた28。そこで後者の「科学技術イノベーション総合戦

略」は、5 ヶ年を見通した科学技術基本計画と整合性を保ちつつ、毎年度の科学技術イノベーシ

ョン政策の長期ビジョンの実現と喫緊の課題推進のための方針を示すものとして、「総合科学技

術・イノベーション会議（CSTI）」（後述）が中心となって、2013 年以降、毎年策定されること

となった。 

「第 5 期科学技術基本計画」の折り返し地点にあたる 2018 年には、世界的にイノベーションが

急速に進展し、過去の延長線上の政策では世界に勝てないとの問題意識の下に、従来の「科学技

術イノベーション総合戦略」に代えて「統合イノベーション戦略」29が策定された。この「統合

イノベーション戦略」は、基礎研究から社会実装・国際展開までを「一気通貫」で実行するべく

「政策を統合」することが強く意識されているという点において、従来の総合戦略の名称変更にと

どまらず、経済社会システム全体を大胆に変革するという意思表示と理解される30。 

また科学技術イノベーションに関係が深い戦略文書として、「未来投資会議31」から出される「未

来投資戦略32」がある。この戦略は将来の成長に資する分野における大胆な投資を官民連携して

進め、「未来への投資」の拡大に向けた成長戦略と構造改革の加速化を図ることを目的としており、

特に 2017 年版、2018 年版では Society 5.0 の実現を通して日本経済全体の生産性の底上げをは

かる狙いを明らかにしている。 

 

２.１.２ 推進体制の変遷 

 

■内閣府の誕生、総合科学技術会議から総合科学技術・イノベーション会議へ 

我が国は 2001 年の中央省庁再編において、内閣・官邸機能の強化等により、効率的かつ透明

な政府の実現を目指した。科学技術推進体制においても抜本的な変更がみられた。このときにそ

れまで科学技術政策の中核を担ってきた「科学技術会議33」（総理府）が廃止されて、総理府に代

わって新設された「内閣府」に「科学技術政策担当大臣」及び「総合科学技術会議34」が置かれ

た。 

「総合科学技術会議」は、2001 年の中央省庁再編の際に、内閣府に「重要政策に関する会議」

の一つとして設置された。我が国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から、総合的・

基本的な科学技術政策の審議、科学技術に関するリソース配分方針やその他の重要事項の審議、

そして大規模な研究開発や国家的に重要な研究開発の評価を行うこととされた35。会議は、内閣

総理大臣を議長とし、内閣官房長官、まとめ役としての科学技術政策担当大臣、総務、財務、文

部科学、経済産業大臣といった関係閣僚と、常勤・非常勤の有識者、及び日本学術会議議長で合

わせて 14 名の議員から構成された。この会議では 2010 年から「科学技術重要施策アクション・

プラン」を毎年策定し、10 年後を見据えた科学技術政策の行動計画とした。 

その後、政策推進体制の抜本的強化のために総合科学技術会議を改組する案が提起され36、2014

                                                 
28 「科学技術イノベーション総合戦略～新次元日本創造への挑戦～」（2013 年 6 月 7 日閣議決定）,p.3 
29 第 2 次安部内閣の発足（2012 年）後、金融政策、財政政策及び成長戦略を「三本の矢」とする“アベノミクス”政策が実施され、2015

年には一億総活躍社会を目指す政策（新・三本の矢）、さらに 2017 年末には「生産性革命」等の「新しい経済政策パッケージ」がま
とめられた。「統合イノベーション戦略」の記述（p.1，p.3）によれば、この生産性の大幅改善と、イノベーション能力の一層の向上

がアベノミクスの持続性を担保する上での喫緊の課題となったこと、さらに第 5 期基本計画及び総合戦略 2017 の取組みが満足な成果

を挙げているとは言えないことが、統合戦略化の背景にあるとされる。 
30 統合イノベーション戦略（p.2）では、『我が国の「既存の制度の均衡」を安定的に支えてきた要素を、世界の環境変化に合わせて有

機的に再構築する』と表現している。 
31 2013 年に日本経済再生本部に設置された「産業競争力会議」と「未来投資に向けた官民対話」が 2016 年に統合されたもの。 
32 2016 年までは「日本再興戦略」。 
33 Council for Science and Technology（CST）. 1959 年 2 月に科学技術会議設置法（昭和 34 年法律第 4 号）に基づき、科学技術（人

文科学のみに係るものを除く）に関する内閣総理大臣の諮問機関として総理府に設置。 
34 Council for Science and Technology Policy (CSTP). 前身は科学技術会議（1959 年設置）。科学技術基本法以降、科学技術会議は「科

学技術基本計画について」（1996 年 6 月）、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」（1997

年 8 月）等の答申を行った。 
35 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第二十六条 
36 新成長戦略（2010 年 6 月 18 日閣議決定）や第 4 期科学技術基本計画等において、「科学技術イノベーション戦略本部（仮称）」を

創設することが謳われた。 
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年に内閣府設置法の一部が改正された。その改正点は、①従来の「科学技術の振興」に加えて、

「研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備

に関する事項」が内閣府及び同会議の所掌事務に追加、②総合科学技術会議から「総合科学技術・

イノベーション会議（CSTI）」へ改組37、③司令塔機能の強化に資するため文部科学省から経費

の見積り方針調整と科学技術基本計画の策定及び推進に関する事務の移管、などであった。 

すなわち「総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）」の役割は、以下の事柄について、総

理大臣や関係大臣の諮問に応じて調査審議を行い、あるいは諮問がなくとも必要に応じて意見具

申を行うこととされた。 

(ア) 科学技術の総合的・計画的な振興を図るための基本的な政策（科学技術基本計画や国の

研究開発計画に関する大綱的指針など） 

(イ) 科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の方針やその他の科学技術の振興に関する

重要事項 

(ウ) 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発の評価 

(エ) 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合

的な整備についての調査審議 

これらのうち、（ア）「基本的な政策」については、CSTI は「科学技術基本計画」の策定とフ

ォローアップを行っている（現在は第 5 期基本計画のフォローアップと第 6 期基本計画の検討を

実施中）。また、2013 年からは、中期計画である基本計画と整合性を保ちつつ、最近の状況変化

を織り込み、科学技術イノベーション政策の全体像を含む長期ビジョンと、その実現に向けて実

行していく政策をとりまとめた短期の行動プログラムからなる「科学技術イノベーション総合戦

略」を毎年度策定してきた。2018 年には「統合イノベーション戦略」（前述）として、基礎研究

から社会実装まで一気通貫の統合的かつ具体的なイノベーション戦略を策定する方針を打ち出し

た。 

（イ）の役割としては、2013 年 6 月以降、科学技術政策担当大臣を議長とし、CSTI 議員と関

係府省の担当局長クラスで構成される「科学技術イノベーション予算戦略会議」が開催され、関

係府省の緊密な連携と調整を行うことで予算の重点化、政府全体の課題の解決等の一層の促進を

図ってきた。2018 年の「統合イノベーション戦略」策定以降は、内閣が主体となる「統合イノ

ベーション戦略推進会議38」が設置され、CSTI もその中に加わる形となった。2019 年に統合イ

ノベーション戦略推進会議において「統合イノベーション戦略 2019」がとりまとめられた。 

さらに CSTI はイノベーション推進のための府省横断型の新たなプログラムを設けている。そ

れらは、府省・分野の枠を超えて自ら予算配分して基礎研究から出口（実用化・事業化）までを

見据え規制・制度改革を含めた取組を推進するための「戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）」（2014 年～）や、実現すれば産業や社会のあり方に大きな変革をもたらす革新的な科学

技術イノベーションの創出を目指しハイリスク・ハイインパクトな挑戦的研究開発を推進するた

めの「革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）」（2013 年～18 年）である。この他、CSTI

と「経済財政諮問会議」が合同で取りまとめた「科学技術イノベーション官民投資拡大イニシア

ティブ」（2016 年 12 月）に基づき、「官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）」が 2018 年

に創設された。本プログラムは、600 兆円経済の実現に向けた最大のエンジンである科学技術イ

ノベーションの創出に向け、官民の研究開発投資の拡大等を目指している。2019 年には「ムーン

ショット型研究開発事業」が創設された。この事業では、我が国発の破壊的イノベーションの創

出を目指し、従来の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進することを目

指している。 

 

■文部科学省の誕生 

2001 年の中央省庁再編時に、文部省と科学技術庁の統合により「文部科学省」が設置された。 

文部科学省の発足により、それまで異なる省庁の下にあった教育（人材育成）、特に大学におけ

る学術研究と科学技術が一つの省の所管となり、科学技術をより総合的に推進しやすくなったと

                                                 
37 Council for Science, Technology and Innovation (CSTI). 総合科学技術・イノベーション会議は科学技術にとどまらず、人文・社会
科学も含み、倫理問題等の社会や人間との関係を重視した活動を行うとされている。 

38 2018 年 7 月発足。イノベーション関連の司令塔機能の強化を図る観点から、CSTI はじめ、IT 本部、知財本部、健康・医療本部、宇

宙本部、海洋本部等を集め、議長を官房長官、議長代理を科技大臣、副議長を関係本部担当大臣とする。 
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いえる。文部科学省では、ライフサイエンス、材料・ナノテクノロジー、防災、宇宙、海洋、原

子力などの先端・重要科学技術分野の研究開発の実施や、創造的・基礎的研究の充実強化などを

進めている。 

文部科学省における科学技術の総合的な振興や学術の振興に関する諮問機関として、「科学技

術・学術審議会」が置かれている。その中には、研究開発計画の策定・評価について調査・審議

を行う「研究計画・評価分科会」や、学術の振興に関して調査審議を行う「学術分科会」など 6

つの分科会やそのほか部会、委員会が置かれている。 

文部科学省の下での科学技術に関する研究開発等の実施は、独立行政法人39や国立大学法人が

担っている。これらの独立行政法人のうち、2015 年からは「国立研究開発法人」（後述）として、

「理化学研究所」、「日本原子力研究開発機構（JAEA）」、「宇宙航空研究開発機構（JAXA）」、「海

洋研究開発機構（JAMSTEC）」、また旧国立試験研究所である「物質・材料研究機構（NIMS) 」、

「放射線医学総合研究所」（現「量子科学技術研究開発機構（QST）」の一部）、「防災科学技術研

究所（NIED）」が位置づけられた。さらに、科学研究費補助金の配分や学術分野の国際交流を担

う独立行政法人である「日本学術振興会（JSPS）」や科学技術イノベーション創出に貢献する多

様な事業を実施する「科学技術振興機構（JST）」などのファンディング機関がある。このほか、

文部科学省直轄の国立試験研究機関として科学技術政策や科学技術イノベーションに関する調査

研究を行う「科学技術・学術政策研究所（NISTEP）」がある。 

 

■日本学術会議の体制強化 

「日本学術会議」（1949 年設立）は、我が国の行政、産業、国民生活に科学を反映・浸透させる

ことを目的に設けられた特別の機関である。我が国の人文・社会科学と自然科学の全分野の科学

者を代表する 210 名の会員と約 2,000 名の連携会員により構成されている。学協会との連携によ

り、科学者間のネットワークを構築し、人文・社会科学、生命科学、理学・工学の 3 つの部会や

分野別委員会、課題別委員会において科学に関する重要課題を審議し、政府に対する政策提言と

して取りまとめている。 

「日本学術会議」については、2001 年に発足した「総合科学技術会議」においてそのあり方に

関する検討が行われ、2005 年に「日本学術会議法」の一部が改正された。この改正では、「日本

学術会議」が「総合科学技術会議」と連携して科学技術の推進に寄与するために、日本学術会議

の所管が総務省40から内閣府に移された。さらに、個別の学術研究団体の利害にとらわれない政

策提言を目指す観点から、会員の選考方法が、学術研究団体の推薦制から日本学術会議自身によ

る会員候補者選考へと変更された。 

 

■研究開発機関の法人化 

我が国の主要な研究開発機関については、2000 年に閣議決定された「行政改革大綱」に基づき、

その独立行政法人化も進み、「国立大学法人法」（2003 年成立）にもとづいて 2004 年には国立大

学と大学共同利用機関が法人化され、それぞれ「国立大学法人41」、「大学共同利用機関法人42」

となった。さらにその年、「地方独立行政法人法」（2003 年成立）による「公立大学法人制度」が

創設され、地方公共団体の選択により公立大学の独立行政法人化が可能となった。 

2008 年の「研究開発力強化法43」（議員立法）において「研究開発法人」が定義され、最も適

切な研究開発法人のあり方を検討・措置することが決定された。 

その後、各省庁の下で研究開発を実施する独立行政法人については、2013 年 6 月の「科学技

術イノベーション総合戦略」等においてその機能強化を図る上で制度改革の必要性が指摘され44、

                                                 
39 独立行政法人一覧（2019 年 4 月 1 日時点） https://www.soumu.go.jp/main_content/000544212.pdf （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
40 2001 年の中央省庁再編に伴い、総理府から総務大臣の所轄に移っていた。 
41 大学ごとに法人化し、自律的で弾力的な運営を確保することを目的とした。当初 89 大学法人。その後統合が進み、2019 年現在で 86

大学法人。 
42 大学共同利用機関法人人間文化研究機構、大学共同利用機関法人自然科学研究機構、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究

機構、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の 4 法人が設立。 
43 2008 年 6 月 11 日公布。正式には「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関
する法律」（平成二十年法律第六十三号）。 

44 2013 年 6 月 7 日閣議決定。この中で「研究開発法人を、国家戦略に基づき、大学や企業では取り組みにくい課題に取り組む研究機関

であることを制度的に明確に位置づけること」とされた。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%93%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E6%A7%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E6%A7%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%99%A8%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E6%A7%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%99%A8%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E6%A7%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E6%A7%8B
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直後の「日本再興戦略45」では「世界最高水準の法人運営を可能とする新たな制度を創設する」

こととされた。同年 12 月には「研究開発力強化法」の一部が改正46され、研究開発の特性を踏ま

えた世界最高水準の法人運営を可能にするための法制度を速やかに措置することが定められた。 

このような検討と法改正を経て、2013 年 12 月の「独立行政法人改革等に関する基本的な方針
47」においては、独立行政法人を事務・事業の特性に応じて「中期目標管理型の法人」、「単年度

管理型の法人」又は「研究開発型の法人」の 3 つに分類した。そのうち、研究開発型の法人には、

「国立研究開発法人」という名称を付すこととされたほか、研究開発成果の最大化という目的の下、

目標設定や業績評価のあり方に配慮がなされることとなった。これらの方針を受けて、2014 年に

「独立行政法人通則法」（1999 年制定）の一部が改正48され、研究開発を主たる業務とした独立行

政法人が、その研究開発に係る事務及び事業の最大限の成果を確保できるようにすることを目的

として、「国立研究開発法人」となることを定めた。これにより、2015 年 4 月に新たに 31 の国

立研究開発法人が発足した。 

その後、「研究開発力強化法」は 2019 年 1 月にさらに改正49され、大学や国立研究開発法人を

中心としたイノベーション創出の仕組みが強化された。たとえばスタートアップへの支援強化（国

立研究開発法人の出資先拡大等50）、研究開発資金の柔軟運用（資金配分機関における基金の迅速

な造成等）、その他イノベーションを生み出すための環境の整備（若年研究者の雇用安定化、クロ

スアポイントメントの活用等）が盛り込まれた。 

 

■総合的な大学改革の動き 

大学では多数の研究者が最先端の科学技術の研究にたずさわっており、さらにその知識を継承

する人材の教育もおこなっている。科学技術イノベーション政策の俯瞰にあたっては、この大学

組織における近年の改革の動きを把握することが重要である。 

2006 年、「教育基本法」の一部が改正され、大学の基本的な役割として、これまでの教育、研

究に加えて、社会貢献が盛り込まれた。これを受けて、大学は地域社会への貢献や産学連携など

の活動に一層積極的に取り組むようになった。さらに、2012 年に文部科学省は大学改革の方向性

を示した「大学改革実行プラン」を公表した。翌年にはガバナンス機能強化や大学の強み・特色・

社会的な役割の明確化等を示した「日本再興戦略」及び「第 2 期教育振興基本計画」が閣議決定

された。これらを踏まえ、文部科学省は 2013 年から 2015 年を改革加速期間として設定した「国

立大学改革プラン」(2013 年)を公表して、国立大学の機能強化に取り組んだ。その一環として、

大学の教育研究環境の整備を主な目的とした事業が次々に開始された。 

2014 年には「国立大学法人法」の一部が改正（施行 2015 年 4 月）され、大学のガバナンス改

革を促進するため、大学運営における学長のリーダーシップの確立に向けて、副学長・教授会等

に係る規定が見直されるとともに、国立大学の学長選考の透明化等を図ることとされた。 

2015 年の「国立大学経営力戦略」は、多様な役割を担う国立大学がそれぞれビジョンの明確化、

責任ある経営体制の確立等の変革を行うことを求めて、個々の国立大学の特徴に合わせて、①地

域に応える人材育成・研究の推進、②分野ごとの優れた教育研究、③世界トップクラスの卓越し

た教育研究、の 3 つに分類した上で重点支援を行うことを表明したものである。各大学にとって

は、運営交付金の重点支援を受けるには自らのあり方を再定義する必要があったため、結果的に

個々の国立大学の選択によって全体として 3 つのタイプに分かれることになった（2015 年時点

で①のカテゴリー55 大学、②のカテゴリー15 大学、③のカテゴリー16 大学）。さらにこの戦略

は、年棒制、クロスアポイント制の導入など、意欲のある若手大学教員が活躍しやすい環境整備

                                                 
45 「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」（2013 年 6 月 14 日閣議決定）の中で「関係府省が一体となって、独立行政法人全体の制度・組

織の見直しを踏まえつつ、研究開発の特性（長期性、不確実性、予見不可能性及び専門性）を踏まえた世界最高水準の法人運営を可能
とする新たな制度を創設する（次期通常国会に法案提出を目指す）」とある。 

46 2013 年 12 月 13 日公布。改正の骨子は、(1)研究開発法人、大学等の研究者等について労働契約法の特例を定めること、(2)研究開発

等に対して必要な資源の配分を行うことの明確化、(3)研究開発法人に対する出資等の業務の追加、(4)研究開発等を行う法人に関する
新たな制度の創設に関する規定の整備等である。 

47 2013 年 12 月 24 日閣議決定 
48 2014 年 6 月 13 日公布 
49 同時に「研究開発力強化法」は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改称された。 
50 出資可能な国立研究開発法人の拡大（3 法人から 22 法人へ）、出資先の拡大（研究開発法人発ベンチャーに加えて、ベンチ ャーキャ

ピタル、成果活用を支援する法人等）。 
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や、大学経営人材の確保と育成についても強調した。 

 

■科学技術政策の専門調査部門の設置 

科学技術政策の分野では、1988 年に科学技術庁（現・文部科学省）の中に「科学技術政策研究

所」が設置されて、国の科学技術政策立案プロセスの一翼を担ってきた（2013 年 7 月に「科学

技術・学術政策研究所51（NISTEP）」に改組）。その後、2000 年代に入って、その他の公的機関

の中にも政策・戦略の提案や研究費配分に係る調査分析を行う内部組織が次々と設立された。例

えば、2001 年に独立行政法人「経済産業研究所（RIETI）」が、2003 年に日本学術振興会（JSPS）

に「学術システム研究センター（RCSS）」が、科学技術振興機構（JST）に「研究開発戦略セン

ター（CRDS）」が設置され、2014 年 4 月には「新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）」

にも「技術戦略研究センター（TSC）」が新設された。 

これらの背景には、科学技術の専門化と社会との相互作用の深化が進む中で、「従来型の行政・

政策の殻にとどまらず、ダイナミックかつ斬新な政策の企画立案能力を強化し、国際社会の中で

積極的な政策展開を行っていく」ために、「行政機関から一定程度の独立性を有して、行政官のみ

ならず民間や学界の有識者、さらには海外を含めた優れた研究者らが切磋琢磨し、中長期的に戦

略的な視点を持って、世界的水準に達した調査分析、政策研究、政策提言を行う、いわば政策形

成の新たなプラットフォームとなりうるような機関が必要不可欠」52との認識があった。 

 

■“世界最高水準”の研究開発機関の指定 

「第 5 期科学技術基本計画」に入ってから、世界の中でも最高水準といえる研究機関を特別に

指定し、制度的な優遇を与える動きが加速した。2016 年には「特定国立研究開発法人」が制度化

され53、国立研究開発法人の中でも“世界最高水準の研究開発の成果の創出が相当程度見込まれる”

機関として、「理化学研究所（RIKEN）」、「産業技術総合研究所（AIST）」、「物質・材料研究機構

（NIMS）」の 3 機関が指定された。同様に 2017 年には「指定国立大学法人」が制度化され、“世

界最高水準の卓越した教育研究活動を展開し、国際的な拠点となる54”国立大学法人に対して特別

な補助金を提供する他に、事業者への出資を認めるなどの裁量を持たせた。まず 2017 年 6 月に

3 大学（東北大学、東京大学、京都大学）が指定され、翌 2018 年 3 月に東京工業大学、名古屋

大学、2018 年 10 月に大阪大学、2019 年 9 月に一橋大学が追加指定され、計 7 大学となってい

る。 

 

■経済産業省、その他の関係省庁 

2001 年の中央省庁再編時に、通商産業省を基に設置された「経済産業省」は、科学技術イノベ

ーションに関しては産業技術政策を中心に、産業技術の研究開発と振興、産業人材、工業標準化・

計量、知的基盤、知的財産制度と不正競争防止、新産業創出や企業の経営環境関係を担っている。 

「経済産業省」の産業政策について調査・審議する審議会として、「産業構造審議会」が設置さ

れている。また、経済産業省の下の主な実施機関は、ファンディングや産業技術開発のプロジェ

クトを担う「新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）」、旧工業技術院傘下の国立試験研

究所を統合・改組して発足した「産業技術総合研究所（AIST）」、経済産業政策の調査分析や研究

を行う「経済産業研究所（RIETI）」が挙げられる。 

文部科学省、経済産業省以外にも、「厚生労働省」（主として医療関連）、「農林水産省」（主と

して農業・林業・漁業に関連）など多くの府省が、科学技術イノベーションに関与している。内

閣府では、毎年、そうした関連府省等を含む政府の科学技術関係予算を集計、公表している。そ

れによれば55、金額的に見ると、政府全体の科学技術関係予算（2019 年度当初）の内、文部科学

省と経済産業省が 7 割近くを占めている。 

また、2015 年に「外務省」に科学技術外交の強化のために「外務大臣科学技術顧問」が置か

                                                 
51 2013 年 7 月に科学技術・学術政策研究所へ改組 
52 経済産業研究所ホームページ「RIETI の目的」 https://www.rieti.go.jp/jp/about/about.html （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
53 「特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法」（2016 年 5 月 18 日公布） 
54 国立大学法人法の一部改正（平成 29 年施行）第 34 条 4 
55 内閣府「科学技術関係予算（H31 予算案・H30 補正予算案）の概要について」（2019 年 1 月） 

https://www8.cao.go.jp/cstp/budget/h31yosan.pdf （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
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れた。当該顧問は、外務大臣の活動を科学技術面でサポートし、各国の科学技術顧問・科学技術

分野の関係者との連携強化を図りながら、各種外交政策の企画・立案における科学技術の活用に

関する助言を行っている。 

 

■内閣内におかれた各本部 

内閣府の設立後、科学技術基本法に基づく体制と並行して、国全体として総合的、集中的に推

進すべき課題について基本法を制定し、内閣総理大臣を長とし、関係閣僚等を構成員とする本部

を設けて取り組むものが増えてきた。「IT 総合戦略本部56」（2001 年）、「知的財産戦略本部」（2003

年）、「宇宙開発戦略本部」（2008 年）、「健康・医療戦略推進本部」（2014 年）等、科学技術に関

係するさまざまな本部が続々と内閣内に設置された。また科学技術を中心とした地域振興や国際

活動の面において「まち・ひと・しごと創生本部」（2014 年）、「持続可能な開発目標（SDGs）

推進本部」（2016 年）も関連が深い。これらの各本部は、それぞれの分野の関係行政機関、独立

行政法人等から必要な情報を集めるとともに、戦略立案の司令塔の役割を担っている。 

 

■原子力規制委員会 

2011 年 3 月の東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を受け、原子力安全行政に対する

信頼回復とその機能向上を図るため、原子力の利用と規制を分離すること、「原子力安全委員会」

の機能も統合する方針の下、2012 年 9 月に国家行政組織法第三条に基づいて設置される独立性

の高い組織（三条機関）として、「環境省」の下に「原子力規制委員会」及びその事務局として

の「原子力規制庁」が設置された。これに伴い、経済産業省資源エネルギー庁に設置されていた

原子力安全・保安院及び内閣府に設置されていた原子力安全委員会が解散するとともに、文部科

学省及び国土交通省が所管してきた原子力安全に係る規制及び核不拡散のための保障措置等にか

かる業務が「原子力規制庁」に移管されることとなった。 

 

■ファンディング機関 

科学技術に関する主たるファンディング機関の概要は以下のとおりである。 

 

日本学術振興会（JSPS） 

2003 年に設立された文部科学省所管の独立行政法人である。前身は 1932 年に設立された財団

法人日本学術振興会である。我が国の学術振興を担う中核機関として、「科学研究費補助金（科

研費）」等学術研究の助成、研究者の養成のための資金支給、学術に関する国際交流の促進等の事

業を実施している。科研費助成は年間 2,000 億円以上に達しており、日本最大級のファンディン

グ機関である。 

 

科学技術振興機構（JST） 

前身は、1957 年に設立された日本科学技術情報センターと 1961 年に設立された新技術開発事

業団を母体として 1996 年に設立した特殊法人科学技術振興事業団である。科学技術基本計画の

中核的な実施機関として科学技術イノベーションの創出に貢献する事業を実施している。 

ファンディングの中核となる「戦略的創造研究推進事業」は、国が定める戦略目標の達成に向

けて、課題達成型の基礎研究を推進し、科学技術イノベーションを生み出す革新的技術シーズを

創出させることを目的としている。「未来社会創造事業」では、社会・産業ニーズを踏まえ、経

済・社会的にインパクトのあるターゲット（出口）を明確に見据えた技術的にチャレンジングな

目標を設定し、戦略的創造研究推進事業や科学研究費助成事業等の有望な成果の活用を通じて、

実用化が可能かどうか見極められる段階（概念実証：POC57）を目指した研究開発を実施してい

る。 

 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

前身は、1980 年に設立された新エネルギー総合開発機構である。技術の産業応用を促進する公

                                                 
56 正式には「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」 
57 Proof Of Concept. 
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的研究開発マネジメント機関として、経済産業行政の一翼を担い、「エネルギー・環境問題の解決」

および「産業技術力の強化」の二つのミッションに取り組んでいる。 

 

日本医療研究開発機構（AMED） 

2015 年に、医療分野の研究開発及びその環境の整備の実施、助成等の業務を行うことを目的と

する国立研究開発法人日本医療研究開発機構として発足。AMED は、健康・医療戦略推進本部が

策定する医療分野研究開発推進計画に基づき、再生医療、がんなどの 9 つの連携分野を中心とす

る医療分野の基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進・成果の円滑な実用化及び医療分野

の研究開発のための環境の整備を総合的かつ効果的に行う。 
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図 2-2 科学技術イノベーションに関連する主な組織 
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表 2-1 主な科学技術政策と推進体制の変遷
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２.２ 人材育成 

 

■若手研究者養成・拡大～ポスドク等一万人支援計画と任期制導入～ 

人材育成の分野では、「第 1 期科学技術基本計画」（1996 年）において、当時課題となってい

た若手研究者等の養成・確保の促進を目指して、二つの主要な施策が講じられた。一つは、若手

研究者層の養成、拡充等を図る「ポストドクター等 1 万人支援計画」である。もう一つは、研究

者の流動性を高め、研究開発活動の活性化を図るための国立試験研究機関の研究者や大学教員の

「任期制」導入に向けたシステムの整備である。 

「ポストドクター等 1 万人支援計画」については、関係省庁等の各種支援事業58により、1999

年度に目標がすでに達成され、それ以降、ポストドクターの数は毎年 1 万人を越える水準で推移

し、2015 年度時点で 1 万 6 千人程度のポストドクターが研究に従事している59。 

一方、研究者や大学教員の「任期制」導入60については、これに資する取組として、1997 年に

国立試験研究機関や大学等における制度整備や若手研究者を対象とした競争的資金制度が設けら

れたものの、第 1 期科学技術基本計画の最終年度である 2000 年度の時点では任期制導入の拡大

は十分進展しなかった。だが、続く「第 2 期科学技術基本計画」期間中には、競争的な研究開発

環境の中で研究者が活動できるよう「任期制の広範な定着」が進められた。すなわち、2001 年に

「研究者の流動性向上に関する基本的指針」（総合科学技術会議）が策定され、それに基づき、国

の研究機関等に対して任期制及び公募の方針を明示した計画の作成が促されたことで、任期を付

した雇用の割合が大幅に拡大した61。また、若手研究者による研究の支援を目的として、科学研

究費補助金に若手研究者対象の研究種目を新設するなど、様々な研究助成事業が設けられた。 

 

■多様なキャリアパスを視野に入れた人材育成 

こうして 2000 年代前半にはポストドクターの増加、任期を付した雇用の拡大はおおむね実現

したが、その反面、ポストドクターのキャリアパスの不透明性、任期付きの若手研究者の意欲喪

失などが新たな課題として指摘されるようになった62。 

一方、当時、国際競争が激化する中、科学技術人材の養成・確保が重要な課題として位置づけ

られるようになり、大学院教育の充実に対する社会的要請が強まった。2001 年の「大学（国立大

学）の構造改革の方針63」や、2005 年の「新時代の大学院教育64」、そして 2006 年には「大学院

教育振興施策要綱65」が打ち出され、大学院の充実・強化に向けた取組（大学院教育の実質化、

大学院教育の質の確保、国際競争力のある教育研究拠点の形成等）が提言された。 

これらを背景として、博士課程進学者やポストドクター・若手研究者を対象とした資金面での

支援に留まらず、研究と人材育成を一体的に実施し、社会が必要とする人材の育成のための施策

が必要となった。 

 

■教育環境整備支援 

「第 3 期科学技術基本計画」、「第 4 期科学技術基本計画」では大学院教育から若手研究者育成

までの一貫した人材育成施策により、人材の質の向上と活躍推進に取り組んだ。具体的には、「21

世紀 COE プログラム」（2002 年～08 年）を端緒として、「グローバル COE プログラム」（2007

                                                 
58 総合科学技術会議競争的資金制度改革プロジェクト第 8 回資料「ポストドクター制度の在り方について」（2003 年 1 月 21 日） 
59 NISTEP「ポストドクター等の雇用・進路に関する調査（2015 年度実績）」[調査資料-270]（2018 年 1 月） 
60 文部科学省大学審議会・答申「大学教員の任期制について」（1996 年 10 月 29 日） 
61 科学技術政策研究所、㈱三菱総合研究所「第 1期及び第 2期科学技術基本計画において定量目標の明示された施策の達成状況 報告書」

（NISTEP REPORT No.85、2005 年 3 月）. たとえば国立大学の任期制教員の割合は 0.1%（1998 年）から 5.8％（2002 年）へ、任
期制を採用する国公私大数は 21 校（1998 年）から 196 校（2002 年）へ、とそれぞれ増加が見られた。 

62 ポストドクターは今や我が国の研究活動の活発な展開に大きく寄与しているが、ポストドクター後のキャリアパスが不透明であると

の指摘（第 3 期科学技術基本計画本文）、また、流動性向上の取組が若手研究者の意欲を失わせている面もあると指摘（第 4 期科学
技術基本計画本文）がなされている。 

63 2001 年 6 月発表。同時期に発表された「大学を起点とする日本経済活性化のための構造改革プラン」と合わせて「遠山プラン」と称

されることがある。 
64 文部科学省中央教育審議会「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－」答申（2005 年 9 月 5 日） 
65 文部科学省公表（2006 年 3 月 30 日）。2006 年度～10 年度を実施期間として、今後の大学院教育の改革の方向性及び早急に取り組

むべき重点施策を明示した。 
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年～13 年）、「大学院教育改革支援プログラム」（2007 年～11 年）、「博士課程教育リーディング

プログラム」（2011 年～19 年）等が次々に設定された。これらのプログラムにおいては、特に現

在のグローバル化の時代において世界に通用する人材育成を念頭に、教育の質の向上が図られた。

さらに世界トップクラスの研究人材育成をめざす「スーパーグローバル大学創成支援事業」（2014

年～）、大学教育の多様化と質保証をめざす「大学教育再生加速プログラム（高大接続改革推進

事業）」（2014 年～19 年）が実施されてきた。 

「第 5 期科学技術基本計画」以降では、新たな研究領域に挑戦するような若手研究者に対して

安定かつ自立して研究を推進できるような環境や新たなキャリアパスを提示することを目的とし

て、研究機関のポストに対して研究者を公募するという「卓越研究員事業」（2016 年～）や、世

界に通用する質の保証された 5 年一貫の博士課程に対して支援しようとする「卓越大学院プログ

ラム」（2018 年～）などの事業が開始された。 

大学改革の流れの中で、特に大学院・博士課程の再構築は、人材育成と研究という大学にとっ

ての両輪となる基本のプロセスに直結した課題であるため、多くの大学が、前述した「博士課程

教育リーディングプログラム」（2011 年～19 年）による「リーディング大学院」の構築や、「ス

ーパーグローバル大学創成支援事業」（2014 年～）による世界トップクラス人材の育成プログラ

ムなどに積極的に参加している。 

 

■多様なキャリアパスの整備 

大学・大学院の教育環境の整備と平行して、社会の多様なニーズに対応しうる研究人材の育成・

確保のため、多様なキャリアパスの整備を目的とした取組が行われている。例えば、IT・ものづ

くり・ビジネスなどの特定分野の専門知識や能力を有する人材の育成支援（「ものづくり技術者

育成支援事業66」等）、産学が共同して人材育成のあり方を検討する「産学人材育成パートナーシ

ップ67」等が推進された。ポストドクターや若手研究者等のキャリアパスの整備については、企

業への「インターンシップ制度68」等や専任教員に向けた新たな仕組みである「テニュアトラッ

ク制」の導入69、若手研究者のキャリア選択に対する組織的な支援70への取組がみられる。さらに

支援ツールとして「博士人材データベース71」、研究者の「キャリア形成72」、「研究者検索73」等

の整備も推進されている。 

また、経団連の「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」は、民間企業が学生採用にあた

り、専門知識の他に文理の枠を超えた教養を求めるなど、大学等に期待するところを共同提言74と

して取りまとめ、未来投資会議や文部科学省中央教育審議会大学分科会等へ報告している。 

 

■研究支援人材育成とダイバーシティへの対応 

第 1 期から第 3 期までの「科学技術基本計画」では、研究者の育成とは別に、研究推進に係る

人材（研究支援者）の確保や体制整備の重要性が明記された。これらに関連する事業として、「重

点研究支援協力員制度75」（1995 年～2007 年）や「産業技術フェローシップ事業76」（2000 年～

10 年）が実施された。また 1996 年から博士課程学生を研究プロジェクトの研究補助者として雇

用し、給与や授業料を支給する「リサーチ・アシスタント（RA）制度77」も開始された。 

                                                 
66 2007 年～08 年。その後、「産学連携による実践型人材育成事業」に統合。 
67 産学の共通認識を醸成し、産学双方の具体的行動につなげるため、人材育成に係る横断的課題や業種・分野的課題等について幅広い
対話を実施する会合を創設（2007 年）。その後、情報処理分科会が「産学連携推進委員会」（事務局 IPA）を設置（2012 年）した後、

「高度 IT 人材育成産学連絡会」（2014 年）に移行。 
68 2005 年「派遣型高度人材育成協同プラン」等 
69 2006 年「若手研究者の自立的研究環境整備促進」事業、2011 年「テニュアトラック普及・定着事業」等 
70 2006 年「科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業」等 
71 NISTEP 博士人材データベース（JGRAD） http://jgrad.nistep.go.jp/home.html （2019 年 12 月 1 日閲覧）） 
72 JST 研究人材のキャリア形成支援サイト（JREC-IN Portal） https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
73 JST 新世代研究基盤リサーチマップ（researchmap） https://researchmap.jp （2019 年 12 月 1 日閲覧）） 
74 採用と大学教育の未来に関する産学協議会「中間とりまとめと共同提言」（2019 年 4 月 22 日）。政府への具体的な要望は、(1)文理
融合教育のための制度見直し、(2)データサイエンス等人材育成、(3)大学への寄付促進措置、(4)地域創生事業の継続的推進。 

75 科学技術庁が 1995 年に開始し、1997 年に科学技術振興事業団（現 JST）に事業移管、2007 年に全事業を終了。 
76 NEDO が「NEDO フェロー」として若手人材を公募し、雇用したうえで、研修と受入機関におけるカリキュラムに沿った OJT を組
み合わせ、産学連携を担う能力を備えた人材として養成する。2000 年度～10 年度。 

77 国立大学・大学共同利用機関に措置されている RA 経費については 2004 年度以降、国立大学法人化にともない、「国立大学運営費交

付金」に移行し、国立大学法人の裁量により運用。私立大学については、RA の活用に係る所要額の一部を、学校法人に対し補助。 



研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

21 

人
材
育
成 

さらに 2011 年に策定された「第 4 期科学技術基本計画」では、研究活動を効果的、効率的に

推進するための体制整備として、「リサーチ・アドミニストレーター（URA）」や知的財産専門家

等の多様な人材確保の支援の必要性が示され、政府は必要な施策の展開を図った78が、依然とし

て我が国の研究支援者数は主要国と比べて少なく、研究支援人材のキャリアパスの明確化及び体

系的な育成・確保のためのシステムの構築の必要性が指摘された79。そのため、「第 5 期科学技術

基本計画」では、プログラムマネージャー、URA や技術支援者等の人材の職種ごとに求められ

る知識やスキルの一層の明確化の必要性を打ち出している。 

また、女性研究者の活動支援として、2006 年に「女性研究者支援モデル育成事業」や日本学

術振興会の「特別研究員-RPD 制度」、さらに 2009 年には「女性研究者養成システム改革加速事

業」が新設された。2011 年から「女性研究者研究活動支援事業」（2015 年に「ダイバーシティ研

究環境実現イニシアティブ」へ名称変更）に引き継がれている。 

  

■専門性の高い人材の育成 

一方、労働人口減少の傾向の中で、多くの産業部門において高度な能力80を持った理工系人材

が強く求められている。「理工系人材育成戦略」（2015 年）では、産業界との対話と協働の場とし

て産学官円卓会議を開催し、産業界の期待にこたえる大学教育のあり方を議論している。また ICT

技術者の育成（「ICT 人材育成事業」）、データサイエンティストの育成（「データ関連人材育成プ

ログラム」）等、期待の高い特色ある人材の育成にも力を入れている。2018 年からは、より実践

的でハイブリッドな工学系人材の養成等をめざして、「未来価値創造人材育成プログラム」が開

始されている。 

また、「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）81」を踏まえ、AI や地域振興等

の学部横断的なテーマの教育・研究がしやすい「連携課程」を開設できるようにすることや、AI

教育のように高度専門人材が不足する分野について、民間の実務家教員の登用を促進するなど、

大学設置基準の改正をおこない、2020 年度からの導入を予定している。 

 

■研究力強化と若手研究者支援 

近年の我が国の研究力は、論文の質・量双方の観点での国際的な地位の低下、国際共著論文の

伸び悩み等にみられるように、諸外国に比べ相対的に低下していることが課題となっている82。

2019 年 4 月に文部科学省から公表された「研究力向上改革 201983」においては、研究「人材」

「資金」「環境」の改革を「大学改革」と一体的に展開することとしている。研究人材の観点から

は、若手のプロジェクト雇用において、任期が短く不安定な雇用形態が多くみられる若手研究者

の任期長期化（原則 5 年程度以上に）や、一定割合を自らの研究の時間に充当可能とする専従義

務の緩和等がまとめられた。内閣府においては、人材、資金、環境の三位一体改革により、我が

国の研究力を総合的・抜本的に強化するため、大学・国研等における企業との共同研究機能強化

や研究に優れた者が研究に専念できる仕組みづくりをはじめとする、人材・資金・環境に関する

項目が中心に検討され、「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」の策定がおこなわれた84。 

 

■研究拠点の形成 

世界最先端の研究開発を推進するためには、国内外の優れた研究者を惹き付け、国際研究ネッ

トワークのハブとなる研究拠点を形成する必要がある。また、産学官連携や地域振興の面から見

ると、産学官の研究機関が結集するオープンイノベーション拠点が日本各地に形成される意味を

持つ。研究拠点のあり方については、文部科学省において懇談会が設置され、「研究力強化に向け

                                                 
78 2011 年「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」事業等 
79 科学技術・学術審議会人材委員会提言（2015 年 1 月 27 日） 
80 ここでいう高度な能力とは、新しい価値の創造及び技術革新（イノベーション）、起業・新規事業化、産業基盤を支える技術の維持

発展、第三次産業を含む多様な業界での力量発揮の各場面で活躍することを指している。 
81 2017 年 3 月 6 日の中央教育審議会総会における「我が国の高等教育の将来構想について」の諮問を受け、2018 年 11 月 26 日の総会

においてとりまとめられた。 
82 例えば、「科学研究のベンチマーキング 2019-論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況-」（NISTEP） 
83 文部科学省において、高等教育・研究改革イニシアティブ（柴山イニシアティブ）（2019 年 2 月）を踏まえ、省内に研究力向上加速

タスクフォースを設置し、我が国の研究力の向上を図るための具体的方策を検討し、取りまとめた。 
84 CSTI 本会議（第 48 回）資料 1（2020 年 1 月 23 日） 
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た研究拠点の在り方について」（2017 年 4 月）が策定された。 

代表的な研究拠点形成の事業を二つ挙げる。 

 

○ 「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」（2007 年～） 

この事業は、高いレベルの研究者を中核とした世界トップレベルの研究拠点の形成を目指す構

想に対して、政府が集中的な支援を行うことにより、世界から第一線の研究者が集まる、優れた

研究環境と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」の形成を目指している。2019 年時点で 9 拠

点が進行中である。 

 

○ 「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）」（2013 年～） 

既存の概念を打破しこれまでにない革新的なイノベーションを創出するイノベーションプラッ

トフォームを我が国に整備することを目的とし、2013 年度より実施している。10 年後、どのよ

うに「人が変わる」のか、「社会が変わる」のかのコンセプトの下、その目指すべき社会像を見据

えたビジョン主導型の研究開発プログラムである。2019 年時点で 18 拠点が進行中である。 

 

■地域創生と大学人材 

2014 年の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」以降、日本の地域活性化とその地域に密着し

た大学のあり方が議論されてきた。そこでは地域の課題解決に貢献する大学研究、地域での人材

育成、地域への人材還流、さらには地方大学自体の活性化も期待されている。具体的な施策とし

て、「地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）」（2013 年～14 年）およびその後継の「地（知）

の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」（2015 年～19 年）、「専修学校による地域産業中

核的人材養成事業」（2017 年～）等が挙げられる。前述の「国立大学経営力戦略」（2015 年）の

重点支援も各道府県にある国立大学を地域の人材育成拠点とすることを意図したものといえる。 

また 2018 年から開始されている「地方大学・地域産業創生事業」は日本全国や世界中から学

生が集まるような特色のある大学作りを目標として、地域の優れた産学官連携の取組みに対して

新たな交付金を支援するものである。この事業の下で「地方と東京圏の大学生対流促進事業」等

を実施することとしている85。このような地方への人材誘導を促す事業の開始と並行して、東京

への学生集中を避けるために、2018 年度以降の大学開設に対しては「大学生の集中が進み続ける

東京 23 区においては、大学の定員増は認めないことを原則とする」という「文部科学省通知86」

が出された（2017 年）。 

地方に点在する大学が互いの研究教育のリソースを補い合い、地域全体として効率的な経営が

できることが望まれている。いわゆる大学の統合・合併である。国立大学については、2019 年 5

月に国立大学法人法の一部改正がおこなわれ、国立大学法人が複数の大学を設置することが認め

られた。この結果、国立大学法人東海国立大学機構の下で、岐阜大学と名古屋大学が統合される

ことになった。この他、公立大学の統合、私立大学の公立化等の動きも始まっている87。 

 

■若年層への理科教育 

我が国では 1990 年代半ば頃から、若者の理科離れが社会問題として取り上げられるようにな

り、文部省から理工系分野の大学が情報発信等に取り込むことの重要性を指摘した報告書88が公

表され、物理学会等から「理科教育の再生を訴える共同声明89」が出されるなどの動きがあった。

こうしたことを背景に、「第 1 期科学技術基本計画」では科学技術に関する学習の振興の必要性

が示され、政府は、若年層が科学技術を理解しやすくするため、子ども科学技術白書の作成や動

画・デジタル教材等の充実に取り組んだ。 

「第 2 期科学技術基本計画」の期間に入ると、さらに理科教育の充実をはかる総合的施策「科

                                                 
85 この他、「地方創生インターンシップ事業」（2016 年度より開始）、「地方創生・奨学金返還支援制度」（2015 年度より開始）等
も実施されている。 

86 「まち・ひと・しごと創生基本方針 2017」（2017 年 6 月 9 日閣議決定）を受け、文部科学省高等教育局長から各自治体と各大学へ

通知された（2017 年 9 月 29 日、29 文科高第 590 号）。 
87 「２．４ 地域振興」を参照。 
88 文部省報告書「大学の理工系分野の魅力向上と情報発信について」（1994 年） 
89 物理教育学会・物理学会・応用物理学会共同声明「理科教育の再生を訴える」（1994 年） 
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学技術・理科大好きプラン」（2002 年～）が開始された。このプランには「スーパーサイエンス

ハイスクール（SSH）90」（2002 年～）や「サイエンス・パートナーシップ・プログラム（SPP）
91」（2006 年～14 年）等の事業が含まれる。 

そして、「第 3 期科学技術基本計画」では、小学校・中学校・高等学校等の教員の質向上等に

向け、「理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事業」（2009 年～12 年）

などの取組が行われた。 

「第 4 期科学技術基本計画」では、初等中等教育段階から理数科目への関心を高め、理数好き

の子ども達の裾野を拡大する取組が行われた。 

「第 5期科学技術基本計画」期間に入った 2017年から始まった「ジュニアドクター育成塾」（JST）

では、理数分野で特に意欲や能力の高い小中学生を対象に、大学等が特別な教育プログラムを提

供してその伸長を支援する等、早期育成も進めている。 

 

  

                                                 
90 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業。科学技術系人材の育成のため、文科省より指定を受けた学校における独自のカリキ

ュラムによる授業や、大学・研究機関などとの連携、地域の特色を生かした課題研究など様々な取り組みを JST が支援する。 
91 サイエンス・パートナーシップ・プログラム（SPP）事業。中学校,高等学校等での大学、研究機関等の研究者による特別講義や、中

学生・高校生などが大学・研究機関等で最先端の科学技術を体験・学習する科学技術・理科学習プログラム、大学・研究機関等におけ

る教員研修への支援等がある。 
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２.３ 産学官連携 

 

■産学官連携に向けた法的整備 

産学官連携分野では、1990 年代から続く経済の低迷を背景に、主として国立大学が産み出す知

識を産業界に移転し、イノベーションを創出することを通して、持続的な経済発展を促すことを

目的として、様々な施策が講じられている。 

施策としては、1986 年に「研究交流促進法」が制定されて以降、大学等と民間企業とが共同研

究・受託研究を実施する「共同研究センター」（1987 年）や「ベンチャービジネスラボラトリ」

（1993 年）の整備等が行われた経緯がある。 

しかし、大学と民間企業の連携が本格化するのは、「第 1 期科学技術基本計画」期間中の「大

学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（TLO 法）」(1998

年)と「産業活力再生特別措置法（日本版バイ・ドール条項）」（1999 年）92の制定以後である。 

上記「日本版バイ・ドール条項」は、アメリカのバイ・ドール法(1980 年制定)を踏まえ制定さ

れ、これにより、国からの資金に基づいて実施された研究開発を通して成果が生まれた場合、こ

れまで国に帰属することとなっていた知的財産権は、受託者（主として民間企業）に帰属するこ

とが可能となった。また、大学等の研究者の研究成果を特許化し、民間企業等への技術移転を促

進する法人設立に関する法律の整備が行われた（上記「TLO 法」）。さらに、2000 年に制定され

た「産業技術力強化法」に基づく大学の研究者等に対する特許料・審査請求料の減免措置がとら

れ、2003 年には研究開発促進税制の抜本的な改革等が講じられ、共同研究数の増加、TLO(技術

移転機関)による技術移転の増加などの進展があった93。 

 

■産学官連携促進に向けた環境整備と研究資金助成 

2001 年の「第 2 期科学技術基本計画」からは、産学官連携を促進する制度体制の整備が進ん

でいる94。産学官連携の主な形態としては、次のようなものがある。 

▪ 企業と大学の「共同研究・受託研究」 

▪ 大学等の研究者による「技術指導・技術相談」等 

▪ 大学等の研究成果による特許等を活用した「技術移転」 

▪ 大学等の研究成果を活用した「ベンチャー創出」 

これらの各形態の連携に対して、環境整備と研究資金助成の両面で支援が行われてきた。 

具体的な環境整備事業としては、「産学官連携推進会議95」（2002 年）や「イノベーション・ジ

ャパン－大学見本市－96」（2004 年）等の「産学官交流の場の設定」、コーディネーター・目利き

などの産学官連携の触媒的役割を担う「人材の養成」、「国立大学法人化」（2004 年）を念頭に置

いた大学内の産学官連携・知財管理部門の設置等の「基盤整備の支援」が挙げられる。 

研究資金助成については、主に研究開発の実用化に向けた大学と企業との共同研究やベンチャ

ー創出に関する事業に関して行われた。 

こうして産学官連携関連の施策が展開され、共同研究等は着実に増加した。しかし、大学等の

シーズと産業界のニーズとのマッチング、両者間の戦略的・組織的な連携、知的財産の活用・特

許の質の確保などの面において、課題が指摘されることとなった97。 

ベンチャー創出については、2001 年、経済産業省が大学発ベンチャー創出促進を目的として「大

学発ベンチャー1,000 社計画（平沼プラン）」を公表し、大学発ベンチャー企業を 3 年間で 1,000

社にすることを目標に掲げた。2003 年度末にはこの 1,000 社計画を達成するに至ったが、その後

はいったん新規設立数の伸びは鈍った。最近では再び新規設立数が年 100 社以上の勢いとなり、

                                                 
92 2007 年、日本版バイ・ドール制度を恒久的な措置とするため「産業技術力強化法」に移管。 
93 文部科学省「平成 25 年度 大学等における産学連携等実施状況について」（2014 年 11 月 28 日）、経済産業省「大学発ベンチャー

に関する基礎調査」実施報告書（2009 年 3 月）。 
94 総合科学技術会議「産学官連携の基本的考え方と推進方策」（2002 年 6 月 19 日） 
95 第一線のリーダーや実務者等を中心に研究協議、対話・交流等を行うことを目的に、内閣府と日本経済団体連合会が主催、関係省共

催で開催された（2002 年～12 年の計 11 回）。 
96 大学等の研究成果の実用化を促進するための、全国規模での大学発「知」の見本市。2004 年から毎年開催。 
97 科学技術政策研究所「第 3 期科学技術基本計画フォローアップに係る調査研究」（2009 年 3 月）、科学技術政策研究所「大学等発ベ

ンチャー現状と課題に関する調査」（2009 年 12 月）。 
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2018 年度には存続 2,278 社となった98。 

 

■産学官連携の取組 

上述したような産学官連携に関する課題が指摘される中、2006 年から始まった「第 3 期科学

技術基本計画」ではイノベーション創出が強調され、大学の知の活用が重要視された。また、「教

育基本法」の改正（2006 年）により、大学の使命は①教育と②研究だけでなく、③社会貢献をも

含むことが明確化され、各大学の特色を活かしつつ、大学が主体的にその知を社会的価値の創造

へ繋げることが重要であるという認識が共有されるようになってきた。 

こうした動きを背景に、イノベーション創出の実現に向けて、産学官連携のさらなる強化が図

られている。例えば、大学の優れたシーズを活用した事業化の促進に向け、シーズ発見から研究

開発、事業化にいたる段階をシームレスに繋ぐため、大学と企業等の組織の連携により研究開発

段階から事業化までを行う「先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム」（2006 年～

18 年）、「先端イノベーション拠点整備事業」（2008 年～11 年）等の拠点形成事業や、産学の対

話を促す産学共創の場を設置する JST「産学共創基礎基盤研究プログラム99」（2010 年～14 年）

などの事業が新設された。また JST では従来の JST 企業化開発事業をより柔軟な形で適用し、

産学連携研究から大学発ベンチャー創出に至るまで研究開発課題の内容に応じた最適なファンデ

ィングを可能とするために、従来の「産学共同シーズイノベーション化事業」と「独創的シーズ

展開事業」に含まれていた 7 つの事業100を「研究成果最適展開支援事業（A-STEP）」に統合した

（2009 年）。 

さらに「第 4 期科学技術基本計画」期間には、社会ニーズを基に研究課題を設定し大学や企業

が拠点に結集することにより実現する「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）
101」(2013 年～)など、新たな取組が行われている。また、大学改革102における大学の機能強化実

現に向けたイノベーション創出のための取組として、大学が文部科学省・経済産業省から認定を

受けた投資会社や大学発ベンチャー支援ファンド等に出資103することが可能な「官民イノベーシ

ョンプログラム」（2012 年）も措置された104。2016 年には「日本再興戦略 2016」において、「2025

年度までに大学・国立研究開発法人に対する企業の投資額を OECD 諸国平均の水準を超える現在

の 3 倍とする」という政府目標が設定され、目標を踏まえて文部科学省と経済産業省が「イノベ

ーション促進産学官対話会議」を創設し、産業界から見た大学・研究開発法人が産学連携機能を

強化する上での課題を議論し、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」をまと

めた105。本ガイドラインに基づいて産学官連携活動に関する大学の取組を企業に対して紹介する

ための「大学ファクトブック」が 2018 年、2019 年にまとめられている106。 

 

■産学官連携の新たな取組 

新たな動きとして、2014 年に経産省主導の「研究開発型ベンチャー支援事業107」、そして JST

の「出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS）108 」が開始されて、既存の「社会還元加

速プログラム（SCORE）」及び「大学発新産業創出プログラム（START）」（2012 年～）と合わ

せて大学等発ベンチャーの創出及び事業育成をシームレスに支援する仕組みが整備された。さら

                                                 
98 経済産業省「2018 年度大学発ベンチャー調査～調査結果概要」（2019 年 5 月） 
99 2015 年より「研究成果最適展開支援事業」（A-STEP） へ統合 
100 「産学共同シーズイノベーション化事業」の顕在化ステージ、育成ステージ、「独創的シーズ展開事業」の独創モデル化、大学発ベ

ンチャー創出推進、委託開発、革新的ベンチャー活用開発（一般）、革新的ベンチャー活用開発（創薬）の計 7 事業。 
101 2016 年より JST「センター・オブ・イノベーションプログラム（COI）」に移管 
102 文部科学省「大学改革実行プラン」（2012 年 6 月） 
103 「国立大学法人等の出資範囲の拡大」を内容とする国立大学法人法の改正 
104 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（2013 年 1 月 11 日閣議決定）において、実用化に向けた官民共同の研究開発を推進すると
して、東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学の 4 大学に対して 2012 年度一般会計から計 1,000 億円を出資した。 

105 「産学官連携による共同研究強化のためのガイドラインについて」（2016 年 11 月 30 日発表） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/taiwa/1380912.htm （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
106 大学ファクトブック 文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1418896.htm 経済産業省 

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/daigaku_factbook.html （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
107 特定の技術シーズを有し、研究開発型ベンチャーの起業を目指す起業家候補を事業化支援人材の下で育成するとともに、研究開発型
ベンチャーに対して事業化のための支援を行う。 

108 JST の研究開発成果の実用化を目指すベンチャー企業に対し、出資や人的・技術的援助を行う。JST がベンチャー企業の株主になる

ことで民間の資金が集まることを狙う。JST が保有する知的財産や設備等を現物で出資することも可能とする。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1418896.htm
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に起業家育成を促進するために開始された「グローバルアントレプレナー育成促進事業（EDGE）」

（2014 年～16 年）は、2017 年から支援対象者を学部生や社会人まで拡大した「次世代アントレ

プレナー育成プログラム（EDGE-NEXT）」（2017 年～）に引き継がれている。「研究成果最適展

開支援事業（A-STEP）」については、2020 年からは、従前の趣旨を踏襲しつつ、産学連携への

参画者の裾野拡大、及び産学連携体制の構築支援を追加した、新 A-STEP として公募を予定して

いる109。 

さらに、個別の対応だけでなく、プラットフォームの創設や情報を共有することの必要性から、

「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム（OPERA）110」（2016 年～）や「オープン

イノベーション機構の整備事業111」（2018 年～）が開始された。なお、JST の拠点形成型プログ

ラムについては「共創の場支援事業」として 2020 年より大括り化する方針が示されている112。

また内閣府「オープンイノベーションチャレンジ113」（2017 年～）は、スピード感あるイノベー

ションを起こすために、国の機関が有する具体的ニーズに対する提案を募り、研究開発型中小・

ベンチャー企業の新たな技術や着想力を発掘し、事業化していくことを狙っている。2019 年には

さらに強化された取組として、「Beyond Limits. Unlock Our Potential～世界に伍するスタート

アップ・エコシステム拠点形成戦略114」を踏まえて拠点都市を選定し支援する「世界と伍するス

タートアップ・エコシステム拠点都市の形成」を開始している。 

それまで大学や国立研究開発法人発のベンチャー企業支援のために、「研究開発力強化法」に

よって 3 つの国立研究開発法人が自ら設立したベンチャー企業に出資することが認められていた

が、2018 年の同法改正115によって出資可能な国立研究開発法人の拡大（3 法人→22 法人）、出資

先の拡大（研究開発法人発ベンチャーに加えて、ベンチャーキャピタル、成果活用を支援する法

人等）が可能となった。 

また地域の産業振興・専門人材育成の推進のため、「地方大学・地域産業創生交付金の創設116」

（2018 年）によりコンソーシアムの創設が進められている。国立大学等が中核となるイノベーシ

ョン・エコシステム構築を支援するための内閣府「国立大学イノベーション創出環境強化事業」

が 2019 年に開始されている117。 

以上に述べてきたように、産学官連携では公的な機関（国、ファンディング機関等）が仲介し

て産業界と大学との間の交流を促進しようとする形が多い。公的支援による取組から、さらに発

展的に「組織」対「組織」の本格的産学連携の仕組みを整備した例としては、複数の創薬企業と

の連携を実現した京都大学のメディカルイノベーションセンター118、半導体関連の複数企業への

研究開発のための設備と技術の提供と、それによる独自資金確保を実現した東北大学マイクロシ

ステム融合研究開発センター（μSIC）試作コインランドリ119、などがある。 

さらに、民間企業が独自の経営判断によって大学と提携関係を結ぶ例も現れている120。このよ

うに最近、「組織」対「組織」の産学連携がいくつも現れていることの背景として、基礎研究から

                                                 
109 「令和 2 年研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）の制度変更について」 https://www.jst.go.jp/a-step/a-step2020koubo_02.pdf 
（2020 年 2 月 10 日閲覧） 

110 学問的挑戦性と産業的革新性を併せ持つ異分野融合の研究領域（非競争領域）において、民間資金とのマッチングファンドにより産

学共同研究を支援する。1 件あたり年 1.7 億円程度、5 年間。 
111 「組織」対「組織」の本格的産学官連携の加速を目標とする。企業の事業戦略に深く関わる（競争領域に重点）大型共同研究を集中

的にマネジメントできるような大学内部の体制整備（人材集めと組織化）を通じて、民間投資誘引を図る。億円単位の大型プロジェク

トを複数運営して大学の自立的経営を目指す。 
112 JST「共創の場形成支援プログラム」https://www.jst.go.jp/pf/platform/outline.html 
113 事業名「中小・ベンチャー企業による公共調達の活用推進プログラム」。2017 年は警察庁、消防庁、海上保安庁から必要性が高い 9

テーマが掲示され、15 件が採択された。ベンチャー企業と大学が共同研究する例も多く含まれている。 
114 「Beyond Limits. Unlock Our Potential～世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」（内閣府、文部科学省、経済

産業省）https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/sanko3.pdf 
115 同時に「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」と改称された。 
116 正式には「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する基本指針」（平成 30 年 6

月 1 日、内閣総理大臣決定）。首長主宰の産官学連携推進体制において、国の基本方針を踏まえ、地域の専門人材育成・産業振興計画

が策定され、それらのうちで優れた事業として認定したものに新たな交付金で支援。 
117 内閣府「国立大学イノベーション創出環境強化事業」https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/jigyou.html （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
118 京都大学メディカルイノベーションセンター http://www.mic.med.kyoto-u.ac.jp/index.php （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
119 東北大学マイクロシステム融合研究開発センター（μSIC）試作コインランドリ http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/coin/ （2019 年

12 月 1 日閲覧） 
120 「組織」対「組織」の本格的産学連携 構築プロセス実例集 https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/jitsureishu.html （2019

年 12 月 1 日閲覧） 

https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/jigyou.html
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応用研究まで一貫した体制とリソースの集中によって、なるべく効率的に研究を行い、開発期間

の短縮を期待できることが挙げられる121。また民間企業が将来に向けて大きな課題を研究開発し

ようとしたとき、複数の科学技術分野が同時に関わってくるだけでなく、倫理や法律まで絡むよ

うな複雑な問題構造に直面する。これからの産学連携においては、幅広い学術分野を抱える大学

が多視点から支援できる総合力が期待されている122といえる。 

今後、オープンイノベーションの流れが加速して、日本の大学が海外の企業を含む民間資金を

受け入れる機会が急速に増えると予想される。その反面、その連携マネジメントには経験不足を

含めて不安が残る。現状での最も大きな懸案は「意図せざる技術流出」の防止である。そこで、

適正なアプローチを明確にし、連携を促進するガイドラインが必要とされ、CSTI では実務的な

留意事項やさまざまな取組事例をまとめた「大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係る

ガイドライン」（仮称）123を作成しつつある。 

 

  

                                                 
121 たとえば武田薬品 T-CiRA パンフレットでは、『最先端の機器をはじめ必要なリソースがすべて揃っており、基礎研究から臨床試験

申請用研究までワンストップでおこなえる環境となっている』ので『大学と製薬企業が直接提携すれば、よりスムーズに研究開発成果

が事業化できる』と述べている。https://www.takeda.com/jp/what-we-do/t-cira/ （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
122 たとえば京都大学のプレスリリース（2018 年 4 月 6 日）では、日立京大ラボとの共同研究によって『Society 5.0 の実現に向けて、IT

システムの社会実装に伴う哲学的・倫理学的な諸問題を顕在化させるとともに、社会事象の研究パラダイムを、従来の説明・予防型か

ら診断・介入・予後予想型へとシフトさせる』ことを目指している。 

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/events_news/department/bungaku/news/2018/documents/01.pdf （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
123 CSTI 本会議（第 45 回）資料 1-5-1（2019 年 6 月 19 日）。本資料によれば、2017 年度では海外企業から国内の大学・国研への投資

額はわずか 17 億円である。しかし今後は大学・国研の努力によって増加していくと見られる。 



研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

29 

産
学
官
連
携 



研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

30 

２.４ 地域振興 

 

■連携・交流に向けた基盤づくり 

1990 年代半ば、地域振興施策に関する基本的な方向性を示す 2 つの文書が公表された。まず、

1995 年には科学技術会議が「地域における科学技術活動の活性化に関する基本指針について」

に対する答申（諮問第 22 号に対する答申）を策定した。また、1996 年に閣議決定された「第 1

期科学技術基本計画」では、地域の科学技術活動の活性化を図るため、施設等の基盤整備、産学

連携・交流の促進、コーディネート活動の強化等を推進する方針が明示された。 

こうした地域の科学技術活動の推進に向けた気運の高まりから、地域の拠点へのコーディネー

ターの派遣、拠点活動の支援の実施や地域の研究セクターの結集など、産学官の共同研究体制の

構築に向けた施策が講じられた。これらは「第 2 期科学技術基本計画」で打ち出されたクラスタ

ー政策の足がかりとなっている。 

 

■クラスター・ネットワーク形成 

地域における科学技術振興に関する大型の政策として、2000 年代初頭に打ち出された「クラス

ター形成」がある124。「第 2 期科学技術基本計画」から開始された本政策の背景には、文部科学

省が 2001 年に策定した「大学を起点とする日本経済活性化のための構造改革プラン」の方針に

おいて都市・地域の再生が明言されたことがある。その結果、国主導のクラスター政策のもと、

各地域でそれぞれの特色に応じたクラスターが形成された。クラスター形成を目的とした国の事

業としては、文部科学省の「知的クラスター創成事業125」（2002 年～09 年）（「都市エリア産学官

連携促進事業126」（2002 年～09 年）を含める）と、経済産業省の「産業クラスター計画127」（2001

年～09 年）が代表的なものである。この両者の間では、知的クラスターから生み出される研究成

果を、産業クラスターで実用化・事業化するといった連携が進められた。 

しかし、「第 3 期科学技術基本計画」中の 2009 年、内閣府に設置された行政刷新会議の「事業

仕分け128」により、この二つの事業は『必要性を認めていないわけではないが、国としてやる必

要がないのではないか』という廃止判定129を受けた。この判定を受けて、これらの事業は「地域

イノベーションクラスタープログラム（イノベーションシステム整備事業）」（2010 年）として

再構築され、2013 年度までに段階的に終了することとなった。また、経済産業省の事業である「産

業クラスター計画」についても、事業仕分けを受け、2010 年以降は直接的な支援を終了した。 

 

■円滑な展開を図るための支援 

第 2、第 3 期の科学技術基本計画期間中には、地域施策の柱の一つとして地域における科学技

術施策の円滑な展開を図るための支援が実施された。その具体的な内容は、上記のクラスター形

成の中核的拠点の整備とコーディネート活動である。2001 年、JST は研究開発ポテンシャルの

高い地域に「研究成果活用プラザ」を設置し、これを活用した「地域イノベーション創出総合支

援事業」（2005 年～13 年）に着手した130。このプラザは、研究成果から事業化をスムーズに繋げ

                                                 
124 「クラスター」とは、マイケル・ポーターの「競争戦略論」（1998 年）によれば、「ある特定分野に属し、相互に関連する企業と機

関からなる地理的に近接した集団」としている。国際競争力のある企業はこうしたクラスターの中に立地しているものが多いとしてい
る。 

125 地域の大学を知的創造の拠点としてベンチャー企業による技術革新のための集積をめざした。1 地域あたり約 5 億円/年、5 年間の補

助。2002 年時点（第 I 期）では 18 地域（内 3 か所は試行地域）、2009 年時点（第 II 期）では 9 地域、グローバル拠点 4 地域で実施

した。 
126 ある程度の産学官連携事業実績をもつ地域において、分野特化を前提に共同研究を促進する。1 地域あたり約 1 億円/年、3 年間助成。

知的クラスターより小規模な連携を想定していた。毎年度 10 地域程度を採択し、最終的には 59 地域を支援した。 
127 地域に集積する中堅・中小企業，大学の研究者が活発に交流し，水平の連携関係を構築することをめざしている。2001 年から 5 年単

位で第 1 期（立ち上げ期）、第 2 期（成長期）、第 3 期（自律的発展期）と発展させていく長期の目標レンジを持つ。 
128 行政刷新会議の作業部会によって、2009 年 11 月、2010 年 4 月・5 月、2010 年 11 月の 3 回実施された。省庁及び独立行政法人等が
予定している事業について、事業目的の妥当性、必要性、手段の有効性、効率性、優先度等を検討し、廃止を含む見直しや予算縮減を

判定した。 
129 文部科学省科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会第 5 期第 2 回資料 1-2「行政刷新会議ＷＧ『事業仕分け』の結果の概要」（2009

年 11 月 26 日） 
130 「研究成果活用プラザ」は「ハイテクプラザ」とも呼ばれ、2001年から全国 8ヶ所に設置された。プラザから遠い地域のために、さらに 2005

年から「サテライト」8ヶ所が増設された。2007年からそれぞれJSTイノベーションプラザ、JSTイノベーションサテライトに改名した。 
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るための研究支援を実施してきたが、2009 年の「事業仕分け」によって廃止された（2011 年度

終了）131。 

 

■総合的な地域イノベーション支援 

上述したように、2009 年の「事業仕分け」を受け、国主導で進めた地域振興施策であるクラス

ター事業は終了したが、2011 年から、これまでのクラスター形成活動を素地としつつ、地域イノ

ベーション創出に向けた支援を関係府省が行うこととなった。すなわち、文部科学省、経済産業

省、農林水産省及び総務省が共同で「地域イノベーション戦略推進地域」（2011 年～）を選定し、

これらに対して研究段階から事業化に至るまで連続的な支援を展開するため、各省ごとに支援を

実施している。具体的な支援メニューとして、文部科学省では「地域イノベーション戦略支援プ

ログラム」（2011 年～18 年）を新設した。また、経済産業省は、これらの地域に対し、新たに地

域のリソースを活用・結集させた支援「新産業集積創出基盤構築支援事業」（2014 年）を実施し

ている。この事業は産業クラスター計画関係者も活用できるものとした。 

 

■イノベーションシステムの構築 

「第 5 期科学技術基本計画」では、『地域に自律的・持続的なイノベーションシステムが構築さ

れることが重要である』とし、その上で、国は地域と協働し、地域の特性を生かしたイノベーシ

ョンシステムの駆動に向けて、地域内外の資源や専門家の間を適切につないでいく人材の育成や

地域への定着に注力することとしている132。 

これに対する文科省の具体的な取組として、『地域科学技術振興施策は、イノベーション実現の

ためのきっかけ・仕組みづくりの量的拡大のフェーズから、具体的に地域の技術シーズ等を生か

し、地域からグローバル展開を前提とした社会的なインパクトの大きい事業化の成功モデルを創

出するフェーズへと転換が求められている133』との認識に基づき、「地域イノベーション・エコ

システム形成プログラム」（2016 年～）を実施し、地域の成長に貢献しようとする地域大学等に

事業プロデュースチームの創設を進めている。その発展形として 2019 年からは「科学技術イノ

ベーションによる地域社会課題解決（DESIGN-i）」を開始している134。また、JST では、「世界

に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラム」（2015 年～）に

より、地域の将来ビジョンに基づき、国内外の異分野融合による最先端の研究開発、成果の事業

化、人材育成の一体的かつ統合的な展開に向けて、地方自治体、大学・研究機関、企業が結集し

て拠点を形成することを支援している。また、2019 年には先進的な TLO を支援し、TLO の活動

が行き届いていない地域を含めてイノベーションマネジメントを全国に展開するための「イノベ

ーションマネジメントハブ形成支援事業」が開始されている135。なお、JST の地域振興型プログ

ラムについては拠点形成型プログラムと共に「共創の場支援事業」として 2020 年より大括り化

する方針が示されている 136。 

一方で、2014 年、内閣に「まち・ひと・しごと創生本部」が置かれ、同年「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」が策定された。この戦略は、地域経済・雇用対策や少子化・人材対策に関し

て、2015 年から 2019 年の政策目標や施策が示されており、その中で、地方大学等の活性化が明

記されている。そして、2018 年には、「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出によ

る若者の修学及び就業の促進に関する法律」が制定され、地域の大学振興・若者雇用創出を目指

す「地方大学・地域産業創生事業137」（前出）が開始され、2018 年度は富山県等 7 団体が交付対

象として選定された。このような促進施策を進める一方で、東京 23 区内の大学定員を原則とし

                                                 
131 シーズ発掘試験、研究開発資源活用型、地域ニーズ即応型、地域卓越研究者戦略的結集プログラムは 2009 年度採択分をもって公募を

終了。育成研究は 2009 年度採択を中止。事業全体は 2010 年 4 月に研究成果最適展開支援事業（A-STEP）に事業を再構築した上で

2011 年度に終了。（「JST 地域事業 15 年史」による） 
132 同基本計画の中において、これまでの取り組みについて『地域内に閉じがちで域外の資源の活用には限界があった、全国一律で施策

が展開されたことにより十分に地域性を引き出すに至らなかった、持続的に地域に根付かせる取組に欠けていた等の状況にある。』と

振り返っている。 
133 文部科学省地域イノベーション・エコシステム形成プログラム公募説明会説明資料（2016 年 3 月 22 日） 
134 文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/chiiki/design-i/1416089.htm 
135 科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会（第 19 回）資料 

http://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/02/__icsFiles/afieldfile/2019/02/12/1413417_001.pdf（p9） 
136 JST「共創の場形成支援プログラム」https://www.jst.go.jp/pf/platform/outline.html （2020 年 2 月 10 日閲覧） 
137 正式には「地方大学・地域産業創生交付金制度」。 
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て 10 年間抑制することが政令138で規定された。 

また新しい動きとして、国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）139」を日本国内の地

方創生と結びつける議論が、行政、NGO・NPO、民間セクター等をまじえて 2016 年から始まっ

た。その結果、2018 年には日本の「SDGs モデル」を構築していくことを狙いとして、「SDGs

未来都市」の募集が始まった。その中から北海道下川町、神奈川県、北九州市はじめ 29 自治体

が選出され、その中で特に先導的な 10 自治体が自治体 SDGs モデル事業として選定された。2019

年には同様に 31 の SDGs 未来都市、10 自治体が自治体 SDGs モデル事業として選定された。こ

れは全世界にとっての検討課題である SDGs のテーマを、地域振興という日本国内の課題の中に

当てはめ、より身近で地域のニーズに沿った課題解決をめざすものといえる。「地域科学技術イノ

ベーションの新たな推進方策について」140（2019 年 2 月）では、STI を地方創生にとって不可

欠な「起爆剤」として利活用し、イノベーションの連鎖を通じて、地域の強みを最大化させ、地

域の抱える諸課題を克服することで実現しようとする方向性を打ち出している。 

さらに大学と地域の連携強化につながる動きとして、私立大学の公立化と大学の統合が挙げら

れる。私立大学の公立化は 2009 年の高知工科大学の高知県による法人化以降、10 を超える大学

が公立大学法人化している141。公立大学法人化を契機に、地域との連携を一層強化するため、地

域連携機構を発足させる等の動きがある。また、大学の合併に関しては、「一法人複数大学制度」

の検討が進められており、すでに大阪府立大学と大阪市立大学が一法人化している他、本制度に

よる統合を予定している国立大学法人が 9 法人、4 例あり142、いずれも地域的な結びつきによる

ものである。さらに国公私の枠組みを超えて、大学等の機能の分担及び教育研究や事務の連携を

進める「大学等連携推進法人（仮称）」の検討が進められており、産学連携・地域との協働に関

する事業の共同実施等が謳われている143。 

  

                                                 
138 「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第五条第三項の特定地域を定め

る政令」（2018 年 6 月 1 日施行） 
139 2015 年、国連は先進国と開発途上国が共に取り組むべき 17 の開発目標（あらゆる場所のあらゆる形態の貧困の撲滅など）からなる

SDGs（Sustainable Development Goals）を採択した。これを受けて、日本でも「持続可能な開発目標（SDGs）推進本部」が設置さ

れた。（「10.科学技術と社会」を参照） 
140 産業連携・地域支援部会（第 9 期）地域科学技術イノベーション推進委員会報告（2019 年 2 月 14 日） 
141 文部科学省 私立大学の公立化に際しての経済上の影響分析及び公立化効果の「見える化」に関するデータ 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kouritsu/1412396.htm 
142 文部科学省 統合に向けた各国立大学法人における検討状況 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/092/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2018/10/30/1410460_1.pdf 
143 文部科学省 大学分科会（第 150 回）会議資料 

http://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/09/__icsFiles/afieldfile/2019/09/17/1420505_11.pdf 
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２.５ 知的財産・標準化 

 

■知的財産に関する枠組み 

1980 年代のアメリカのプロパテント政策の動きを受けて、世界的に知的財産権に関する国際的

枠組みの整備が重要課題として認識され、1995 年には世界貿易機関（WTO）の設立と同時に

「TRIPS 協定144」が結ばれた。我が国では、1996 年に策定された「第 1 期科学技術基本計画」

において知的財産権の保護強化とその国際的調和の推進等の必要性が指摘され、1998 年に「大学

等技術移転促進法（TLO 法）145」、1999 年に「産業活力再生特別措置法（日本版バイ・ドール

条項）146」が制定された147。具体的な取組は、流通アドバイザーによる特許を活用した技術移転

支援事業や TLO の新設、パソコンによる特許の電子出願の導入などである。しかし、知的財産

政策の強化に向けた動きが本格化するのは 21 世紀に入ってからである。 

 

■知的財産に関する体制整備 

2002 年、知的財産政策の強化に向け、内閣総理大臣や関係閣僚、有識者からなる「知的財産戦

略会議」が内閣官房に設置され、知的財産政策の基本となる「知的財産戦略大綱」が策定された。

同大綱に知的財産に関わる制度等の改革を集中的・計画的に実施することが明記されたことを受

けて、同年に「知的財産基本法」が制定され、翌 2003 年に内閣官房に「知的財産戦略本部」が

設置された。同本部は、知的財産の創造・保護・活用及びそれらに関連する人材育成を促進する

ための「知的財産推進計画」を 2003 年から毎年公表している148。 

また、「特許法」の改正により、2001 年 10 月から特許の審査請求期間がこれまでの 7 年以内

から 3 年以内に短縮された。審査請求期間の短縮により、発明の事業的な価値判断を行う前に審

査請求が必要になる場合が多くなり、審査請求件数が大幅に増加することが予想されたため、特

許庁では「任期付審査官」（2004 年～）の大量採用による特許審査期間の短縮や「インターネッ

トによる出願」（2005 年～）による手続きの簡便化等に取り組んだ。 

経済のグローバル化や、イノベーションのオープン化が進展する中にあって、日本企業が世界

中でビジネスを円滑に行うことができるよう、国際的な知財インフラを順次整備していく重要性

が高まってきた。このため、特許庁は、最初に特許可能と判断された出願に基づいて、他国にお

いて早期に審査が受けられる制度である「特許審査ハイウェイ（PPH）149」を 44 か国・地域と

の間で実施している（2019 年 12 月時点）。 

2002 年に総合科学技術会議に設置された「知的財産戦略専門調査会」は特に科学技術政策の観

点から知的財産戦略を公表し、主に大学等の知的財産環境の整備等について提言してきた。この

ような戦略に基づき、大学における知的財産本部の整備を推進する「大学知的財産本部整備事業」

（2003 年～07 年）や、大学等の知的財産の権利化を支援する「技術移転支援センター事業」等が

開始された。これらの取組もあり、2004 年以降、大学における特許出願件数は急増150した。し

かし一方では、大学等の特許利用率の低さ151や大学外部機関である TLO と大学知的財産本部と

                                                 
144 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」 
145 正式には「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」。大学の技術や研究成果を民間企業へ

移転するための仲介役となる承認 TLO（経産省及び文科省承認）の活動を支援するもの。 
146 産業・企業の前向きな取組を支援するため措置された制度であり、国の認定により、税制、金融、会社法の特例等のメリットを受け

られる。この中に、国の委託研究によって生じた特許権等を受託者に帰属させる規定が盛り込まれた。2009 年に改正され、「産業活

力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に名称変更。その後、2014 年「産業競争力強化法」施行に伴い、廃止。日本版バ

イ・ドール規定は「産業競争力強化法」第 19 条に移管され、恒久化された。 
147 1990 年台以前には、一般的に共同研究の成果である特許は国有となり、実施権を申請すれば誰にでも使用許諾していたため、特許を

実施するインセンティブはほとんど働かなかった。このため特許権を研究者（教員）個人に帰属させて一任していた。しかし特許の出
願・維持費用が個人負担になる点、活用先の発掘が現実には困難な点等の問題があった。「TLO 法」、「日本版バイ・ドール法」に

よって、研究機関に権利が帰属して、知財活動ができるようになり、さらに 2000 年以降の大学、公的研究機関の独立法人化を契機と

して、機関自らが知財管理によって独自収入を増やそうとする動きが活発になった。今や研究者個人よりも、研究機関が権利を保有す
るほうが知財活用上の利点が多いとされる。 

148 2003 年の知的財産推進計画では、研究者への多様なインセンティブ付与、TLO や日本版バイ・ドール制度の活用等が盛り込まれた。

さらに知的財産高等裁判所の創設も計画され、2005 年に実現した。 
149 Patent Prosecution Highway. 日米間で 2006 年 7 月から試行を開始し、2008 年から本格実施に入った。 
150 科学技術政策研究所「国立大学の特許出願の特徴に関する調査研究」（2010 年 9 月） 
151 知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2014」（2014 年 7 月） 
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の連携の必要性などが指摘されている。 

知的財産権の取得だけでなく、国の研究開発の成果を最大限事業化に結び付けるため、経済産

業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」（2015 年）等

により、国の委託による研究開発プロジェクトごとに適切な知的財産マネジメントをおこなって、

大学における知的財産の活用を促進する、あるいは大学、国立研究開発法人等が連携する研究計

画の作成支援を行ったりするため、知的財産マネジメントの専門家を、大学や研究開発コンソー

シアム等へ派遣している。 

また JST を通じ、優れた研究成果の発掘、特許化の支援から、企業化開発に至るまでの一貫し

た取組を進めている152。 

一方で、国内機関と外国機関とのやり取りが増えるにつれ、技術情報流出の防止強化のため、

大学・公的研究機関等に外国為替及び外国貿易法の遵守徹底など、安全保障貿易管理の取組を促

進した153。内閣府では大学・国研が海外の企業から研究投資を受け入れる際の留意点をまとめた

ガイドラインの作成に着手している154。 

 

■国際標準化を含めた知的財産戦略の推進 

国際標準化に係る政策については、1995 年に発効した WTO の「TBT 協定（貿易の技術的障

壁に関する協定）」155の導入が大きな影響を及ぼしている。この協定により、国際市場に製品を

出す場合、国際規格（ISO 規格、IEC 規格等）を基礎とすることが義務付けられた。これを背景

として、「第 3 期科学技術基本計画」では、大学等の知的財産体制の整備とともに、質の高い基

本特許取得・特許の活用と標準化への対応が明記された。また、知的財産戦略本部も「国際標準

総合戦略」（2006 年）を策定し、国際標準化への対応の強化を行った。 

さらに、従来は知的財産政策と標準化政策とが別個のものとして捉えられてきたが、近年では

科学技術イノベーション推進の観点からも知的財産戦略と国際標準化を一体的に進めることの重

要性が認識156されている。このため政府は、研究開発の段階から知的財産や標準化を視野に入れ

た活動の強化を図っている。 

2013 年に知的財産戦略本部は「知的財産政策ビジョン」を発表し、新興国の台頭やビジネスの

グローバル化等を背景として、4 つの柱（グローバル知財システムの構築、中小・ベンチャー企

業の支援、デジタル・ネットワーク社会への対応、ソフトパワーの強化）を掲げた。さらに、2018

年の「知的財産戦略ビジョン」においては、2025～2030 年頃を見据え、社会と知的財産システ

ムについて、中長期の展望及び施策の方向性を示している。このビジョンに基づき策定された「知

的財産推進計画 2019」では、2030 年頃を想定して「価値デザイン社会」の実現を目指しており、

そのために「脱平均」（尖った才能の開花）、「融合」（オープンイノベーションの加速）、「共感」

（世界からの共感をよぶ）を施策の 3 本柱としている。 

「標準化官民戦略」（2014 年 5 月）、「日本再興戦略 2016」（2016 年 6 月）では、戦略的な標準

化を推進・加速することが掲げられている。産業技術総合研究所と民間企業とが連携して国際標

準化活動を推進しているほか、国際標準化活動におけるアジア諸国との連携や、アジア諸国の積

極的な参加を促進することを目的とした技術協力を行っている。 

我が国の国際標準化活動は欧米諸国と比較しても遜色ない水準にあるものの、より迅速に標準

化提案できる仕組み作りや、国際的活動ができる知財・標準化人材の育成が課題と認識されてい

る157。2018 年に改正された JIS 法においては、産業標準化及び国際標準化に関する、国、国研・

大学、事業者等の努力義務規定が設けられ、標準化の戦略的活用支援としてのパートナーシップ

                                                 
152 JST「知財活用支援事業」では、大学等の研究成果の権利化支援、人的サポート、パッケージ化、企業へのライセンス、産学マッチ

ング機会の提供及び技術移転人材の育成等を実施している。 
153 2.9 国際活動を参照。 
154 「大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係るガイドライン」（仮称）。2.3 産学官連携、2.9 国際活動の章も参照。 
155 WTO／TBT 協定（貿易の技術的障害に関する協定） 第 2 条 4 項および付属書 3（抜粋）加盟国は、強制/任意規格を必要とする場合
において、関連する国際規格が存在するとき又はその仕上がりが目前であるときは、当該国際規格又はその関連部分を強制/任意規格

の基礎として用いる。（略） 
156 国際標準化戦略を含めた知的財産戦略を、研究開発戦略等と一体的に推進していく必要がある（第 4 期科学技術基本計画本文）とさ
れている。 

157 経済産業省「大学等における標準化の学習機会拡大について」、知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会 知財教育タスクフォー

ス（第 2 回）（2016 年 3 月 7 日） 
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制度158等が進められている。 

 

■「知的財産」の取り扱う範囲の拡大 

企業活動のグローバル化やオープンイノベーションの進展に伴い、研究開発成果の権利化と秘

匿化を適切に使い分ける「オープン・アンド・クローズ戦略」の重要性159が増してきている。ま

た、最近では、旧来の知的財産では捉えきれない事柄も増えてきている。例えば、ビッグデータ、

IoT、AI 等が産業や社会の中で大きな影響力を持つようになり、データ（情報）や営業秘密等の

取扱いも重要となってきたため、「不正競争防止法改正」（営業秘密の保護強化、2015 年）160、「個

人情報保護法改正」（匿名加工情報の新設、2015 年）161、「官民データ活用推進基本法162」（2016

年）、「次世代医療基盤法」（匿名加工医療情報の新設、2017 年）等の法律が施行された。またこ

れまでは「種苗法163」で保護されてきた農作物等についても、名称を含めたブランドを守る目的

で「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」（地理的表示法：GI 法、2016 年）164が成立

した。 

  

                                                 
158 パートナー機関としては大学法人を含む 162 機関が登録されている（2019 年 12 月時点）。 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/katsuyo/partner/index.html （2019 年 12 月 31 日閲覧） 
159 たとえば、知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日）、p.29 
160 2015 年改正では、最近のネットワーク経由での不正増加を背景として、転得者や国外犯への範囲拡大、未遂行為や侵害品の譲渡・輸

出入等の規制を加えた。その後、さらに 2018 年改正では、ID・パスワード等により限定して提供するデータの不正取得や技術的制限

手段を回避するサービスの提供等を不正競争行為に位置付けた。 
161 蓄積された個人情報を「匿名加工情報」に加工することによって、「ビッグデータ」として企業等が利用しやすくした。一方、情報

収集側には「利用目的の明示」、「第三者提供の際の本人同意」など、義務が細かく定められた。 
162 官民データの適正かつ効果的な活用を推進するために、基本計画を策定すること、推進戦略会議を設置すること等を定めた。 
163 農産種苗法（1947 年）、種苗法（1978 年）を経て、現行の種苗法（1998 年）となった。植物の新品種に対する保護を定めている。

登録者はその新品種を育成する権利（育成者権）を占有することができる。 
164 特定の産地と品質等の面で結び付きのある農林水産物・食品等の産品の名称（地理的表示（Geographical Indication:GI））を知的財
産として保護する。運用は 2017 年 6 月開始。一般に農林水産物のブランド化のためには、品種登録（種苗法）や商標登録（商標法）

の他、地理的表示、パッケージ等のデザイン（意匠法）、農業生産方法（特許法）など、様々な知的財産権を活用することができる。

逆にいえば一つの農林水産物に対して多角的、包括的に権利化しておく必要があることを意味する。 
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２.６ 研究基盤整備 

 

■大型研究施設の整備 

20 世紀後半から、素粒子・原子核物理学、宇宙科学、核融合、地球科学などの分野を中心に、

大型研究施設を用いる学術研究が行われてきた。我が国でも、近年では「スーパーカミオカンデ」

（1996 年）、「すばる望遠鏡」（1999 年）や「アルマ望遠鏡」（2011 年）が、大学附置研究所や大

学共同利用機関165に設置された。これら大型研究施設は、各分野の研究基盤として先端研究の躍

進に寄与するとともに、全国の大学等に研究・教育の場を提供している他、海外との共同研究の

場としても活用されている。 

上記に挙げた分野に加え、1990 年代から生命科学、物質科学等の分野の大型研究施設の建設計

画が、国家的プロジェクトとして立ち上げられた。例えば、「大型放射光施設（SPring-8）」や「X

線自由電子レーザー（SACLA）」、「京速コンピューター（京）」166が理化学研究所に設置された。

また、「大強度陽子加速器施設（J-PARC）」は、日本原子力研究開発機構（JAEA）と高エネルギ

ー加速器研究機構（KEK）の共同で建設され、JAEA に設置されている。一方、これら大型研究

施設については次の大きな課題を抱えていた。第一は、100 億円を超える多額の建設費を要する

ため、その建設の必要性に関する国民の理解を得ることは容易ではないことである。第二は大型

研究施設の年間運営費167が、共用施設であるにもかかわらず、設置法人側の負担になるため、そ

れに対する特別な措置が求められていた。 

大型研究施設に対するこのような課題意識が拡がっていた中、「行政刷新会議」による「事業

仕分け」（2009 年 11 月）がおこなわれ、「京速コンピューター（京）」プロジェクトは、「来年度

の予算計上の見送りに限りなく近い縮減」との評価結果を受けた他、「SPring-8」開発費や「ス

ーパーカミオカンデ」等の運営費の縮減も求められた。その後、「京速コンピューター（京）」は

利用者の多様なニーズに応えるような計算環境の構築を推進する「革新的ハイパフォーマンス・

コンピューティング・インフラ（HPCI）プロジェクト」の一環として開発が継続され、2012 年

に完成した。 

 

■研究施設・設備の共用促進 

大型研究施設は、大学、公的研究機関、民間企業等に広く開かれることにより、我が国の科学

研究全体の底上げのみならず、科学研究のコミュニティ醸成の役割をも果たしている。すなわち、

大型研究施設は、異なるセクター・分野の研究者等が集まり交流することで、新たな研究の創出

やネットワーク形成が促進される場となっている。そうした大型研究施設を含む研究及び開発を

行う施設の共用促進等が規定された「研究交流促進法」(1986 年)や、大型放射光施設（SPring-8）

を対象とした「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（共用促進法）」(1994 年)が制

定され、研究施設の共用促進に向けた体制・制度の整備が行われてきた。その後、研究交流促進

法は「研究開発力強化法」の制定（2008 年）に伴い廃止されたが、その際には、研究開発力の強

化と効率性の向上を図るため、旧法で規定された共用促進だけでなく人的交流促進に関する事項

も盛り込まれることとなった。また「共用促進法」は 2006 年と 2009 年に改定され、SPring-8

に加えて、X 線自由電子レーザー（SACLA）や京速コンピューター（京）、大強度陽子加速器施

設（J-PARC)が同法の対象施設となった168。 

上述したような大型研究施設に加え、大学等が有する先端的な施設・設備等を産学官へ幅広く

共用するため、政府は施設・設備のネットワーク化によるプラットフォームの形成に取り組んで

いる。具体的には、「先端研究施設共用イノベーション創出事業」169（2007 年～）や「ナノテク

                                                 
165 次の 4 つの大学共同利用機関法人（大学共同利用機関法人人間文化研究機構、大学共同利用機関法人自然科学研究機構、大学共同利

用機関法人高エネルギー加速器研究機構、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構）が設置され、その下に置かれている。 
166 「京」は 2019 年 8 月に共用を終了した。現在後継の「富岳」の建設が進んでいる。 
167 施設の建設費の約 1 割に相当するとされた。 
168 特に重要な大規模研究施設を「特定先端大型研究施設」として、特定放射光施設（大型放射光施設（SPring-8）、X 線自由電子レー
ザー施設（SACLA））、特定高速電子計算機施設（スーパーコンピュータ「京」）、特定中性子線施設（大強度陽子加速器施設（J-PARC））

が規定されている。 
169 2019 年時点では「先端研究基盤共用促進事業」。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%93%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E6%A7%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E6%A7%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%99%A8%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E6%A7%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E6%A7%8B
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ノロジーネットワーク事業」170（2007 年～11 年）、「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」

（2008 年～）等が開始された。また従来の共同利用・共同研究は国立大学の共同利用型施設や機

関を中心としていたが、2008 年には学校教育法施行規則を改正して、国公私立大学を通じたシス

テムとして「共同利用・共同研究拠点」の認定制度を設けた171。さらに 2018 年からは国際的な

研究資源を活用できるように「国際的共同利用・共同研究拠点」認定制度を開始した172。 

また、2007 年からは、優れた研究環境の下で「世界から目に見える研究拠点」を目指す「世界

トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」173が開始された。 

さらに「第 5 期科学技術基本計画」の下では、国の財政状況の厳しさを反映して、研究開発投

資の効果を最大化するために、研究組織のマネジメントによる研究設備・機器の共用化が強く推

奨されている。 

 

■マスタープランとロードマップ 

上記のような国家プロジェクト型の大型設備とは別に、前記「すばる望遠鏡」や「スーパーカ

ミオカンデ」等に代表される大型研究設備を用いたボトムアップ型基礎科学研究が大きな役割を

担ってきた。しかし、大学法人化のため国立大学特別会計等のしくみがなくなり、運営費交付金

に一本化されたことによって大型施設の新設が困難になってきた。そこで日本学術会議は 2007

年に国家プロジェクト型とボトムアップ型大型設備の境界をなくし、長期的マスタープランの下

で、全体として日本の科学力を高めることを提言した174。これを推進するために、日本学術会議

は 2010 年に我が国として初めての全分野にわたる大型計画（43 件）の「マスタープラン175」を

策定した。文科省ではこのマスタープランを元に、優先度を付けた「ロードマップ」を作成して、

うち 10 件に対して予算措置をおこなった。その後、日本学術会議の「マスタープラン」は 2011

年以降、3 年ごとに改訂され、「ロードマップ」も同じく改訂を行っている176。「ロードマップ」

の中で学術的意義はもとより、特に高い緊急性・戦略性があるプロジェクトは、2012 年から「大

規模学術フロンティア促進事業177」で支援を受けるようになった。2019 年 2 月から次期の「マ

スタープラン 2020」の策定178が始まり、一般公募・審議を経て 2020 年 1 月に選定結果がまとま

った179。 

 

■知的基盤の整備 

大型研究施設の設置とその共用利用が進む中、近年の電子情報通信技術の進歩や研究開発活動

の高度化に伴い、これまで個人レベルで行われていた生命科学系などの研究分野でも大規模な研

究環境の整備が必要になってきた。そのような状況の中、「第 2 期科学技術基本計画」期間中の

                                                 
170 「ナノテクノロジー総合支援プロジェクト」（2002 年～06 年）が前身であり、「ナノテクノロジーネットワーク」（2007 年～11

年）、「ナノテクノロジープラットフォーム」（2012 年～21 年予定）と継続している。現在、「元素戦略プロジェクト＜研究拠点形

成型＞」等も含めて「ナノテクノロジー・材料科学技術の戦略的研究開発・基盤整備」に統合されている。 
171 2019 年 10 月時点で 54 大学（101 拠点）が認定されている（複数の大学拠点を結ぶネットワーク拠点 6 を含む）。またそれまで国立
大学の拠点間連携をおこなってきた「国立大学附置全国共同利用研究所・研究センター協議会」（2004 年設立、略称：全共協議会）

は、2010 年に「国立大学共同利用・共同研究拠点協議会」に改組した。 
172 2019 年 10 月時点で 5 大学（7 拠点）が認定されている。 
173 2019 年 9 月時点で 13 拠点が選定されている。 
174 日本学術会議「基礎科学の大型計画のあり方と推進について」（2007 年 4 月 10 日） 
175 正式名は提言「学術の大型施設計画・大規模研究計画―企画・推進策の在り方とマスタープラン策定について―」（日本学術会議、

2010 年 3 月 17 日）。学術の全分野（人文・社会科学も含む）を網羅する 43 の大型計画が列挙されている。 
176 マスタープラン 2010 に続いて、マスタープラン 2011（2011 年 9 月）、マスタープラン 2014（2014 年 2 月）、マスタープラン 2017

（2017 年 2 月）と改訂された。これに対応して文科省のロードマップも 2010 年に続いて、ロードマップ 2012（2012 年 5 月）、ロ

ードマップ 2014（2014 年 8 月、2015 年 9 月）、ロードマップ 2017（2017 年 7 月）と改訂された。 
177 この事業では終期を定めること、進捗状況及び成果評価を行うことが条件となっている。そのためそれぞれ原則 10 年以内の年次計画

を立案している。B ファクトリー加速器、大型低温重力波望遠鏡（KAGRA）、超高性能プラズマ定常運転、大強度陽子加速器施設
（J-PARC）、日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク、30m 光学赤外線望遠鏡（TMT）、学術情報ネットワーク（SINET）

が採択された。この他に、ロードマップに記載がない 3 件（「スーパーカミオカンデ」、大型光学赤外線望遠鏡「すばる」、大型電波

望遠鏡「アルマ」）が含まれている。 
178 日本学術会議 科学者委員会研究計画・研究資金検討分科会「第 24 期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラ

ン策定の方針」、2018 年 12 月 6 日 
179 「第 24 期学術の大型研究計画に関するマスタープラン（マスタープラン 2020）」（2020 年 1 月 30 日）。新規提案または既提案の
改定（区分 I）146 件と継続提案（区分 II）15 件を選定した。さらに重点大型研究計画（特に優先順位が高く、国や地方自治体等によ

って予算化され、可及的速やかに推進されるべきもの）として、区分 I の中から 16 件の新規重点大型研究計画と、15 件の継続を承認

し、計 31 件の重点大型研究計画を選定した。 
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2001 年に「知的基盤整備計画」が策定された。同計画では知的基盤（研究用材料、計量標準、計

測方法・機器等、データベース）の整備に関する具体的な方策が示され、国は、「ナショナルバ

イオリソースプロジェクト（NBRP）180」（2002 年～）等により、研究活動で生み出された大量

のデータや研究活動に必要な材料・試資料等の集約及びその体系化・組織化などに取り組んだ。 

また、2000 年前後から文部科学省は、研究活動の一層の促進に向け、研究開発に関連するデー

タ整備にも取り組んでおり、JST が運営する「科学技術情報発信・流通総合システム（J-STAGE）
181」（1999 年～）や「研究成果展開総合データベース（J-STORE）182」（2000 年～）などを通

じて様々な研究開発支援情報や大学等の研究成果情報等を広く提供している。 

この他、研究のために整備されたネットワークとして「学術情報ネットワーク（SINET）183」

（1992 年～）がある。これは日本全国の大学、研究機関等の学術情報基盤として、「国立情報学研

究所（NII）」が構築、運用している情報通信ネットワークである。1992 年にインターネット・

バックボーンとして運用を開始して以来、海外も含めて 800 以上の大学や研究機関に高速で信頼

性の高いネットワーク基盤を提供している。 

2014 年頃からは、欧州を中心にオープンサイエンスに関する議論が見られるようになった。オ

ープンサイエンスとは、論文へのオープンアクセスと研究データのオープン化によって研究成果

を広く利用可能とし、知の創出の加速、研究プロセスの透明化、市民参加型研究の拡大等をはか

ろうとする概念である。日本においても、国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検

討が内閣府で実施され、「我が国におけるオープンサイエンス推進のあり方について～サイエン

スの新たな飛躍の時代の幕開け～」が取りまとめられた（2015 年 3 月）。また、文部科学省にお

いては、「学術情報のオープン化の推進について（審議まとめ）」が取りまとめられ（2016 年 2

月）、公的研究資金による研究成果のうち、論文とそのエビデンスとしての研究データは原則公開

とすべきとの方針が示された。これらの議論を踏まえて、「第 5 期科学技術基本計画」では、オ

ープンサイエンスについて公的資金による研究成果の利活用を可能な限り拡大することを基本姿

勢とすること、知的財産、プライバシー、国益等を考慮した“オープン・アンド・クローズ”戦略

に留意しつつ、適切な国際連携とルールに基づき、研究成果・データを共有するプラットフォー

ムを構築することを掲げた。 

内閣府では、「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会」を立ち上げ、

国全体の研究データ管理及び利活用に関する基本方針（ナショナル・データ・ポリシー）等に関

する議論を進めている。2018 年 6 月に「国立研究開発法人におけるデータポリシー策定のため

のガイドライン」、2019 年 3 月に「研究データリポジトリ整備・運用ガイドライン」、2019 年

10 月に「研究データ基盤整備と国際展開 ワーキング・グループ 報告書－研究データ基盤整備と

国際展開に関する戦略－」等を公表している。 

  

                                                 
180 National BioResource Project（NBRP）. ライフサイエンス研究を実施する上で必要不可欠である生物遺伝資源のうち、国として戦

略的に整備することが重要であるものについて、体系的に収集・開発・保存し、提供することを目的とする。現在、日本医療研究開発

機構（AMED）にて運営されている。 
181 科学技術情報の電子ジャーナル出版を推進するプラットフォーム 
182 大学・公的研究機関、JST 等の技術移転可能な（ライセンス可能な）技術シーズや特許情報の検索システム 
183 Science Information NETwork. 前身のパケット交換網は 1987 年から運用開始。 
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２.７ 研究開発資金制度 

 

■研究開発資金制度の拡充 

日本の国公立大学や公的研究機関は、経常的な機関運営資金として補助金（運営費交付金等）

を受ける他、研究活動には、競争的資金184を公募により獲得している（「デュアルサポート」、第

3 章・図 3-1 参照）。この他に民間企業や財団法人からの助成金や共同研究費等がある。ここでは、

特定の目的や優れた研究に対して配分される競争的資金を中心に俯瞰してみる。 

 

○ 科学技術基本計画と競争的資金制度 

1996 年に閣議決定された「第 1 期科学技術基本計画」で、当該計画期間内の政府研究開発投

資の総額を 17 兆円とする目標が示され、その目標額が実現された。続く第 2 期、第 3 期、第 4

期の科学技術基本計画では、それぞれ 24 兆円、25 兆円、25 兆円の科学技術関係経費の措置及び

競争的資金倍増の目標が示されたが、これら科学技術関係経費の目標額は実際には達成されてい

ない。第 5 期計画では約 26 兆円を目標額としている。 

 

○ 競争的資金の概観 

ファンディングに関する政策上、特徴的な制度として「競争的資金」という呼称が登場したの

は、「第 1 期科学技術基本計画」においてである。それまでにも、各省庁やファンディング機関

において多様なファンディングが存在していたが、1996 年度に科学技術庁、文部省、厚生省、

農林水産省、通商産業省、郵政省の 6 省庁が特殊法人等における公募方式による基礎研究推進制

度を導入したことにより、現在の競争的資金につながる原型が形成された。 

「第 1 期科学技術基本計画」で競争的資金の拡充が示され、それ以降競争的資金の制度数の増

加と一層の多様化が進み、内閣府が公表する競争的資金制度に加えて公募を有する多様な研究資

金制度が各府省に設けられた。 

「第 1 期科学技術基本計画」では、これらの制度と民間能力の活用を含めた公募型の研究開発

の推進経費、各省庁において国立試験研究機関を選択して配分する共通横断的な分野の研究開発

等をまとめて「多様な競争的資金」とした。競争的資金は「研究者の研究費の選択の幅と自由度

を拡大するとともに、競争的な研究環境の形成に貢献するもの」と位置づけられ、その大幅な拡

充を図ることとされた。特に「第 2 期科学技術基本計画」では、競争的研究資金の期間内の倍増

が打ち出された。2016 年度から開始された「第 5 期科学技術基本計画」では、競争的資金の効

果的・効率的活用を目指すとともに、対象の再整理、間接経費の 30％措置、使い易さの改善等が

述べられた。 

さらに、競争的資金以外の研究資金への間接経費導入等の検討や研究機器の共用化などの公募

型資金の改革を進めるとともに、国立大学改革と研究資金改革とを一体的に推進するとしている。 

 

                                                 
184 競争的研究資金ともいう。第 3 期科学技術基本計画においては、「資源配分主体が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中
から、専門家を含む 複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分す

る研究開発資金」と定義されている。内閣府ホームページには各府省の競争的資金制度の一覧表が公開されている。

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/index.html （2019 年 9 月 27 日閲覧） 
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JSPS:日本学術振興会、JST:科学技術振興機構、NEDO:新エネルギー・産業技術総合開発機構、 

AMED:日本医療研究開発機構、SIP:戦略的イノベーション創造プログラム（内閣府）、 

ムーンショット: ムーンショット型研究開発事業（内閣府） 

 

図 2-3 研究資金配分機関と競争的資金制度の俯瞰 

 

図 2-3 は主要な研究資金配分機関（ファンディング・エージェンシー）の役割を研究開発の時

間的流れに沿って並べたものである。 

研究の初期ではまだ研究者の（個人的な）動機や興味によって研究を行っている。すべての研

究はその萌芽から始まるものであるので、その芽を摘むことなく、研究を見守る必要がある。そ

のフェーズを支援するのが主として JSPS の「科学研究費補助金（科研費）」であり、自然科学

から人文・社会科学に至る幅広い分野にわたって競争的資金を提供している。 

応用の可能性が見えてきた研究については、目的が明確な課題解決型基礎研究や、失敗の可能

性が高いハイリスク研究として、JST がいくつかの競争的資金プログラムを用意している185。 

また、市場に出せるような具体的なプロトタイプ開発を行ったり、利用実験を行うレベルを狙

う研究については、NEDO などが資金提供を行っている。さらに最近は、上述の取組みに加え、

新たなファンディングが始められている。2015 年に発足した AMED は、医療分野の基礎から実

用化に渡るファンディングをおこなっている。また省庁を越えた取組みである SIP、ImPACT、

ムーンショット等の大型のファンディングが内閣府に創設された。 

 

○ 科学研究費補助金（科研費） 

日本学術振興会が運営している「科学研究費補助金（科研費）」は、“人文学、社会科学から自

然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想

に基づく研究）を格段に発展させることを目的とする186”ものであり、日本で最も長い歴史を持

                                                 
185 JST では以下のような「戦略的創造研究推進事業」を実施している： ERATO（国の戦略目標に向けた基礎研究を実施）、CREST

（国の戦略目標に向けて独創的で高い水準の「目的基礎研究」を推進）、さきがけ（個人研究者が単独で研究課題を実施）、ACCEL

（上記の戦略的創造研究推進事業の研究成果に対して技術的成立性を証明（POC）する）、ACT-i（独創的な発想を持つ ICT 分野の

若手研究者を育成）、ACT-C（低エネルギー、低環境負荷で持続可能なものづくりのための先導的な物質変換技術の創出）、ALCA

（温室効果ガス排出の低減を目指した低炭素技術開発）、RISTEX（社会技術研究開発の実施）。またこの他に産学官の連携支援やベ

ンチャー支援に関する事業もおこなっている。 
186 文部科学省ホームページの説明より。http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
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つ187、最大の競争的資金である。科研費制度は、これまでにも若手研究者の支援や新興・融合領

域の推進に向けた研究種目等を新設すること等により、研究者の多様なニーズに対応した制度と

なってきた。 

2011 年度予算から、「独立行政法人日本学術振興会法」の一部を改正する法律の成立及び施行

により、「学術研究助成基金」が設立され、853 億円が造成された。基金化によって複数年間を通

じた研究費が確保されるので、研究者にとっては研究費の前倒し使用が可能になる、事前の繰越

手続きをしなくても次年度の研究費使用が可能になる、年度末の会計処理を意識しなくてすむ等

のメリットが生じる。これにより「科研費」の 2011 年度予算額は 2,633 億円（対前年度比約 30％

の大幅増）となった。以後、基金に対する補助金（学術研究助成基金補助金）と科学研究費補助

金の総額で科研費予算が構成されている。 

2014 年、文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会から科研費改革に向けた報告書「我が国

の学術研究の振興と科研費改革について（中間まとめ）」が公表された。同報告書では、学術研

究の質の高い多様性の確保、若手研究者の確保・育成のために、科研費の審査方法や資金化等の

改革の必要性が示された。これを受けて、2017 年に文部科学省より「科研費改革の実施方針」が

出され、2018 年度助成分より新制度に移行している。主な改革点は、1)審査区分を大・中・小の

区分に大括り化して、大・中区分に対して総合審査方式を採用、2)研究種目の再構築（「学術変革

研究」種目群の創設、若手研究種目の改善等）、3)「学術研究助成基金」の充実等である。これら

の新制度の概要を下図に示す。 

 

 

図 2-4 科研費の新しい体系イメージ 

 

○ 科研費以外の競争的資金 

一方、科研費以外の競争的性格を有する資金188については、資金規模の大きい制度やイノベー

ションを指向した制度の創設が進んできたといえる。例えば、世界最高水準の研究教育拠点の形

成を目指す「21 世紀 COE プログラム」（2002 年～04 年）189、「グローバル COE プログラム」

（2007 年～09 年）、優れた研究環境と高い研究水準を誇る拠点を形成する「世界トップレベル研

究拠点プログラム（WPI）」（2007 年～）、総合科学技術会議主導による「最先端研究開発支援プ

                                                 
187 1939 年に制度化された「科学研究費交付金」が元になっており、1968 年に現在のようなピアレビュー方式が整えられた。科学技術・

学術審議会学術分科会（2014 年 8 月 27 日）「我が国の学術研究の振興と科研費改革について（第 7 期研究費部会における審議の報
告）（中間まとめ）」 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1351968.htm （2019 年 12 月 1 日閲覧） 

188 公募型の資金を指す。 
189 COE（center of excellence）：卓越した研究拠点 
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ログラム（FIRST）190」（2009 年～13 年）、「最先端・次世代研究開発支援プログラム（NEXT）
191」（2010 年～13 年）等の新たな制度が設けられた。最近では、大学が文部科学省・経済産業省

から認定を受けた投資会社や大学発ベンチャー支援ファンド等に出資することが可能な「官民イ

ノベーションプログラム」（2012 年）や、米国 DARPA を参考とし、ハイリスク・ハイインパク

トな研究開発を幅広い裁量をもつプログラムマネージャーの下で推進する「革新的研究開発推進

プログラム（ImPACT）」（2013 年～19 年）、基礎から出口までを見据えた省庁・分野横断的プロ

グラムである「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）192」（2014 年～）などの新制度が

創設されている。 

その後、文科省と JST によって目的別に次のような多様で大型の事業が始まっている。ベンチ

ャー企業支援をめざす「出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS）」（2014 年～）、研究開

発法人を中核として人材糾合の場（イノベーションハブ）の構築を支援する「イノベーションハ

ブ構築事業」（2015 年～）、地域の産学官連携のプラットフォーム形成（異分野融合による統合的

共同研究システム）を支援する「リサーチコンプレックス推進プログラム」（2015 年～）、「組織」

対「組織」による本格的な産学連携をめざしたマッチングファンドである「産学共創プラットフ

ォーム共同研究推進プログラム（OPERA）」（2016 年～）等である。また「未来社会創造事業」

（2017 年～）は経済・社会的にインパクトのあるターゲット（ハイインパクト）と挑戦的な目標

（ハイリスク）を設定し、実用化が可能かどうかを見極められる段階（概念実証：POC）を目指

した研究開発を実施する競争的資金である。研究テーマに応じて比較的少額（2 千万円～4 億円）

のタイプと大規模タイプ（最大 8 億円）を用意し、ステージゲート方式で長期間（8 年以上）継

続することを特徴としている。 

2018 年から内閣府が開始した「官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）」は民間の研究開

発投資誘発効果の高い領域（ターゲット領域）に各府省の施策を誘導し、それらの施策の連携を

図るとともに、必要に応じて追加の予算を配分するものである。 

これまでにない野心的な構想を掲げた研究開発を推進するために、2019 年から「ムーンショッ

ト型研究開発事業193」が開始された。このプログラムは FIRST や ImPACT 事業の経験を生かし

て、世界中から革新的なアイデアを採用するとともに、失敗を許容するようなポートフォリオ管

理をめざすものである。2019 年度内は研究テーマ設定や公募等をおこない、実際の研究活動は

2020 年度から始められる。 

 

■制度の運用改善 

上述したような様々な公的研究開発資金制度が設けられたのに伴い、制度の運用面に関する多

くの指摘が研究現場から挙げられるようになってきた。そこで、総合科学技術会議において、資

金の効果的活用に関する検討が行われた194。 

 

○ 基金化 

公的な研究開発資金制度においては、従来、政府の単年度会計の原則により年度を越えた繰越

使用が不可能であった。しかし、予算の有効利用や研究活動の活性化のためには、複数年度にわ

たる研究費の使用を可能とする措置（基金化等）が必要とされていた。 

2009 年、「先端研究助成基金195」が補正予算により創設され、同予算を財源として新設された

                                                 
190 研究者を最優先した制度設計をめざして、使いやすい資金、研究に没頭できる環境、研究者がファンディングエージェンシー（独立

行政法人）を逆指名できる等の特色を持っていた。課題 1 件あたり 3～5 年間、総額 30 億円～150 億円程度。2009 年 7 月に公募し、

9 月に 30 課題が採択された。 
191 将来の活躍が期待される若手研究者、女性研究者又は地域の研究機関等で活動する研究者の潜在的な人材力の発揮をめざした。特に

グリーン・イノベーション又はライフ・イノベーションを推進した。4 年以内、年 5 千万円（間接経費含む）を支給。事業 4 年間で計
329 件を助成。都道府県ごとに最低 1 件を採択、女性採択率 25%。 

192 Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program 
193 米国の「アポロ計画」（1961 年～72 年にかけて有人月面着陸を達成）のように、困難だが成功によって社会的に大きな影響が期待
される壮大な目標・挑戦を指す。総合科学技術・イノベーション会議第 39 回（2018 年 6 月 14 日）資料「ムーンショット研究の推進

について」、同第 41 回（2018 年 12 月 20 日）資料「ムーンショット型研究開発制度の基本的考え方について（案）」 
194 総合科学技術会議科学技術システム専門調査会「競争的研究資金制度改革について」（2003 年４月 21 日）。総合科学技術会議基本
政策推進専門調査会「競争的資金の拡充と制度改革の推進について」（2007 年 6 月 14 日） 

195 2009 年度補正予算により、1,500 億円の基金を造成。うち FIRST へ 1,000 億円、NEXT へ 500 億円を割当て、日本学術振興会（JSPS）

先端研究助成基金として運営された。 
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「最先端研究開発支援プログラム（FIRST）」と「最先端・次世代研究開発支援プログラム（NEXT）」

では、多年度にわたる研究資金の使用が可能（基金化）となった。そして、この基金化により年

度を跨いだ物品購入や複数年度に亘る保守契約が可能となるなどの効果があった。次に「科研費」

では、2001 年に研究規模の小さい 3 つの研究種目に基金化が導入され、その後 2 つの種目にも

基金化が導入された。 

FIRST の後継である ImPACT と、2019 年から予定されている「ムーンショット」事業も基金

による運営である196。 

 

○ 間接経費 

競争的資金は、一般に直接経費と間接経費で構成される。直接経費が、競争的資金による研究

を実施する際、研究に直接的に必要なものに対して研究実施者により使用される経費であるのに

対し、間接経費は、直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金による研究の実施に伴う

研究機関の管理等に必要な経費として使用される経費を指す197。「第 2 期科学技術基本計画」で、

研究費に対して一定比率の間接経費を研究機関に配分する方針が記載され、2001 年に「競争的資

金の間接経費の執行に係る共通指針」（競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ）により、各府

省の競争的資金に間接経費が措置された。しかし、2009 年の事業仕分けにより競争的資金の見直

しが行われ、「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」や「グローバル COE プログラム」

等の事業に措置されていた間接経費は途中で打ち切られた。 

その後、間接経費率の改善の必要性198や使途の透明性確保の必要性199に関する指摘もあがって

いる中で、徐々にその実施率は高まってきている200。 

 

○ 費目間流用ルール 

各研究開発資金制度では、費目間の流用可能割合等がそれぞれの制度で異なっており、これが

研究現場の混乱や手続き等の煩雑さを招いているとの指摘がある。 

こうした状況を受けて、2003 年に総合科学技術会議が公表した「競争的研究資金制度改革につ

いて」の中では、費目間流用の弾力的な運用の必要性について触れている。さらに、同会議は 2007

年に競争的資金制度の抜本的な改革に向けた文書「競争的資金の拡充と制度改革の推進について」

をとりまとめた。現在、研究資金の有効な使用の推進や不正使用の防止の観点からも、費目間流

用ルール統一の府省間の申し合わせが 2014 年から行われ、毎年更新されている。 

 

このような制度の運用改善が進みつつある中で、2015 年、文部科学省は「研究成果の持続的創

出に向けた競争的研究費改革について（中間取りまとめ）201」報告書を公表して、社会変化の加

速が科学技術イノベーションの構造変化を引き起こしつつあることから、競争的研究費が研究成

果を持続的に創出していくために、さらなる研究費改革を求めた。この報告書では、間接経費の

適切な措置が必要であること（たとえば間接経費の 30%確保）、競争的研究費における若手研究

者雇用に係るルールの整備、研究代表者の研究マネジメントに充てる時間の確保等、研究現場の

実態に即した具体的な方策案を示している。 

 

■科学技術関係予算編成プロセス～予算の重点化～ 

2001 年に設立された「総合科学技術会議」は、「科学技術に関する予算、人材等の資源配分の

方針202」（資源配分方針）を毎年策定し、科学技術関係施策の推進のため、有望な分野や政策へ

の重点的な予算配分の実施に取り組んだ。概算要求前に、資源配分方針を各府省に示し、各府省

                                                 
196 2019 年 1 月に施行された「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」（旧研究開発力強化法）によって、資金配分機関

に基金を作ることが一層容易になった。 
197 https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin2_kansetsukeihi.pdf （2019 年 9 月 27 日閲覧） 
198 学術研究懇談会(RU11)「グローバル化時代における我が国の責務としての研究基盤の抜本的強化にむけて」（2014 年 8 月） 
199 総務省「科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」（2013 年 11 月） 
200 2016 年度の「大学に対する間接経費 30%」実施状況においては、競争的資金では全府省等が実施済、公募型研究資金では 9 割が導入

済に至っている。（出典）内閣府「科学技術イノベーション官民投資拡大イニシアティブの具体化に向けた検討状況」、未来投資会議・

第 3 回構造改革徹底推進会合資料（2017 年 2 月 23 日） 
201 文部科学省競争的研究費改革に関する検討会「研究成果の持続的創出に向けた競争的研究費改革について（中間取りまとめ）」（2015

年 6 月 24 日） 
202 2008 年度以後、名称が「科学技術に関する予算等の資源配分の方針」となった。 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin2_kansetsukeihi.pdf
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はこの資源配分方針に沿って次年度の予算要求を行った。このような予算編成プロセスに加えて、

2002 年度からは同会議が各省の要求施策に対して「優先度判定」を実施した。この優先度判定は、

各府省の概算要求後に総合科学技術会議が各府省の施策をSABCの 4段階で評価するものであっ

た。 

しかし、上記プロセスでは、概算要求後に各府省の施策の連携や重複排除を行うため、その調

整は容易ではなく、予算の重点的配分は困難であった。そこで、2009 年度から新たな予算編成プ

ロセスが導入された。このプロセスでは、概算要求前に各府省と協力して府省連携や重複排除等

の調整を実施し、「科学・技術重要施策アクション・プラン」（アクション・プラン）を作成し、

この「アクション・プラン」を踏まえて資源配分方針が策定された。 

2009 年の「行政刷新会議」による「事業仕分け」では、科学技術関係の予算計画が大幅に見直

され、特に大型プロジェクト予算の大幅縮減を求められた。学界を中心とした反対意見表明も出

された203が、対象となった多くの事業では中止や統合を含む計画変更を行った。総合科学技術会

議の方針に基づいて実施する「科学技術振興調整費」も事業仕分けによって廃止された。翌年、

同会議の司令塔機能強化の一端を担う「科学技術戦略推進費」（2011 年～12 年）が設けられた。 

2013 年、総合科学技術会議の下に「内閣府特命担当大臣（科学技術政策）」を含む関係省庁等

の幹部で構成される「科学技術イノベーション予算戦略会議」が設置された以降、同会議の議論

を受けたアクション・プランの作成、それを反映した資源配分方針の策定が行われている。この

新たな予算編成プロセスにより、各府省の予算要求の企画段階から「総合科学技術・イノベーシ

ョン会議」が予算の重点配分等を主導することとなっている。その予算が「科学技術イノベーシ

ョン創造推進費」（2013 年～）であり、前述の「PRISM」や「戦略的イノベーション創造プログ

ラム（SIP）」の原資となっている204。この科学技術イノベーション創造推進費の運用方針205につ

いては、PRISM と SIP の連携を機動的におこなうために、同一のガバニングボードで議決して

計画修正できるように改正された（2019 年 2 月）。 

2019 年度から開始した「ムーンショット型研究開発制度」では、主として文科省と経産省が

それぞれ補正予算による基金を作り、ファンディング・エージェンシーがそれを使って執行する

形としている206。 

  

                                                 
203 予算縮減方針に対する反対意見として、国・私大の 9 学長による声明（11 月 24 日）、ノーベル賞・フィールズ賞受賞者 5 名による

声明（11 月 25 日）、情報技術に関わる 9 大学の関連研究機関の長がスーパーコンピューター開発事業への支援を求める声明（11 月

25 日）などがやつぎばやに出された。"Japan budget threat sparks backlash", Nature 462, 557 doi:10.1038/462557a（2009 年 12

月 3 日号） 
204 2019 年度の科学技術イノベーション創造推進費予算は計 555 億円で、SIP 及び PRISM に 380 億円、健康医療分野に 175 億円を割

り当てられる。ガバニングボード決定「平成 31 年度科学技術イノベーション創造推進費について」（2019 年 2 月 28 日）。 
205 「科学技術イノベーション創造推進費に関する基本方針」。CSTI 本会議第 41 回（2019.2.27）にて決定。 
206 5 年分の研究費として、文科省は科学技術振興機構（JST）に 800 億円、経産省は新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

に 200 億円の基金を作った。 
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２.８ 評価システム 

 

■評価制度 

現在、我が国では、研究開発評価に関連する法令・指針として、以下の 3 つが制定されており、

これらに基づき「研究開発評価」ならびに「研究開発機関評価」が行われている。 

 「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針207」（1997

年策定、その後数次にわたり改訂、以下「大綱的指針」とよぶ） 

 「独立行政法人通則法」（1999 年公布、その後国立研究開発法人制度、特定国立研究開発

法人制度の導入に伴い改定） 

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（2001 年公布、「政策評価法」と呼ぶ） 

 

これらの下で、各レベルで実施される評価を下図に示す。まず国全体の科学技術基本計画があ

り、それに対応する形で大綱的指針が定められている。この大綱的指針の下で、各府省レベルの

評価指針が定められる。文部科学省の場合は、2002 年に策定した「研究開発評価指針208」に沿

って、所管の大学、研究開発法人等の機関がそれぞれ評価実施の要領を定めることになっている。 

 

 
図 2-5 研究開発評価の体系 

 

■研究開発評価 

我が国では「第 1 期科学技術基本計画」に基づき、1997 年に内閣総理大臣決定「国の研究開

発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」が策定され、研究開発の評価

体系構築に向けた取組が本格化した。本指針では、研究開発課題の評価の際の外部評価の導入、

評価結果の公開、研究資金等の資源の配分への適切な反映等について記述された。 

こうした研究開発評価に関する動きの中、2001 年には、「行政機関が行う政策の評価に関する

法律」が制定された。これにより、研究開発評価は、同法の政策評価の観点を踏まえつつ、上記

大綱的指針に基づいて実施されることとなった。 

また、2001 年、総合科学技術会議の所掌事務として「研究開発評価」が定められたこと（「内

閣府設置法」）を背景として、総合科学技術会議に「評価専門調査会」が設置された。同専門調

査会は上記大綱的指針の改定作業並びに各府省が実施する国費総額約 300億円以上の大規模研究

開発等の評価などを実施している。 

上記大綱的指針は、「第 2 期科学技術基本計画」、「第 3 期科学技術基本計画」期間中に 3 回改

定された。2001 年の改定では「研究開発施策や研究者が新たな評価対象」となり、次の 2005 年

                                                 
207 2001 年の改定以後は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」 
208 正式には「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（2002 年 6 月策定、2017 年 4 月最終改定） 
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の改定では、「研究開発評価は研究成果を問うだけでなく研究者の研究促進や政策形成へ寄与」す

ることも視野に入れて実施するという視点が示された。続く2008年の改定では、「評価の効率化、

国際水準による評価の実施等」が掲げられた。 

2011 年に策定された「第 4 期科学技術基本計画」で PDCA サイクルの確立等が明記されたこ

とを踏まえ、2012 年に大綱的指針は再度改定された。同改定では、「研究開発プログラム評価を

導入」する方針が新たに示された。すなわち、評価対象を 3 階層（「研究開発施策」⇒「研究開

発プログラム」⇒「研究開発課題」）に設定し、新たに「研究開発プログラム」を評価すること

となった。これによって、施策やプログラムの策定にあたる各府省やファンディング機関の評価

を行うことも明確になった。さらに、アウトカム指標の設定とその達成に向けたシステム設計を

実施することが、改定された大綱的指針に盛り込まれた。 

 

 
図 2-6 大綱的指針の改訂ポイント 

 

2016 年に策定された「第 5 期科学技術基本計画」においては、1)「研究開発プログラム評価」

が十分に浸透していないことが指摘され、2)「超スマート社会」の実現に向け Society5.0 として

国を挙げて推進する等、出口指向が強調されるとともにイノベーション創出に主眼が置かれてい

る、3)評価結果が活用されないこと等で研究者の徒労感を生み出す「評価疲れ」が指摘されてい

る。これらを踏まえ、2016 年の大綱的指針改定では、1)実効性のある『研究開発プログラムの評

価』のさらなる推進、2)アイデアの斬新さと経済・社会インパクトを重視した研究開発の推進、

3)研究開発評価に係る負担の軽減の方向が示された。 

なお、こうした大綱的指針の策定と改正を受けて、各府省は、研究開発評価に関する指針やガ

イドライン等を作成・改定してきた。これらに基づき、各府省は研究開発評価を実施している。

文部科学省の「研究開発評価指針」についても 2017 年 4 月に改訂され、1)政策目的達成までの

シナリオを示した「道筋」を研究開発プログラムごとに作成する、2)挑戦的（チャレンジング）

な研究では直接的な目標の達成度に加え、間接的な成果も評価する、3)長期研究では一定期間ご

とに目標や計画の見直しを確認する、4)実施主体の長のマネジメント力や体制を評価に反映する、

5)産学官連携活動やオープンサイエンスへの取組等の関連する活動も評価する等の項目が追加さ

れた。指針全体としては研究開発のシナリオを描いた上で、状況変化に対する柔軟性や成果の広

範な波及をマネジメントに求めている。 

 

■研究開発機関評価 

研究開発型独立行政法人の評価は、全府省における政策評価の取組を背景に、1999 年に制定さ

れた「独立行政法人通則法」に基づき、実施されていた。2014 年に国立研究開発法人に移行して

からは、各府省に設置された「国立研究開発法人審議会」の意見を踏まえ主務大臣の評価を受け

ている。 
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一方、国立大学法人は、「認証評価」と「国立大学法人評価」を受けている。認証評価は、「学

校教育法」に基づき「大学等の教育研究水準の向上に資する」ことを目的に行われ、国公私立大

学・高専等が対象機関である。その評価結果を受けて、各機関は自ら改善を図ることとなってい

る。また、「国立大学法人評価」は、2002 年に制定された「国立大学法人法」に基づき、「大学

評価・学位授与機構」の協力を得て「国立大学法人評価委員会」が実施する評価である。各大学

の中期目標期間（6 年間）の目標達成状況が評価され、この評価結果が、次期中期目標期間の運

営費交付金の算定に反映されることとされている。 

 

■エビデンスにもとづいた政策評価 

1990 年代後半から英国を中心として「エビデンス（客観的根拠）」にもとづく政策形成

（Evidence-based Policy Making: EBPM）の動きが出始めた209。EBPM は客観的なデータと厳

密な方法に基づき、政策効果や費用を分析し、政策を決定しようとするものであり、政策の評価

にも大きな影響を与えている。日本では EBPM の重要性が報告210された以降、「第 5 期科学技術

基本計画」に客観的根拠に基づく政策の推進が掲げられたが、EBPM の基盤となるデータの整備

が遅れていたため、まだ EBPM は本格化していない211。しかし、2017 年に IT 戦略本部に「EBPM

推進委員会」212が設置され、EBPM を推進する体制作りが始まり、「統合イノベーション戦略」

（2018 年）では、STI 政策におけるインプット（資金、人材）からアウトプット（論文、特許等）、

アウトカム（経済効果、社会的効果）に至る情報を体系的に整備した「エビデンスシステム」を

構築し、活用することと明記された。エビデンスシステムのために、データの標準化やデータ間

の連結・連携に関する方針が「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」

（2019 年 4 月）としてまとめられた213。まず国立大学や研究開発法人からインプットデータを収

集し、2020 年度にかけてアウトプットデータと紐付けされる計画である。 

データを重視した政策評価の試行は 2018 年の行政事業レビューから始まり、いくつかの事業

が試行対象に取り上げられた。2019 年度は文科省では「次世代アントレプレナー育成事業

（EDGE-NEXT）」が対象に選択され、初期と中期のアウトカムとの間にまだギャップがあるため、

更なる検討が必要である等の有識者意見が出された214。 

  

                                                 
209 内山、小林、田口、小池「英国におけるエビデンスに基づく政策形成と日本への示唆」、RIETI Policy Discussion Papers Series 18-P-018

（2018 年 12 月） 
210 JST-CRDS「エビデンスに基づく政策形成のための『科学技術イノベーション政策の科学』の構築－政策提言に向けて－」、

CRDS-FY2010-RR-03（2010 年 9 月）、黒田・有本「エビデンスに基づく政策形成のための「科学技術イノベーション政策の科学」

の構築」、CSTP 有識者会合（2010 年 10 月 28 日），http://scirex.grips.ac.jp/about/download/crds_101028.pdf （2019 年 12 月 1

日閲覧） 
211 先行的な取組みとして、2011 年から「科学技術イノベーション政策における『政策のための科学』の推進」（SciREX）事業が始ま

り、政策研究に関わる 6 大学、NISTEP、JST（RISTEX、CRDS）の研究ネットワークの中で、さまざまな角度から EBPM の研究が
進められている。 https://scirex.grips.ac.jp/ （2019 年 12 月 1 日閲覧） 

212 「官民データ活用推進基本法」（2016 年 12 月 14 日施行）にもとづいて「官民データ活用推進戦略会議」（IT 戦略本部）が設置さ

れ、この戦略会議の下に EBPM 推進委員会がある。 
213 「データ標準化・モデルシステム開発コンソーシアム」（2018 年 8 月～）で議論された。このコンソーシアムには主な国立大学、研

究開発法人、府省庁約 100 機関が参加している 
214 EBPM 推進委員会第 4 回（2019 年 9 月 9 日）「令和元年度行政事業レビュー公開プロセスを活用した EBPM の取組」 

http://scirex.grips.ac.jp/about/download/crds_101028.pdf
https://scirex.grips.ac.jp/


研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

52 



研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

53 

国
際
活
動 

２.９ 国際活動 

 

■研究人材の国際交流 

1970 年代から 80 年代の日本の経済成長による国際的な地位や役割の向上等に伴い、文部省は、

「21 世紀への留学生政策に関する提言」（1983 年）、「21 世紀への留学生政策の展開について」

（1984 年）を提言し、10 万人の留学生受け入れを打ち出した。これにより、国費・私費留学生の

数は増加し、2003 年にその数は 10 万人を上回った。留学生の数が増え始めると、不法労働等を

目的とした留学生も現れ、全体的な質の低下が懸念されることとなったが215、社会・経済のグロ

ーバル化が進む中、世界中の優秀な人材を確保し国際競争力を強化する視点から、2008 年に関係

省庁216は「留学生 30 万人計画」骨子を策定した。現在は、日本留学生フェアやセミナー、日本

留学希望者向けのポータルサイト（2010 年）等の情報発信や、留学生への奨学金「留学生交流支

援制度217」（2009 年～）、地域における交流促進のための「留学生交流拠点整備事業」（2012 年

～15 年）等の支援が実施されている。 

特に「第 5 期科学技術基本計画」の柱である Society 5.0 の構想を実現するための高度な ICT

技術者の不足218が顕著になってきたため、高度な専門的知識や技術を持つ外国人（高度外国人材）

を確保しようとする施策が打ち出されてきた。経産省の「技術協力活用型・新興国市場開拓事業」

（2016 年～）や文科省の「留学生就職促進プログラム」（2017 年～）などがそれにあたる。これ

らは日本への留学から日本での就職、あるいは母国へ帰国後の現地日本企業への就職等のコース

を支援することによって、日本の研究開発や企業活動のリソース不足を補うとともに、イノベー

ションに対する外部からの刺激を期待している。 

日本人研究者については、特に若手研究者が海外の特定の大学等研究機関において長期間研究

に専念できるよう支援する仕組みとして、日本学術振興会（JSPS）の「海外特別研究員制度」（1982

年～）と科学技術振興事業団（現 JST）の「若手研究者海外派遣事業219」（1996 年～2001 年）

が新設され、数百名の研究者を送ってきた。2017 年より博士後期課程の学生を対象とした「若手

研究者海外挑戦プログラム」も開始された。 

このような研究者個人への支援に加え、2014 年から特定の研究領域の国際研究ネットワークを

構築するため「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業」（2014 年～17 年）に

より大学等研究機関を支援した。また、アジアの青少年が日本を短期に訪問し、日本の青少年と

科学技術の分野で交流を深めることを目指した「さくらサイエンスプラン」（2014 年～）も継続

している。 

以上のように国際交流に対してさまざまな支援が行われている反面、大学等における研究者の

中・長期（30 日以上）の海外への留学者数は 2000 年から急激に減少し、最近ではピーク時と比

較して 6 割以下の水準で推移している状況が危惧されている220。この理由として、以前のように

日本国内では得られない高度な研究設備等の優れた研究環境を海外に求めるという意味合いが最

近は薄れて、海外への関心が低下したこと221や、資金的な問題が制約となっていること222が反映

していると考えられている。 

このような状況を踏まえて、世界トップクラスの研究者育成を組織立って実施しようとする「世

界で活躍できる研究者戦略育成事業」（2019 年～）が開始された。本事業は研究者育成について

の国内外のすぐれた知見や事例を集めて、標準モデルの普及を図るものである。 

 

                                                 
215 総務省「留学生の受入れ推進施策に関する政策評価」（2005 年 1 月 11 日） 
216 文部科学省、外務省、法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省 
217 2016 年度より「日本再興戦略」の実現のために「海外留学支援制度」として再編。 
218 経産省「IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」報告（2018 年 3 月）では、2020 年時点で先端 IT 人材（ビッグデータ・

IoT、人工知能に携わる人材）が約 4.8 万人不足すると指摘。 
219 その後、2002 年に JSPS「海外特別研究員制度」に統合された。 
220 文部科学省「国際研究交流の概況（平成 27 年度の状況）」（2017 年 6 月 5 日） 
221 日本学術振興会「日本学術振興会の人材育成事業の充実方策について（第一次提言）」（2016 年 8 月 12 日） 
222 文科省「国際的視野に立った学術研究の振興～日本学術振興会の取組」（科学技術・学術審議会国際戦略委員会第 2 回資料、2016 年

11 月 29 日） 
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■大規模な研究開発活動 

1990 年代、研究施設・設備の大型化にともない、その建設費・運用費が増加してきた。一方で、

冷戦の終結によって国家の威信をかけた競争という科学技術の意味づけが低下し、また、先進国

の経済状況が悪化するのに伴い、各国の科学技術関連の予算が抑えられてきた。このような背景

から、大型研究事業が国際協力により実施される場合が増えてきた。我が国も、「国際熱核融合

実験炉（ITER）」、「大型ハドロン衝突型加速器（LHC）」、「国際宇宙ステーション（ISS）」、「統

合国際深海掘削計画（IODP）」等の国際プロジェクトに参加し、研究開発水準の維持と向上に努

めるとともに、資金面での協力を行っている。 

 

■安全保障貿易管理 

日本は、1949 年に外国為替及び外国貿易管理法（FEFTA）を制定し、法に基づく安全保障貿

易管理を始めた。当時は東西冷戦時代の最中にあって、対共産圏への輸出管理が目的となってお

り、1952 年には「戦略的物資輸出調整委員会（COCOM）」に参加した223。その後、1980 年の改

正によって対外取引を原則自由とする法体系に改められたが、1987 年に日本の工作機械が

COCOM 規制対象国に不正輸出される事件が発生し、日本の国際的信用を失墜させることになっ

たため、あらためて輸出管理が強化されることとなった。 

冷戦終了後、日本の安全保障貿易管理は、国内の高度な技術が大量破壊兵器の開発を行ってい

る国・地域やテロリストに渡らないように、未然防止することが目的となった。1998 年の FEFTA

改正では、対外取引の事前許可・届出制度を原則廃止する一方で、国際平和のために必要な場合

には経済制裁等の措置が可能となった224。現在、国際輸出管理レジーム225によって厳格な貿易管

理が実施されている。 

2004 年 6 月の先進国首脳会議において、大量破壊兵器の不拡散に関する G8 行動計画が採択さ

れたことを受けて、経産省から通知「大学等における輸出管理の強化について」（2005 年）が出

された226。また 2007 年の「知的財産推進計画」において初めて“大学等における輸出管理を強化

する”と明記された。 

このように大学の現場にとっては安全保障貿易管理に係わる複雑な事務手続きを円滑に行う必

要に迫られたため、経産省は「大学向け安全保障貿易管理ガイダンス227」（2008 年 1 月）を新た

に作成して公開した。しかし大学の現場では安全保障貿易管理が求める該非判定が国際的な慣例

と合わない面があるため、研究者と大学事務部門に混乱と負担を与えているとの意見が出された
228。そこでは具体的な例として、たとえば大学学部での講義が「技術提供」となる点、学会発表

が「不特定多数への公知化」とならない点、外国人留学生の居住者・非居住者の判断基準が曖昧

な点等が挙げられている。これを受けて、ガイダンス第 3 版（2017 年改訂）では、1)厳格管理と

負担軽減の両立、2)留学生受け入れ、海外共同研究等のケース別の具体的手続き、3)大学の規模

に応じた管理体制例等を記載して、実態に即した管理方法を示した。 

研究活動がグローバル化していく中で、多数の外国人研究者・留学生を受け入れて情報交換す

ることを想定すると、研究の現場において該非判定やその他の処理をどれだけ効率化できるかが

鍵となる。さらに安全保障貿易管理の対象については、今や分野を問わず、ほとんどすべての先

端研究の情報が該当することになるため、日常の研究活動における研究者及び研究機関の注意が

強く求められている。 

また、大学・国研ではオープン化を推進して外国企業を含む民間資金を受け入れる機会が増え

ている反面、その連携マネジメントには経験不足を含めて不安が残る。現状での最も大きな懸案

は「意図せざる技術流出」の防止である。そこで CSTI では実務的な留意事項やさまざまな取組

                                                 
223 Coordinating Committee for Multilateral Export Controls. 「対共産圏輸出統制委員会」という名称がよく知られている。 
224 財務省ホームページ「外為法の目的と変遷」を参照。  

https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/hensen.html （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
225 「原子力供給国グループ（NSG）」、「オーストラリア・グループ（AG）」、「ミサイル技術管理レジーム（MTCR）」、「ワッ
セナー・アレンジメント（WA）」の 4 つがある。日本は輸出管理を厳格に実施していると認められていて、円滑な輸出管理許可手続

が可能な輸出相手国（ホワイト国とよばれる 28 カ国）に含まれている。 
226 2006 年、2009 年にも同様の通知が出されている。 
227 正式名称は「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）」。 
228 安全保障貿易情報センター（CISTEC）、日本知財学会他の連名で、経産省、文科省、外務省当局宛に提出された要請「大学に係る

安全保障輸出管理行政に関する包括的改善要請書」（2014 年 6 月 20 日）。 

https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/hensen.html
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事例をまとめた「大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係るガイドライン」（仮称）を

作成しつつある229。 

 

■科学技術外交 

我が国はこれまで、上述したような国際交流や国際プロジェクト等に従事し、科学技術に関す

る国際的な取組を行ってきたが、近年、急激に重要性を増す国際課題への対応においても、科学

技術による貢献が求められるようになった。こうした状況を受け、2008 年に総合科学技術会議か

ら科学技術外交に関する基本的方針「科学技術外交の強化に向けて」が示され、続く「第 4 期科

学技術基本計画」にも科学技術外交に関する記述が初めて盛り込まれた。また科学技術外交を進

めるにあたっては、政府に加えて民間による政策討論の促進も盛り込まれた。このような方針に

基づき、現在、日本の高い科学技術力を活かして、「地球規模課題対応国際科学技術協力プログ

ラム（SATREPS）」（2008 年～）や「戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）230」（2009 年

～）、「e-ASIA 共同研究プログラム231」（2012 年～）など社会的課題や地球規模課題の解決等に

向けた活動が戦略的に実施されている。 

また、2013 年に本格的に立ち上がった、地球規模課題の解決に資する研究の総合的推進を目指

す国際協働の枠組みである「Future Earth232」に、我が国の関連機関が連携して積極的に関与し

ている。 

2015 年には、科学技術外交の強化と多様な展開のため、「外務大臣科学技術顧問」が初めて任

命され233、「科学技術外交推進会議234」が設置された。この体制の下で、日米協力，海洋・北極，

保健及び国際協力の 4 分野について有識者が議論し、その結果は、G7 伊勢志摩サミット（2016

年 5 月）の成果文書の中に反映され，科学的知見に基づく海洋資源の管理等のための海洋観測の

強化及び医療データ分野での国際協力の重要性が記載された。また SDGs に関する有識者提言235

は、国連第 2 回 STI フォーラム（2017 年 5 月）における対処方針や、国連経済社会理事会ハイ

レベル政治フォーラム（HLPF）（2017 年 7 月）での外務大臣演説に反映された。2019 年には

G20 大阪サミット236（2019 年 6 月）、第 7 回アフリカ開発会議（TICAD7）237（2019 年 8 月）

のような主要な国際会合で、科学技術による SDGs への取組みを広くアピールした。 

このような外交への科学的助言体制は、「科学技術を通じて国際社会に貢献するというメッセー

ジを明確にすることは、我が国のソフトパワーを高める238」と総括されるように、日本の外交に

新たな特色を生み出している。日本の科学技術力はすでに国際的に高い評価を得ている大きな資

源のひとつであり、これを外交に生かすことによって、地球規模の課題に大きく貢献できると期

待される。 

  

                                                 
229 CSTI 本会議第 45 回資料、2019 年 6 月 19 日。 
230 国際科学技術共同研究推進事業（2003 年～）の一部。我が国の競争力の源泉となり得る科学技術を、諸外国や地域と連携することに

より相乗効果を発揮させるために、競争的資金事業として実施。二国間の国際共同研究と多国間の国際共同研究がある。後者には
「e-ASIA」、「CONCERT-Japan」、「Belmont Forum」、「国際共同研究拠点（CHIRP）」、「国際緊急共同研究・調査支援プ

ログラム（J-RAPID）」が含まれる。 
231 e-ASIA Joint Research Program (JRP). 東アジアが共通して抱える、環境・防災・感染症等の課題解決を目指し、国際共同研究を実
施。2012 年 6 月に JST を含む 8 カ国 9 機関が参加。 

232 2013 年から 10 年間のプログラム。国際合同事務局（日本、スウェーデン、仏、米、カナダ）と、世界の 5 地域（アジアは日本（総

合地球環境学研究所）が担当）の地域事務局が設置されている。 
233 岸輝雄東京大学名誉教授が就任 
234 有識者 17 名を委嘱。科学技術顧問を補佐するために科学技術外交アドバイザリー・ネットワークを形成し、国内外の最新動向等に関

する専門的知見を各種外交政策の企画・立案過程に活用する。 
235 岸外務大臣科学技術顧問から中根一幸外務副大臣へ「国連持続可能な開発目標（SDGs）達成のための科学技術イノベーションとその

手段としての STI ロードマップに関する提言」が提出された（2018 年 5 月 28 日）。この中で SDGs 達成のための STI ロードマップ

の取組をいち早く始動した日本が、国際社会での貢献を果たすべく、各国での STI ロードマップ策定を先導すべきであること等を提
言した。 

236 「STI for SDGs ロードマップ策定の基本的考え方」（2018 年 5 月提言）が「G20 大阪首脳宣言」の附属文書として承認された。 
237 岸外務大臣科学技術顧問から TICAD7 に向けた提言「イノベーション・エコシステムの実現をアフリカと共に」が提出され（2019

年 3 月）、TICAD7 の成果文書に盛り込まれた。その結果、2020 年の SATREPS 募集ではアフリカの社会問題解決がテーマに掲げら

れることになった。また SICORP 事業の一環として「AJ-CORE」プログラムも立ち上がっている。 
238 科学技術外交推進会議作業部会「外務大臣科学技術顧問のこれまでの活動と今後の方向性について」（2017 年 8 月 7 日） 
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２.１０ 科学技術と社会 

 

■研究倫理・研究公正 

近年の科学技術の急速な発展に伴い、科学技術が経済や環境、政治、文化等に与える影響が非

常に大きくなり、社会における科学技術の位置づけがさらに高まってきた。そのため、科学技術

をめぐる倫理に係わる問題が重要視されるようになり、「第 2 期科学技術基本計画」でそうした

問題に対応することの必要性が明記された。 

生命科学は、医療の向上等を通じて社会に大きく寄与してきたが、それに伴いクローン技術や

ヒトゲノム解析などに関する倫理問題が生じてきた。そのため、生命倫理に関する議論が活発に

なり、2000 年には「クローン技術規制法」の制定により、クローン胚等の胎内への移植禁止等が

規定された。同年には「ヒトゲノム研究に関する基本原則」も打ち出され、ヒトゲノム研究の適

切な実施のため、遺伝情報の保護管理等が示された。現在、総合科学技術・イノベーション会議

の「生命倫理専門調査会」（2001 年設置）で ES 細胞やヒト胚の取り扱いなどについての調査・

検討が行われている。 

研究倫理のうち、研究公正への取組みとしては、2006 年に総合科学技術会議や文部科学省、日

本学術会議から、科学者が研究を進める上でのガイドラインや行動規範が示された239。しかし、

その後も研究不正が後を絶たず、東日本大震災を契機として科学者の責任のあり方に注目が集ま

ったこともあり、2013 年に日本学術会議は「科学者の行動規範」を改定した。この改定では、公

正な研究や法令厳守等に係る記述が新たに追加されたのに加え、科学的助言のあり方に関するセ

クションが設けられた。また医療、工学を始めとする多方面の学協会でも独自の倫理規定を定め

るようになった240。 

しかし、2014 年には STAP 細胞に関わる研究不正行為が社会的に大きく取り上げられる事態

となり、同年、文部科学省は 2006 年の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイド

ライン241」を見直し、大学等の研究機関が責任を持って不正行為に対応するという考え方が示さ

れ、関係機関において実効性のある運用を進めることとした。2015 年からは不正が生じた案件に

ついて文部科学省ホームページ上で概要を公開することとした他、2016 年からはガイドラインの

対象となる研究機関等に対し、体制整備等の取組状況を把握するため、「チェックリスト」の提出

を毎年要請している。また実際に不正が生じた機関、あるいは体制整備等の不備や調査の遅延が

あった研究機関に対して、競争的資金における間接経費措置額の削減を行う等、厳しい方針を打

ち出している。文部科学省はこのような状況調査や不備のある研究機関への指導・助言を行う専

門部署として、研究公正推進室を設置した（2015 年 4 月）242。また資金配分機関（JSPS、JST、

AMED 等）や大学・公的研究機関においても、それぞれ研究公正に関する綱領の作成や担当部署

の設置などを進めている243。 

大学や研究機関ではこのような研究公正の重要性は十分認識されているものの、研究倫理の専

門家や教員が少ないため、体系的な取組が難しいことが悩みであった。そこで 2016 年には研究

倫理の教材提供、研究機関の規範作りの支援を目的として、一般財団法人「公正研究推進協会

（APRIN）」が設立されて活動を開始した244。この APRIN は営利組織および政治からの独立を保

ち、国内・海外と連携しながら、研究倫理に関する研究の振興、研究倫理を担う人材の育成等を

実施するという設立趣意を掲げている245。 

 

                                                 
239 総合科学技術会議「研究上の不正に関する適切な対応について」（2006 年 2 月 28 日）、文部科学省「研究活動における不正行為へ

の対応等に関するガイドライン」（2006 年 8 月 26 日）、日本学術会議「科学者の行動規範について」（2006 年 10 月 3 日） 
240 2018 年現在、90 以上の学協会が倫理規定を定めている。https://www.jst.go.jp/kousei_p/outline_academic.html （2019 年 12 月 1

日閲覧） 
241 文部科学大臣決定、2014 年 8 月 26 日 
242 研究公正推進室は研究公正に係わる企画及び立案並びに推進を担う（文部科学省組織規則第四十九条 4）。一方、米国ではすでに 1989

年に調査権限を持つ国の機関として「科学公正局」（現在、研究公正局）が連邦政府内に設置されている。 
243 「研究公正ポータル」（2016 年 3 月公開）に登録された国内機関を参照。https://www.jst.go.jp/kousei_p/index.html  （2019 年

12 月 1 日閲覧） 
244 Association for the Promotion of Research Integrity. 研究倫理の教材は米国CITI Programの英語版教材を骨格として参考としなが

ら作成され、e-ラーニングの形で公開されている。 
245 https://www.aprin.or.jp/aprin/charter （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
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■ELSI/RRI 

科学技術が発展し、社会に大きな影響を与えるようになったことに伴って生じる倫理的、法的、

社会的課題についてあらかじめ研究し、対処しようとする取組みが ELSI246である。ELSI は米国

のヒトゲノム計画において初めて本格的に取り組まれた。 

また欧州においては、研究からイノベーションまでの過程全体を通じて、多様なすテークホル

ダーが参画し、社会のニーズや期待に合致するような形で科学技術を推進しようとする取組みが

RRI247として発展してきている。 

「第 5 期科学技術基本計画」では「共創的科学技術イノベーション」の概念が提示され、ステ

ークホルダーによる対話・共創、政策形成への科学的助言、倫理的・法的・社会的取組み、研究

の公正性の確保等が重要な課題として位置付けられている。このように ELSI/RRI は我が国にお

いても政策上、重要性が認識されているが、これまでの取組みは継続的・持続的なものになって

いない。 

今後、ELSI/RRI への取組みを強化していくために、研究開発・イノベーションプログラムへ

の組み込みや、取組みを支える人材の育成等の基盤を強化することが必要となっている248。 

このような取組みを進めていく上で重要な要素である科学技術と社会のコミュニケーション、

持続可能な社会と科学技術イノベーションについて、以下に説明する。 

 

■科学技術と社会のコミュニケーション 

2000 年頃からは、BSE 問題などを背景に、理科教育の振興や科学技術の理解増進という一方

向的な取り組みに加えて、国民と研究者の対話による科学技術への理解醸成、国民の科学技術へ

の主体的な参加といった観点も視野に入れた取組が進められている。2001 年からの「第 2 期科

学技術基本計画」では、科学技術と社会のコミュニケーションの重要性が示され、科学コミュニ

ケーション人材の育成や多様な形態による双方向コミュニケーションの支援、研究者のアウトリ

ーチ活動249の推進、若年層（小学生～高校生）の理科への関心を高める施策250等に取り組んだ。

その例として、「コンセンサス会議251」の開催や「サイエンスカフェ252」の開催が挙げられる。

また、社会技術253の研究開発を進める専門組織として「社会技術研究システム254」の設立（2001

年）、科学技術に関する理解増進等の情報発信拠点として「日本科学未来館」の開館（2001 年）

が実施された。 

その後、「第 4 期科学技術基本計画」では国民の政策参画の重要性が明記され、科学技術への

国民の主体的な関与と国民の意思の施策への反映による効果的な政策立案に向けた取組が行われ

ている。 

2011 年には東京電力福島第一原子力発電所事故が発生し、それを機に科学技術に関する適切な

情報発信や社会との対話が重要視され、科学技術のさまざまな影響（悪影響を含む）を明らかに

しつつ進める「リスクコミュニケーション」に社会的な注目が集まるようになった。そうした状

況を背景に、関係機関により各地で意見交換会等のリスクコミュニケーションが実施されるだけ

                                                 
246 Ethical, Legal and Social Issues. 科学技術における倫理的・法的・社会的問題。 
247 Responsible research & innovation. 責任ある研究とイノベーション。 
248 JST-CRDS 調査報告書「－The Beyond Disciplines Collection－ 科学技術イノベーション政策における社会との関係深化に向けて 

我が国における ELSI/RRI の構築と定着」、CRDS-FY2019-RR-04（2019 年 11） 
249 分かりやすく親しみやすい形で人々に科学技術を伝え、対話を深めて人々の要望や不安を酌み取って、自らの科学技術活動に反映さ

せていく活動(平成 23 年版科学技術白書本文)のことである。 
250 若年層への理科教育に関係する施策については（2）「人材育成」の項に記載しているが、広く国民の科学技術への関心を高めるとい

う面も持つため、（10）「科学技術と社会」の年表にも再掲している。 
251 コンセンサス会議とは、一般市民が多様な専門家からの知識・意見の提供を受けた上で、新しい技術を評価したり、コンセンサスを

生み出すための活動である。1990 年代に欧州で開発され、日本では 1998 年に遺伝子治療をテーマとして試行された。 
252 科学の専門家と一般の人々が、カフェなどの比較的小規模な場所で、科学について気軽に語り合う場をつくろうという試み。科学の

社会的な理解を深める新しいコミュニケーションの手法として、世界で注目されている。日本では 2006 年に日本学術会議が開催して

以来、各地でいろいろな組織によって開催されている。 
253 2000 年、科学技術庁が設置した「社会技術の研究開発の進め方に関する研究会」が、「社会の問題の解決を目指す技術」、「自然科

学と人文・社会科学との融合による技術」、「市場メカニズムが作用しにくい技術」の 3 つを「社会技術」として推進していくべきと

の意⾒をまとめた。 
254 「ブダペスト宣言」（1999 年）を受け、2001 年に JST は日本原子力研究所（現日本原子力研究開発機構）と共同で「社会技術研究

システム」を立ち上げ、2005 年に JST の社会技術研究開発センター（RISTEX）として再発足した。（JST 周年記念誌「Japan Way」

p.36） 
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でなく、文部科学省によって「リスクコミュニケーションの推進方策255」が取りまとめられ、「リ

スクコミュニケーションのモデル形成事業」（2014 年～18 年）が実施されている。 

このような科学技術の専門家と社会との間のコミュニケーションは科学技術基本計画の第 1 期

から第 5 期にわたり、図 2-7 のような性格分けができる。この図は、JST における対話・協働の

推進状況を例にとって、第 1 期基本計画では科学技術に対する市民の理解増進、第 2 期は双方向

性、第 3 期は対話の促進、第 4 期は社会への参加、第 5 期は共創、というように段階的にコミュ

ニケーションのレベルが深まっていることを示している。科学技術・学術審議会の報告書「今後

の科学コミュニケーションのあり方について256」（2019 年 2 月）は、「科学コミュニケーター」

の役割の再認識と、その育成の広がりと期待をまとめたものであり、社会実装の場における科学

コミュニケーターの活躍が期待されている。 

 

■デュアルユース 

いわゆるデュアルユース257とは、民生技術と軍事技術の間の転用に注目する考え方である。海

外では冷戦終結後の軍事・防衛分野予算の減少と、情報技術分野における民間投資の飛躍的拡大

が相まって、民生分野の技術を軍事・防衛目的で活用するという「スピン・オン（Spin-on）」に

関心が高まってきた。米国をはじめ多くの国々では、大学や民間企業に対する研究助成や、人材

育成支援、技術コンテストの実施、政府調達との連動等、様々な政策的手段を講じている。 

我が国においても、同様の問題意識から、2015 年より防衛省による「安全保障技術研究推進

制度258」が開始され、「先進的な民生技術についての基礎研究を発掘・育成」することを目的と

して、大学や民間企業に対する研究助成が開始された。 

これに対して、学術コミュニティにおいて、軍事研究へ大学が関与することに関する懸念が表

明されたため、2017 年に日本学術会議から「軍事的安全保障研究に関する声明」が出された259。

そこでは「軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方

法、応用の妥当性の観点から技術的・倫理的に審査する制度を設けるべきである。」とされている。

これを受け、2017 年以降、防衛省はこの制度の公募において、研究成果の公表制限をしないこと、

特定秘密の指定を行わないこと、特定秘密を提供しないこと、を明確にした260。 

また最近の民生用技術は軍事用途やテロ用途に容易に転用261できるため、セキュリティへの配

慮や安全保障の観点からの対策も必要になっている。このようにデュアルユースについては考慮

すべき範囲が広く、また定義や境界が曖昧である上、特有の歴史的背景が存在262するため、今後

も議論が続くと予想される。 

 

■持続可能社会と科学技術イノベーション263 

国際社会においては、資源を巡る軋轢、格差拡大による政情不安、地球規模での気候変動や自

然災害等の諸問題の解決に対して、科学技術が貢献することが大いに期待されている。一方で、

人工知能（AI）や生命技術の急速な利用による社会的、倫理的な影響も懸念されているように、

                                                 
255 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 安全・安心科学技術及び社会連携委員会（2014 年 3 月 27 日） 
256 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 科学技術社会連携委員会（2019 年 2 月 8 日） 
257 日本学術会議・安全保障と学術に関する検討委員会報告「軍事的安全保障研究について」（2017 年 4 月 13 日） 
258 安全保障技術研究推進制度 http://www.mod.go.jp/atla/funding.html （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
259 日本学術会議では 2016 年 5 月に「安全保障と学術に関する検討委員会」が設置され、15 名の委員によって約 1 年にわたる検討が行

われ、2017 年 3 月 24 日に声明が出された。 http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/170324-seimeikakutei.pdf 

（2019 年 12 月 1 日閲覧） 
260 防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度の運営について」（2016 年 12 月 22 日報道資料） 

http://www.mod.go.jp/atla/pinup/pinup281222.pdf （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
261 たとえばドローンによるテロリズムの危険性が指摘されている。"FBI Warns That Terrorists With Drones Pose 'Escalating Threat' 

in U.S." By Chris Strohm and Alan Levin（2018 年 10 月 10 日） 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-10/fbi-warns-terrorists-with-drones-escalating-threat-in-u-s （2019 年 12 月 1

日閲覧）. 日本でも宗教団体が化学兵器を製造・使用した「地下鉄サリン事件」（1995 年）が記憶されている。最近では 2014 年に教
員が 3D プリンタを使って銃を製造した事件（神奈川県）、2018 年には学生が 3D プリンタによる銃製造と爆薬製造をおこなってい

た事件（愛知県）が発生している。 
262 『日本学術会議が 1949 年に創設され、1950 年に「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明を、また 1967

年には同じ文言を含む「軍事目的のための科学研究を行わない声明」を発した背景には、科学者コミュニティの戦争協力への反省と、

再び同様の事態が生じることへの懸念があった。』（「軍事的安全保障研究に関する声明」（2017 年 3 月 24 日）より） 
263 JST-CRDS 調査報告書「社会経済動向と科学技術イノベーション政策の変遷」CRDS-FY2018-RR-01（2018 年 4 月）を参考とした。 

http://www.mod.go.jp/atla/funding.html


研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

60 

科学技術と社会の相互関係がこれまでになく大きいものになっている。 

1999 年に開催された「ブダペスト会議」では、21 世紀の科学のあり方が議論され、「科学と科

学的知識の利用に関する世界宣言（ブダペスト宣言）」が採択され、その中で「進歩のための科

学」、「平和のための科学」、「開発のための科学」と並んで、「社会の中の科学、社会のための科

学」の理念が掲げられた。これは科学（技術）が社会から独立した存在ではなく、社会と相互に

影響を与え合う関係にあり、科学（技術）が社会に対する責任を負うことをあらためて認識した

ものといえる。このような科学技術と社会の相互関係は、おのずから科学技術と政策の相互関係

とも重なりあい、従来の科学技術振興のための”Policy for science”だけではなく、科学技術によ

る政策への貢献という側面（”Science for policy”）が強調されるようになった264。ブダペスト会

議以降、科学者はじめ多くの識者が科学と社会のあり方について議論する機会が生まれるように

なり、2003 年から隔年で「世界科学フォーラム（World Science Forum, WSF265）」が開催され

ている。特に 2019 年 11 月にブダペスト会議 20 周年を記念して、「科学、倫理、責任」266をテー

マとして、この 20 年間の社会と科学の急激な変容を踏まえて、ブダペスト宣言の再検討につい

て議論が行われた。日本においても国際的な産学官の議論の場として、2004 年から「科学技術と

人類の未来に関する国際フォーラム（STS フォーラム267）」が毎年開催されている。 

このような中、国連は貧困と飢餓の撲滅など発展途上国向けの 8 つの開発目標を定めた「ミレ

ニアム開発目標（ Millennium Development Goals: MDGs ）」を 2000 年に取りまとめ、さら

に 2015 年には、先進国と開発途上国が共に取り組むべき 17 の開発目標（あらゆる場所のあら

ゆる形態の貧困の撲滅など）からなる「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: 

SDGs ）」を採択した。SDGs の達成には全地球的視野から先進国と途上国が協働することが必

須であり、またさまざまな角度から科学技術の貢献が求められる。その目的のために国連に設け

られた「STI フォーラム」では、SDGs の目標達成に向けて経済・社会・技術・資金等の要素を

時間軸に沿って構造化したロードマップ作りが合意され、日本を含む各国の協力で策定されたガ

イドブック268を元に、いくつかの国で試行が行われている。日本政府においても SDGs が最優先

政策に位置づけられて、2016 年には全国務大臣が参加する「持続可能な開発目標（SDGs）推進

本部」が設置された。ここですべての政策に SDGs の概念を折り込むことが決定されたことによ

り、「第 5 期科学技術基本計画」の主題である Society 5.0 の実現が SDGs を通して国際戦略と

結びつく形となった。また、前述の「SDGs 未来都市」29 都市の例のように、SDGs を地域振興

という日本国内の課題の中に当てはめ、より身近で具体性のある事業の形に展開する動きも現れ

ている。またSDGsを具現化するために解決すべき課題とその技術的な解決策の研究だけでなく、

社会実装のための事業計画の立案も合わせて推進しようとする「SDGs の達成に向けた共創的研

究開発プログラム」269（2019 年～）事業も始まった。 

さらに民間では、2006 年国連が「ESG 投資270」を提唱した「責任投資原則271」（PRI: Principles 

for Responsible Investment）に対して賛同する機関投資家が世界的規模で拡大している272。こ

のことは SDGs のような社会的課題の解決へ向けて取組むことが、企業の事業機会の増大と機関

投資家の投資機会の増大に直結することを示している。市民の活動として、「SDGs 市民社会ネッ

トワーク（SDGs ジャパン）」が 2016 年に組織され、政策提言の発信やネットワーク形成、普及

活動に取り組んでいる。このような気運を受けて、2017 年 11 月に日本の経済団体連合会（経団

                                                 
264 最初にこの二面性を述べたのは、Harvery Brooks による OECD 報告書（1971）にさかのぼる。OECD, Science, Growth, and Society: 

A New Perspective: Report of the Securetary-Genaral's Ad Hoc Group on New Concepts of Science Policy, OECD, 1971 
265 国際科学会議（International Council for Science, ICSU）とユネスコが共催し、ブダペストを主な開催場所として 2003 年から隔年

開催。https://worldscienceforum.org/ （2018 年 10 月 30 日閲覧） 
266 Science, Ethics and Responsibility. 
267 2004 年以降、毎年 1 回秋の京都においてフォーラム（年次総会）を開催。2006 年に特定非営利活動法人化。日本の政府機関、日本

学術会議、民間企業等、科学技術に係わる各界リーダーが参加している。https://www.stsforum.org/  （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
268 A Guidebook for the Preparation of STI for SDGs Roadmaps 

（https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22724Guidebook_STI_for_SDG_Roadmaps_Draft_for_STI_Forum.pdf） 

（2019 年 12 月 1 日閲覧） 
269 JST（社会技術研究開発センター（RISTEX）および「科学と社会」推進部）が戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）の新

たなプログラムとして開始。 
270 機関投資家の投資意志決定プロセスに、環境(Environment）、社会(Social)及び企業統治（Governance）の要素を組み入れること。 
271 2006 年にアナン国連事務総長（当時）が提唱。 
272 2019 年 3 月末時点で、署名機関 2,300 以上、運用資産高 22.8 兆米ドルに達している。経済産業省「SDGs 経営／ESG 投資研究会報

告書」（2019 年 6 月）。 

https://worldscienceforum.org/
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連）は Society 5.0 の実現を通じた SDGs の達成を柱として、「企業行動憲章」を大幅に改定した。 

以上のように、ブダペスト宣言で掲げられた「社会の中の科学、社会のための科学」の理念が

抽象的なものにとどまらず、今や SDGs が軸となって研究開発や企業活動の現場から政府等、国

際社会までつながった、現実の大きな動きになっている。  
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科学技術振興機構（JST）作成 

https://www.jst.go.jp/sis/scienceinsociety/ 

 

図 2-7 科学と社会をめぐる科学技術基本計画の流れ 

  

https://www.jst.go.jp/sis/scienceinsociety/
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３．科学技術関係経費の俯瞰 

３.１ 科学技術関係経費と実施プロジェクト等の俯瞰 

 

「科学技術関係予算」とは、科学技術振興費の他、国立大学の運営費交付金・私学助成等のう

ち科学技術関係、科学技術を用いた新たな事業化の取組、新技術の実社会での実証試験、既存技

術の実社会での普及促進の取組等に必要な経費としている。なお、「科学技術振興費」とは、一

般会計予算のうち、主として歳出の目的が科学技術の振興にある経費としている（具体例：研究

開発法人に必要な経費、研究開発に必要な補助金・交付金・委託費等）273。 

我が国の科学技術関係経費は、「総合科学技術・イノベーション会議」のアクション・プラン

やそれを反映した資源配分方針等を踏まえつつ、関係府省により措置されている。また、2014

年に「内閣府設置法」の一部が改正され、同経費の取りまとめと公表（経費の見積り方針調整に

関する事務）は、文部科学省から内閣府に移管されている。これまで各府省の判断で科学技術予

算に係わる事項及び金額を登録していたため、登録にばらつきが生じ、科学技術関係予算の中身

を把握することが困難だった。一方、「第 5 期科学技術基本計画」には、『政府研究開発投資につ

いて、対 GDP 比の 1％にすることを目指す』とあり、この目標達成に向け、科学技術関係経費

の正確な予算集計が望まれている。そこから、科学技術関係予算の登録内容のばらつきを解消し、

正確な科学技術関係予算の把握のため、2018 年から内閣府において行政事業レビューシートを用

いた集計が開始された。 

新集計方法になってからの科学技術関係経費は、2016 年度 44,475 億円、2017 年度 44,563 億

円、2018 年度 47,921 億円、2019 年度 42,377 億円となっている。ただし、2019 年度は補正予

算、地方団体分を含んでいない274。 

本報告書では、2019 年度科学技術関係経費のうち、我が国の大学及び国立研究開発法人に対す

る公的資金支援全体275の把握を試みた（図 3-1）。 

 

                                                 
273 内閣府「科学技術関係予算（H31 当初予算、H30 補正予算）の概要について」（2019 年 1 月） 
274 http://www8.cao.go.jp/cstp/budget/index2.html （2019 年 9 月 27 日閲覧） 
275 JST-CRDS（調査報告書）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） 

http://www8.cao.go.jp/cstp/budget/index2.html


研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

65 

科
学
技
術
関
係
経
費
の
俯
瞰 

 

図 3-1 大学及び国立研究開発法人に対する公的資金支援の全体像（2019年度） 

 

■国立大学等 

18 歳人口が 2009～20 年までほぼ横ばいで推移するが、2021 年から再び減少することが予測

されている中、国立大学への資金としては、「国立大学法人先端研究推進費補助金」（2015 年～）、

「国立大学強化推進補助金」、「国立大学法人機能強化促進補助金」、「国立大学先端研究等施設整

備費補助金」、「国立大学法人施設整備費補助金」、「国立大学法人運営費交付金」、「国立大学法人

船舶建造費補助金」、「教育講習開設事業費等補助金」がある。これらの総額は 2019 年度には

12,307 億円である。 

「国立大学法人運営費交付金」については、「第 2 期中期目標」期間（2010～15 年度）中、2014

年度予算から、改革加速期間として、『学長のリーダーシップの下、各大学の強み・特色を活かし

た機能強化の支援に転換』され、2015 年には運営費交付金の在り方が見直しされた。第 3 期中

期目標期間（2016～21 年度）における運営費交付金については、「3 つの重点支援枠組み」が設

けられた。この重点支援は、各法人が「機能強化促進係数」に基づいた金額を運営費交付金から

拠出、その財源を評価に基づいて再配分するものである。 

 

■私立大学 

私立大学への資金は 2019 年度には 3,218 億円である。この額は、「私立大学等研究設備整備費

等補助金」、「私立大学等経常費補助金」、「共同利用・共同研究拠点形成事業費補助金」、「私立大

学等研究推進費補助金」、「私立大学等教育研究活性化設備整備補助金」を合計したものである。 

 

■国立研究開発法人 

2015 年 4 月 1 日「独立行政法人通則法」の一部を改正する法律により、独立行政法人のうち、

研究開発の長期性、不確実性、予見不可能性、専門性などの特性を有する法人は、「国立研究開発

法人」に変更された。「国立研究開発法人」は、研究者の能力を最大限に引き出し、国家的な戦

略課題を実施する機関となっている。ミッションは『研究開発成果の最大化』であることが明示

されている276。 

                                                 
276 http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/bukai/4kai/siryo3.pdf （2019 年 9 月 27 日閲覧） 

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/bukai/4kai/siryo3.pdf
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2019 年現在、27 の「国立研究開発法人」（うち 3 つは「特定国立研究開発法人277」）がある。 

図 3-1 における「国立研究開発法人」の基盤的経費としては、内閣府所管の「日本医療研究開

発機構」、文部科学省所管の「科学技術振興機構」、経済産業省所管の「新エネルギー・産業技術

総合開発機構」を除き、「一般会計算出予算各明細書積算内訳」において『任意の法人名 定額』

と記載されている補助金、運営費交付金、施設設備補助金、さらに各法人の計画予算見積りにお

ける受託事業収入を合計したものである。2019 年度の予算額は合計 8,586 億円である。 

 

■各種教育・研究事業等 

各種教育・研究事業等については、第 198 回国会（常会）提出の「平成 31 年度文部科学省所

管一般会計算出予算各名目明細書」において『国公私立大学 定額』または『公私立大学 定額』

と記載されている予算（表 3-1）、及び内閣府の競争的資金制度一覧（表 3-2）から配分機関が「日

本医療研究開発機構」、「日本学術振興会」、「科学技術振興機構」、「経済産業省」を除いた予算額

の総額である。 

  

                                                 
277 「特定研究開発法人」は、2016 年法律第 43 号「特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法」に基づいて指

定された。 
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表 3-1 国公私立大学に配布される文部科学省公的資金（2019年度） 
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表 3-2 競争的資金制度（2019年度）278 

 
  

                                                 
278 https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin31.pdf （2019 年 9 月 27 日閲覧） 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin31.pdf
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■内閣府 

「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 」、「官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）」

及び「ムーンショット型研究開発事業」に関する行政事業レビューに記載の金額である。 

「ムーンショット型研究開発事業」については、複数省庁にまたがって予算計上されているこ

とから、ムーンショットとしてまとめて記載する。2018 年度補正予算で 1,000 億円（文科省 800

億円、経産省 200 億円）を基金として計上し、2019 年度補正予算で 150 億円（内閣府 100 億円279、

農林水産省 50 億円280）が予算計上されている。また 2019 年度の一般会計には 20 億円（文科省

16 億円、経済産業省 4 億円）が計上されている。図 3-1 のムーンショット予算には基金分も含め

ている。 

 

■NEDO 

NEDO に関しては、経済産業省「平成 31 年度経済産業省所管一般会計算出予算各名目明細書」
281の計画予算見積り表の収入合計の数字を記載している。 

経産省の資料282によれば、2019 年度の産業技術関係予算（科学技術関係予算）のうち、科学

技術振興費は 1,131 億円とされる。NEDO の競争的資金額は明示されていないため、この科学技

術振興費の額を括弧内に参考値として掲示した。 

 

■AMED 

AMED に関しては、内閣官房から発表された「平成 31 年度医療分野研究開発関連予算ポイン

ト283」に示されている「日本医療研究開発機構（AMED）」対象経費の総和を示している。内訳

は文科省 608 億円、厚労省 474 億円、経産省 184 億円、総務省 5 億円である。 

括弧内に AMED が係わる競争的資金を示す。これは表 3-2 において AMED が担当している競

争的資金の総和である（805 億円）。 

 

■JST 

JST においては、「平成 31 年度文部科学省所管一般会計算出予算各名目明細書」284の計画予算

見積り表の収入合計の数字を記載している。 

括弧内に JST が係わる競争的資金額を示す。これは表 3-2 において JST が担当している競争

的資金の総和である（792 億円）。 

 

■科学研究費補助金（科研費） 

2011 年度予算から、「独立行政法人日本学術振興会法」の一部を改正する法律の成立及び施行

により、「学術研究助成基金」が設立され、853 億円が造成された。基金化によって複数年間を通

じた研究費が確保されるので、研究者にとっては研究費の前倒し使用が可能になる、事前の繰越

手続きをしなくても次年度の研究費使用が可能になる、年度末の会計処理を意識しなくてすむ等

のメリットがある。これにより「科研費」の 2011 年度予算額は 2,633 億円（対前年度比約 30％

の大幅増）となった。 

2019 年度は学術研究助成基金 972 億円、科学研究費補助金 1,399 億円となり、科研費総額と

しては 2,372 億円である。 

 

■文部科学省の競争的資金 

競争的資金制度は、競争的な研究環境を形成し、研究者が多様で独創的な研究開発に継続的、

発展的に取り組む上で基幹的な研究資金制度である。上記のように、文部科学省が所管する競争

的資金は、JSPS、JST、AMED 等複数のファンディング機関を通して、研究者や研究機関に利

用されている。 

                                                 
279 https://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h31/yosan_r1_hosei.pdf （2019 年 12 月 26 日閲覧） 
280 https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r1hosei-42.pdf （2019 年 12 月 26 日閲覧） 
281 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2019/pdf/meisai_ippan.pdf （2019 年 12 月 26 日閲覧） 
282 経産省産業技術環境局「令和 2 年度産業技術関係 概算要求の概要」（2019 年 8 月） 

https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2020/pdf/08.pdf （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
283 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/siryou/pdf/h31_yosan.pdf （2019 年 9 月 27 日閲覧） 
284 https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/02/13/1413363_01_1.pdf （2019 年 12 月 26 日閲覧） 

https://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h31/yosan_r1_hosei.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r1hosei-42.pdf
https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2020/pdf/08.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/siryou/pdf/h31_yosan.pdf
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現在、文部科学省の競争的資金は 6 つの事業からなり、各事業に属する複数のプログラムがそ

れぞれの担当機関の元で進行している（表 3-3）。 

 

表 3-3 文部科学省の競争的資金一覧（2019年 4月時点） 

事業／プログラム 担当機関 

1.科学研究費助成事業（科研費） 文科省、JSPS 

2.戦略的創造研究推進事業  

 CREST（チーム型研究） JST 

 さきがけ（個人型研究） JST 

 ACT-X（個人型研究） JST 

 ERATO（総括実施型） JST 

 ACCEL（イノベーション指向のマネジメントによる先端研究の加速・

深化プログラム） 

JST 

 ALCA（先端的低炭素化技術開発） JST 

 社会技術研究開発  JST 

 革新的先端研究開発支援事業 AMED 

3.未来社会創造事業  

 探索加速型 JST 

 大規模プロジェクト型 JST 

4.研究成果展開事業  

 研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）  JST 

 産学共創基礎基盤研究プログラム  JST 

 戦略的イノベーション創出推進プログラム  JST 

 大学発新産業創出プログラム（START） JST 

 センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム JST 

 世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推

進プログラム 

JST 

 産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム JST 

 先端計測分析技術・機器開発プログラム  JST 

 医療分野研究成果展開事業 AMED 

 ▪ 研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP） AMED 

 ▪ 戦略的イノベーション創出推進プログラム AMED 

 ▪ 産学連携医療イノベーション創出プログラム AMED 

 ▪ 先端計測分析技術・機器開発プログラム AMED 

5.国際科学技術共同研究推進事業  

 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS） JST 

 戦略的国際共同研究プログラム（SICORP） JST 

 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業 AMED 

 ▪ 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS） AMED 

 ▪ 戦略的国際共同研究プログラム（SICORP） AMED 

 ▪ アフリカにおける顧みられない熱帯病（NTDs）対策のための国

際共同研究プログラム 

AMED 
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6.国家課題対応型研究開発推進事業  

 社会のニーズを踏まえたライフサイエンス（再生医療実現拠点ネット

ワークプログラム） 

AMED 

 社会のニーズを踏まえたライフサイエンス（脳科学研究戦略推進プロ

グラム・革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェク

ト） 

AMED 

 光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP） JST 

 元素戦略プロジェクト 文科省 

 材料の社会実装に向けたプロセスサイエンス構築事業（Materealize） 文科省 

 宇宙航空科学技術推進委託費 文科省 

 原子力システム研究開発事業 文科省、NSRA 

 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 文科省、NSRA 

 省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発 文科省 

 

文科省：文部科学省  JSPS：日本学術振興会  JST：科学技術振興機構 

AMED：日本医療研究開発機構  NSRA：原子力安全研究協会 
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３.２ 科学技術関係経費の要素と変遷 

 

実施プロジェクト等の俯瞰を踏まえ、科学技術関係経費の事業をその目的等に基づき整理した

上で、2005 年以降の変遷をたどった（図 3-2）。整理にあたっては、各事業が基礎研究の実施の

要素を含んでいるかあるいは実用的な研究の実施の要素を含んでいるかということと、研究環境

整備（施設整備や大学改革等）の要素をもっているか、また研究人材育成の要素をもっているか

という観点に着目した。事業の目的等に応じて各事業を座標上に配置したが、多くの事業は複数

の要素を合わせ持ち、また事業の性格を判断するにあたっては主観的要因を排除することは困難

であるため、事業の位置は厳密性を有するものではない。 

文部科学省以外の省庁においても、科学技術関連の公募による事業が多数あるが、図 3-2 では、

他省庁の事業については内閣府が公表する競争的資金の額285を参考情報として記載している。 

 

図 3-2 では、科学技術関係経費の変遷を可視化するため、2005 年から現在に至るまでの 4 時点

（2005 年、2010 年、2013 年、2019 年）の「競争的性格を有する研究開発資金事業」を以下の方

針に基づき整理した286。 

▪ ３．１で把握した文部科学省の事業のうち、おおむね 10 億円以上の競争的性格を有する

研究開発資金の事業を記載した。また、これらの事業のうち、研究機関申請を主とするプ

ロジェクトについては、橙色の円で表した。 

▪ 総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省については競争的資金の額を記載

した（斜め線の円）。 

 

図によると、研究開発（基礎）の強化を目的に研究室、研究グループを含む個人を対象として

「科学研究費助成事業」、「戦略的創造研究推進事業」、大学の研究科・付置研・センター等教育・

研究組織を対象とした「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」、大学全体を対象とした

「研究大学強化促進事業」がある。 

また、人材育成を目的とする事業としては、「多様な新ニーズに対応するがん専門医療人材（が

んプロフェッショナル）養成プラン」、「Society5.0 に対応した高度技術人材育成事業」、卓越研

究員事業等を含む「科学技術に関する人材養成・活躍促進」、「博士課程教育リーディングプログ

ラム」がある。科学技術イノベーションを担う多様な人材育成や活躍促進を図るための取組が重

点的に推進されている。 

さらに「日本再興戦略 2016」（2016 年 6 月閣議決定）において、『これまで研究者個人と企業

の一組織（研究開発本部）との連携にとどまり、共同研究の 1 件あたりの金額が国際的にも少額

となっている産学官連携を、大学・国立研究開発法人・企業のトップが関与する、本格的でパイ

プの太い持続的な産学官連携（大規模共同研究の実現）へと発展させる』ということから、2018

年には、産学官連携プログラム、例えば「官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）」、「オー

プンイノベーション機構の整備事業」がスタートした。 

学術研究・基礎研究を推進し、卓越した知をイノベーションへと連結するために、人材育成、

研究環境整備を合わせ持った研究拠点事業も増加している。「戦略的研究拠点育成（SCOE）」

（2001 年～09 年）、「21 世紀 COE プログラム」（2002 年～08 年）、「先端融合領域イノベーショ

ン創出拠点形成プログラム」（2006 年～）、「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」（2007

年～）、「グローバル COE プログラム」（2007 年～13 年）、「橋渡し研究支援推進プログラム」（2007

年～11 年）、「地域卓越研究者戦略的結集プログラム」（2009 年～13 年）、「COI STREAM」（2013

年～）等がある。とくに現在も続く「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」において

は、形成された 9 拠点が世界トップレベルの研究拠点と評価されている287。しかし、一部の大規

模研究大学に拠点が集中することで、教育研究環境に格差が生じたり、教育研究組織全体のエコ

                                                 
285 内閣府が公表している競争的資金制度一覧を参考に記載している。 
286 文部科学省以外の各省及び NEDO については、競争的資金の額を記載しており、公募による全ての資金制度を網羅しているわけでは

ない。したがって、文部科学省とそれ以外の各省及び NEDO の制度が一貫した方針で図中に表現されているわけではないことに留意
する必要がある。 

287 研究力強化に向けた研究拠点の在り方に関する懇談会（2017 年 4 月 24 日）「研究力強化に向けた研究拠点の在り方について」 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/044/index.htm （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
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システムが十分に機能していないという問題がある288。 

さらに、新たな研究開発制度として、内閣府に「ムーンショット型研究開発制度」が創設され、

公募に向けた準備が進められている。これは、未来社会を展望し、困難だが実現すれば大きなイ

ンパクトが期待される社会課題等を対象として、失敗を許容しながら破壊的イノベーションの創

出につなげることを狙ったものである。 

 

以上に俯瞰してきた公的な支援とは異なり、研究資金の調達に関するまったく新しい動向とし

て、「クラウドファンディング289」がある。これは公的支援による研究費の調達が不安定になり

つつある中で、研究者が市民から直接支援を受けようとするものである。多くの場合、研究者は

これから実施しようとする研究内容をインターネット上で紹介し、その研究に対して賛同する市

民が比較的少額の資金を提供するという、低コストのシステムで運用される。大学や大学研究室

が資金を募るための大学向けクラウドファンディング290の仕組みも現れている。まだ小規模なも

のにとどまるとはいえ、研究者が市民の賛同を直接得ながら研究を進めるという意味で、「市民に

よる、市民のための科学」の実現といえよう。 

  

                                                 
288 JST-CRDS「（戦略プロポーザル）我が国における拠点形成事業の最適展開に向けて-組織の持続的な強みの形成とイノベーションの

実現のために-」、CRDS-FY2016-SP-03（2017 年 3 月） 
289 Crowdfunding. 
290 その一つである Readyfor College（https://readyfor.jp/college）には筑波大、東京芸大、名大、九大が参加している。（2019 年 9 月

27 日閲覧） 
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図 3-2 競争的性格を有する研究開発資金制度の変遷（2005年～19年）
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４．最近の動向と課題 

 

これまでの章では科学技術基本法成立後に、10 領域ごとの政策、制度、事業がどのような変遷

をたどってきたかを、時間軸に沿って俯瞰してきた。 

ここではその中からごく最近の動きに注目して、いくつか重要と考えられる課題を挙げる。 

 

  

４.１ ムーンショット型研究開発制度のスタート 

 

2019 年度より新たに内閣府が主導する「ムーンショット型研究開発制度」がスタートした（当

面、5 年間）。国が野心的な目標（ムーンショット目標）を設定し、その実現に向けた様々な研究

アイデアを国内外から募集し、研究開発を実施するというプロセスである。 

先行した「革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）」（2013 年～18 年）では、失敗を恐れ

ずに困難な課題に果敢に挑み、将来の成長分野を切り拓いていくための新たな研究開発の仕組み

として、短期間にいくつかの画期的な研究成果が得られたと評価された一方、(1)将来の破壊的イ

ノベーションの創出を予期させるような大胆さや斬新さが不足、(2)海外研究者の取り込みや国際

連携等も十分とは言えない等の指摘もあった。「ムーンショット型研究開発制度」ではその反省

も反映させて、次のような基本方針を掲げている291。 

 「ムーンショット目標」は未来社会を展望し、困難だが実現すれば大きなインパクトが

期待される社会課題等を対象として、人々を魅了する野心的なものとする 

 世界中から研究者の英知を結集する 

 失敗を許容する 

 研究開発全体を俯瞰して体制や内容を柔軟に見直すことができる形とする 

 オープン＆クローズ戦略を徹底する 

 

■ビジョナリー会議 

まず、2019 年初めから有識者 7 名で構成するビジョナリー会議を設置して、目標の検討を開

始した。ビジョナリー会議ではどのような社会課題にチャレンジするかを議論した後、バックキ

ャスト型で具体的なミッション（ムーンショット目標例）を形成していった。 

3 月 29 日  ビジョナリー会議（第 1 回） 

4 月 22 日  同第 2 回（各界からのヒアリング、審議） 

5 月 23 日  同第 3 回（ムーンショット目標策定の議論） 

6 月 14 日  同懇談会（非公開、目標例に関する議論） 

7 月 31 日  同第 4 回（目指すべき未来像・ミッション目標例のまとめ） 

ビジョナリー会議で、社会課題として大きく 3 つが掲げられた。 

(1) 急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く 

(2) 地球環境を回復させながら都市文明を発展させる 

(3) サイエンスとテクノロジーでフロンティアを開拓する 

たとえば(1)に対応した目標例として、「2050 年までにサイボーグ化技術の実現（人間拡張技術）」

等が出され、全部で 25 件のアイデア例が掲げられた。 

 

■ムーンショット国際シンポジウムの開催（2019年 12月 17日～18日、東京） 

ビジョナリー会議の検討結果を踏まえて、JST292、NEDO293、NARO294等の関係機関が専門家

ヒアリングを行い、着手可能なミッション目標の特定に着手した。 

並行して、国内外の著名なプログラム・ディレクタ（PD）経験者や科学者等の意見を聞くため

                                                 
291 CSTI 本会議決定（2018 年 12 月 20 日）「ムーンショット型研究開発制度の基本的考え方について」 
292 科学技術振興機構 
293 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
294 農業・食品産業技術総合研究機構 
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の国際シンポジウムを開催した。 

国際シンポジウムでは、次の 7 つの分科会に分かれて国際的な議論をおこなった。 

分科会 1：人の持つ能力の向上・拡張等による「誰もが夢を追求できる社会の実現」  

分科会 2：神経系とその関係組織等生命メカニズムの完全理解による「心身共に成長し

続ける人生の実現」  

分科会 3：AI とロボットの共進化によるフロンティアの開拓 

分科会 4：完全資源・物質循環による地球環境再生計画 

分科会 5：食料供給量の拡大と地球環境保全を両立させる食料生産システムの創造 

分科会 6：量子現象等の活用による未踏領域の創出 

分科会 7：分野横断（ELSI、数理科学）   

分科会 1～6 ではそれぞれ”Initiative Report“が作成され、それをもとに 2020 年に具体的なプ

ロジェクト公募がおこなわれることになっている。 

 

■予算措置 

「ムーンショット型研究開発制度」では、主として文科省と経産省がそれぞれ補正予算による

基金を作り、ファンディング・エージェンシーがそれを使って実際の研究開発を執行する形とし

ている295。 

5 年間分の研究費として、文科省は JST に 800 億円、経産省は NEDO に 200 億円の基金を作

った（2018 年度補正予算）。さらに 2019 年度一般会計で文科省 16 億円、経産省 4 億円、2019

年度補正予算で内閣府 100 億円、農林水産省 50 億円が計上されている。 

  

                                                 
295 JST に革新的研究開発推進基金が、NEDO にムーンショット型研究開発基金がそれぞれ設置された。下記の関係機関がそれぞれ「ム

ーンショット型研究開発事業」のホームページを作成している。（いずれも 2019 年 12 月 1 日閲覧） 

内閣府 https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html 

JST https://www.jst.go.jp/moonshot/index.html 

NEDO https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100161.html 
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４.２ 研究環境の改革 

 

① 内閣府「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」（仮称） 

 

科学技術に関係する府省が研究力（人材、資金、環境）の向上のために横断的に取り組もうと

するのが、内閣府の「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」（仮称）296である。下図の

ように、研究者層に合わせた 5 つの目標に対して、それぞれ施策の方向性を決めている。特に若

手人材対策に力を入れることがうかがえる。今後、CSTI で具体的な施策群の検討が進められ、

第 6 期基本計画にも反映される予定である。 

 
（内閣府資料をもとに CRDS 作成） 

図 4-1 研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ（仮称）の概要 

 

 

② 文科省「研究力向上改革 2019」 

 

文科省は 2019 年 2 月に「高等教育・研究改革イニシアティブ（柴山イニシアティブ）」を発表

して、「教育」「研究」「ガバナンス」改革をパッケージとして一体的に加速化する方針を示した。 

「研究力向上改革 2019」（2019 年 4 月）はこの柴山イニシアティブの柱の「研究」に的を絞っ

て、研究「人材」「資金」「環境」を「大学改革」と絡めて一体として改革しようという構想であ

る。それぞれのポイントを下記にまとめる。 

(1) 研究人材の改革⇒“研究者をより魅力ある職に” 

                                                 
296 総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会（2020 年 1 月 9 日）資料１「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ案」 

 

【目標】 

⑤多様かつ継続的な挑戦を支援 

④マネジメント人材、URA、エンジニア等のキャリアパスを明確化 

③産業界による博士人材の積極採用と処遇改善 

②自由な発想で挑戦的研究に取り組める環境を整備 

①独立して研究の企画とマネジメントができる人材の育成 

 

 

       

種類 施策の方向性                          対象研究者 
博士 

後期 

若手

(*1) 
全般 全般 

中堅・ 

シニア 

処遇 優秀な若手研究者のポストの確保、表彰 ◎ ◎    

処遇 
多様な財源による博士人材のキャリアパス（*2）の拡大（有給インターン

の拡充等）、大学院博士後期課程学生の処遇の改善等 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

資金 
研究成果の切れ目ない創出に向け、研究者の多様かつ継続的な挑戦を

支援する「競争的研究費の一体的⾒直し」 
 ◎   ◎ 

資金 
若手研究者を中心とした、自由な発想による挑戦的研究を支援する仕組

みの創設 
 ◎   ◎ 

資金 大学等の共同研究機能等の外部化によるオープンイノベーションの活性化   ◎  ◎ 

環境 
マネジメント人材や URA、エンジニア等のキャリアパスの確立(URA の認定

制度等) 
   ◎ ◎ 

環境 
研究機器・設備の整備・共用化促進(コアファシリティ化）、スマートラボラト

リー化の推進等 
    ◎ 

（*1）ポスドク・特任助教等 

（*2）教員、マネジメント人材、URA、エンジニア、産業界等 
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若手研究者の「安定」と「自立」の確保、「多様なキャリアパス」による「流動性」、「国

際性」の促進などを通じ好循環を実現する。 

(2) 研究資金の改革⇒“すそ野の広い富士山型の研究資金体制” 

「多様性」を確保しつつ、「挑戦的」かつ「卓越」した世界水準の研究を支援する。 

(3) 研究環境の改革⇒“自由に研究に打ち込める環境を実現” 

研究室単位を超えた「ラボ改革」を通じ研究効率を最大化する。 

 

 
 

図 4-2 研究力向上改革 2019の概要297 

  

                                                 
297 文科省「研究力向上改革 2019」 https://www.mext.go.jp/a_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/04/25/1416069_01.pdf （2019

年 7 月 19 日閲覧） 
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４.３ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の新しい段階 

 

■日本の SDGs 推進の立ち上げから新たな段階へ 

これまで俯瞰してきたように、2015 年に国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」

は今や日本の科学技術イノベーション政策の中で重要な位置を占めるに至っている。SDGs に対

する日本政府の取組みは早く、2016年 6月に全閣僚を構成員とする「持続可能な開発目標（SDGs）

推進本部」を設置し、国内実施と国際協力の両面で率先して取り組む体制を整えた。これにより、

外交、地域振興、産学連携、防災等の重要な政策領域が SDGs という横串でつながる形ができあ

がった。さらにこの本部の下で，行政，民間セクター等を含む幅広いステークホルダーが「SDGs

推進円卓会議」を構成し、議論を重ねた。その結果、今後の日本の取組の指針となる「SDGs 実

施指針」を決定した（2016 年 12 月）。さらに「SDGs アクションプラン 2018」（2017 年 12 月）

では 3 つの方向性と 8 つの優先分野への取り組みを掲げた（図 4-3）。これ以降、「SDGs アクシ

ョンプラン」は毎年改訂・補足がおこなわれている298。 

 

 

 
（CRDS 作成） 

図 4-3 日本の SDGsモデル（3つの方向性と 8つの優先分野） 

 

2019 年の動きの中で特筆すべきは、G20 大阪サミット、TICAD7、SDG サミット等の機会を

活用して，日本の SDGs の取組みを国際社会に共有・展開できたこと299と、2016 年の策定以降

初めて「SDGs 実施指針」が改定されたことである（2019 年 12 月）。 

この背景の第一には、これまでの 4 年間の取組みを振り返り、“SDGs を巡る状況が大きく変

化し、国際社会が新たな課題や一段と深刻化した課題に直面する中、気候変動や貧困・格差の拡

大による社会の分断・不安定化などの地球規模課題に対して、システムレベルのアプローチやイ

ンパクトの大きい取組を通じて、経済や社会の変革（トランスフォーメーション）を加速し、解

決に向けて成果を出していくことがより一層必要となっている”という認識に至ったことがある。

そして具体的な課題解決、価値の創造のためには、いくつかのレベル（世界（Global）レベル、

広域（Regional、アジアやアフリカ）レベル、国（national）レベル、地方（local/ subnational）

レベル等）に分けて議論すべきことも認識されつつある。 

第二はこれまでの日本の取組みにおける問題点も明らかになってきたためである。特に達成度

（図 4-4）から見ると、全体では世界第 15 位、目標別では「ジェンダー」、「生産・消費」、「気候

                                                 
298 「拡大版 SDGs アクションプラン 2018」（2018 年 6 月）、「SDGs アクションプラン 2019」（2018 年 12 月）、「拡大版 SDGs

アクションプラン 2019」（2019 年 6 月）、「SDGs アクションプラン 2020」（2019 年 12 月） 
299 「２．９ 国際活動」を参照。 
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変動」等への取組みに課題があると指摘されている300。 

これらの取組みを強化するとともに、SDGs が経済・社会・環境の三側面を不可分のものとし

て、全てにおける関連課題との相互関連性・相乗効果を重視しつつ、統合的解決の視点を持って

取り組むことの重要性を改定の中で強調している。 

 

 
（SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2019 より） 

図 4-4 日本の SDGs達成度（2019年） 

 

  

                                                 
300 Sustainable Development Report Dashboards 2019 https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_ 

sustainable_development_report.pdf （2020 年 1 月 31 日閲覧） 
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■STI for SDGs の促進 

SDGs の達成に向けて、科学技術イノベーション（STI）がさまざまな面から貢献することは

明らかである。デジタル技術やバイオ技術等に代表されるように、先端技術とその組み合わせに

よって、自然環境の保全と豊かな暮らしという互いに相反するものを同時に達成することに期待

を持つことができる。 

SDGs の活動は政府、産業界、市民等、さまざまなステークホルダーが担っているが、特に政

府の役割は大きい。政府は国の将来に向けて、経済と社会と環境を総合した成長戦略を構築し、

各省庁の施策を「パッケージ化」し、活動計画を立案しなければならない。ここで計画立案を支

援し、その計画を多様なステークホルダーが協力して実施できる仕組みとして「STI for SDGs

ロードマップ」というツールがある。 

この概念を図 4-5、図 4-6 に示す。図 4-5 は国全体の政策（成長戦略）と科学技術の政策（STI

政策）と SDGs 計画の三つが組み合わさって、初めて全体の政策検討と実行が可能になるという

ことを示している。図 4-6 はロードマップの階層構造に沿って実施すべき対象（方針や計画策定、

進捗把握等）と、ロードマップの骨格案を示している。 

日本は早くから国連と協力して、この STI for SDGs ロードマップの策定を先導し、SDGs の

17 目標について単一のロードマップではなく、多様な文化や歴史を踏まえ、国・地方・機関等の

階層別、セクター別のロードマップ策定を提案してきた。その結果、国連は 2019 年 5 月に「STI 

for SDGs ロードマップ策定のためのガイドブック」を発表した。続く G20 大阪サミットでは、

国レベルの「STI for SDGs ロードマップ策定の基本的な考え方」が合意された（2019 年 6 月）。

さらに 5 カ国のパイロット国301と、パートナーとして欧州・日本が中心になって、ロードマップ

の具体的な計画策定と体制整備が始まっている。 

 

 
（参考文献 A 図 8 より） 

図 4-5 政策検討と実行の重要性 

  

                                                 
301 2019 年 7 月時点でエチオピア、ガーナ、ケニア、インド、セルビア。 
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                   （参考文献 A 図 3 、図 4 より） 

図 4-6 STI for SDGsロードマップの階層と骨格案 

 

 

■SDGs が国際協力から国家戦略の中心へ 

上で眺めたように、SDGs 自体は国連の決議から始まり、STI for SDGs に対する日本の活動も

主として国際的な場でアピールしてきた。そのため、SDGs を国際的な協力活動とのみ捉えられ

る傾向もあった。 

しかし今、我が国自らが「少子高齢化」という大きな社会的問題を抱えており、それは世界に

例を見ないほど速く進行している。それにともなって「経済成長の鈍化」、「地方の衰退」等も問

題化している。我が国がこれらをいかに克服していくかを世界が先行例として大いに注目してい

る。 

日本が直面している、このような大きな課題に対応するために、将来を見据えた国のビジョン

が必要となる。しかし、抽象的な表現ではなく、具体的で世界に通用する表現が望ましい。この

ような背景から、SDGs の枠組みと Society5.0（超スマート社会）の具体化をリンクさせて国家

戦略の中心に置く議論が進みつつある（SDGs 実施指針の第一の柱）（図 4-7 参照）。 

SDGs 実施指針の第二の柱として「地方創生」が重視されている。2018 年から実施されている

「SDGs 未来都市」のような取組みから、各地の文化、産業を生かした独自の SDGs の姿（「地域

SDGs」）が現れつつある。また「国立大学経営力戦略」で示されたように、地方の国立大学が地

域の研究教育拠点として活躍することが期待されている。現に「イノベーション・ジャパン」展

示会には、全国の国公私立大学から 400 テーマ以上の出展があり、SDGs に関わりがあるテーマ

が多く展示されている302。 

また産業界も積極的な動きを見せている。経団連が SDGs の視点から「企業行動憲章」を改定

した他、ESG 投資も増加している。中小企業が SDGs に取り組めるようなさまざまな支援策が

自治体によって実施されている303。 

市民・NPO 等の活動も活発化している。「SDGs 市民社会ネットワーク（SDGs ジャパン）304」

が 2016 年に組織され、政策提言の発信やネットワーク形成、普及活動に取り組んでいる。 

このように国レベルから地域レベル、市民レベルまで、各レイヤの多様な SDGs 活動が進んで

いる。このような SDGs の動きは今後も継続し、各レイヤが相互に協力しながら我が国の科学技

術イノベーションの主軸になっていくものと予想される。 

 

                                                 
302 「イノベーション・ジャパン 2019～大学見本市＆ビジネスマッチング～」 https://www.jst.go.jp/tt/fair/index.html 

（2020 年 1 月 31 日閲覧） 
303 たとえば次のような自治体の例が挙げられる。神奈川県「SDGs ハンドブック」 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/documents/sdgs_guide_a3.pdf（2020 年 2 月 21 日閲覧）、長野県「SDGs 推進企業登録制度」 

https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/tourokuseido.html（2020 年 2 月 21 日閲覧） 
304 https://www.sdgs-japan.net/ （2020 年 1 月 31 日閲覧） 

https://www.jst.go.jp/tt/fair/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/documents/sdgs_guide_a3.pdf（2020年2月21日閲覧）、長野県「SDGs推進企業登録制度
https://www.sdgs-japan.net/
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（参考文献 A 図 15 より） 

図 4-7 SDGsと Society5.0 

 

 

（参考文献 A） 

この項の説明及び図表の引用には JST 報告書「STI for SDGs の具現化に向けて－国連決議か

ら４年、新しいステージへ」305（2019 年 11 月）を参照した。 

  

                                                 
305 https://www.jst.go.jp/sdgs/pdf/sti_for_sdgs_report_nov_2019.pdf （2020 年 1 月 31 日閲覧） 
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４.４ 第６期科学技術基本計画の検討状況 

 

■全体の動き 

次期の科学技術基本計画については、2019 年度に入って早々、正式に内閣総理大臣より総合科

学技術・イノベーション会議（CSTI）に対して諮問が出された（第 21 号「科学技術基本計画に

ついて」、2019 年 4 月 18 日）。 

これを受けて、同日の CSTI 本会議（第 43 回）にて、有識者議員有志から検討の方向性「次

期科学技術基本計画に向けて」が出されるともに、基本計画を専門的に議論するための下部組織

として「基本計画専門調査会」が設置された。 

基本計画専門調査会では、まず第 5 期科学技術基本計画のレビューをおこない、政策テーマ毎

の深堀検討、我が国の強み弱み等を整理した後、第 6 期科学技術基本計画の論点と目指すべき社

会像・国家像等の検討をおこなうこととした。実際の基本計画専門調査会は 2019 年 8 月から始

動した。この専門調査会の下に「制度課題ワーキンググループ」を設置して、特に”人材、知、

資金の好循環システムの構築等のための制度的課題”をまとめることにした。この WG は 2019

年内に集中的な検討をおこない、12 月に中間まとめを基本計画専門調査会に提出した。 

現在、基本計画専門調査会で第 5 期計画レビューに関する最終的な報告案を作成中であり、

2020 年 3 月までにまとめられる予定である。 

内閣府における第 6 期基本計画の検討スケジュールを図 4-3 にまとめる。 

 

 
（CSTI 専門調査委員会資料をもとに CRDS 作成） 

図 4-8 第 6期科学技術基本計画の検討スケジュール 
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■第５期科学技術基本計画の中間レビュー 

第 6 期の議論に入る前に、まず現在進行中の第 5 期の状況をレビューすることになっている。

CSTI 基本計画専門調査会（第 2 回）に提出された第 5 期計画目標値の達成状況報告では、下表

のような状況である。 

主要な 8 つの目標のうち、⑤産学連携での受入金額、⑦中小企業の特許出願件数比率、⑧特許

権実施許諾件数については達成済である反面、研究人材に係る目標①②④やトップ 10%論文の割

合目標③等は 2020 年度末までに達成の見込みは薄い。研究者のポストや処遇については人事等

の構造的問題が根本にあるため、改善には長期間がかかることが予想される。 

 

 

（CSTI 基本計画専門調査委員会第 2 回資料 1 より引用） 

図 4-9 第 5期基本計画の目標値の進捗状況 

 

 

  



研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

86 

■第６期科学技術基本計画に向けたさまざまな意見 

また第 6 期基本計画に対して、さまざまな省庁、学界から意見が出されているので、それらの

主な関係を図 4-5 にまとめる。 

意見を出した機関は、科学技術・学術研究を担当する文部科学省、産業育成を担当する経済産

業省、学術界を代表する日本学術会議、産業界と学・官を結ぶ産業競争力懇談会、経済界を代表

する経団連等である。 

これら複数の意見を俯瞰してみると、研究者の探求に委ねる基礎研究と、社会への応用を強く

意識する応用研究の両方をバランスよく強化すべきという点においては、いずれの機関も考え方

は共通している。また特に人材育成に対する危機感についても共有されている。またいくつかの

機関の意見からは、日本特有の文化や歴史的背景によって、現場の改革が進まないという認識も

見て取れる。 

以上のように、内閣府における第 5 期計画レビューと、第 6 期に向けた検討は、ようやく個別

の意見やエビデンス素材を集め、整理が終わった段階といえる。今後、2020 年春に予定されてい

るレビュー最終まとめに向けて、議論が進められることになる。 

 

 

 
（CRDS 作成） 

図 4-10 第 6期科学技術基本計画の検討に係わる主な機関と意見 
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以下に各界の団体からの意見の概略をまとめる。（各意見文書を CRDS が要約したものである。） 

 

■各界からの意見（概略） 

 

〇日本学術会議306 

基礎研究の重要性、学術の多様性・総合性、バランスのとれた投資、を重視。 

提言１ 博士課程学生への経済的支援の抜本的拡充、キャリアパスの多様化 

提言２ 学術の多様性に資する公的研究資金制度全体のグランドデザインの再構築 

提言３ 科学者コミュニティにおける多様性の実現 

提言４ 科学技術政策への科学者コミュニティの参加 

提言５ 国際化に関する提言 

 

〇一般社団法人産業競争力懇談会（COCN）307 

第５期基本計画にはやるべきことはほとんど書き込まれている。その上での論点： 

 エマージングテクノロジーと安全保障（防衛への転用のみを特別に警戒することは産業

競争力にも影響） 

 次世代を担う小中高の教育改革の重視、産業界の貢献、データでつながる教育システム、

大学の改革は実行の段階 

 優先度を上げるべきテーマ --->サステナブルなエネルギーシステム、人が主役のサステ

ナブルなものづくり、インフラ維持とレジリエンスの強化 

 着実に推進すべき基幹の政策 

 Society5.0 の推進 

 オープンイノベーションの推進（SIP を更に強化し、一気通貫でイノベーションを実現

等） 

第 6 期に向けた強調点： 

 世界規模の地政学的な環境変化に機敏に対応した戦略を 

 デジタルトランスフォーメーション(DX)で産業構造の変革を 

 「実証｣に留まらず｢実装｣をやりきる戦略を 

 企業にとってオープンイノベーションは事業投資 

 世界に冠たる「人材立国」を目指した子どもや若者への投資 

 

〇経団連308 

 Society 5.0 は「創造社会」であり、国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）の

達成にも貢献できる概念である。 

 政府研究開発投資については、これまでの「選択と集中」から「戦略と創発」への転換

が求められる。 

 Society 5.0 の実現という国家的課題解決等を目標とした「戦略的研究」と、特定の課題

や短期的な目標設定を行わず、多様性と連動性によって破壊的イノベーションの創出が

期待される「創発的研究」の 2 つの研究に注力すべきである。 

 第 6 期科学技術基本計画の策定においても、本提言の内容が反映されることを期待する。 

 

■文部科学省の検討状況 

文科省では第 5 期基本計画について、2018 年 3 月に進捗状況の把握・分析に関する基本方針

を決めた上で、同年 8 月にいったん中間まとめをおこなっている（総合政策特別委員会第 21 回

                                                 
306 日本学術会議学術体制分科会（2019 年 10 月 31 日）「第 6 期科学技術基本計画に向けての提言」 
307 総合政策特別委員会第 32 回（2019 年 12 月 18 日）資料 2-1「第 6 期科学技術基本計画に向けた提言（第 2 提言）」、2020 年 2 月

正式公開予定 
308 「Society5.0 の実現に向けた「戦略」と「創発」への転換～政府研究開発投資に関する提言～」（2019 年 4 月 16 日） 
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（2018.8.29））。中間まとめではあらかじめ作成した俯瞰マップ309をもとに、特に人材育成、研究

基盤等の課題に対応する 10 のマップに絞って、進捗を測る指標、実際の取組状況を整理した。 

2019 年度に入った「総合政策特別委員会」（第 25 回）から本格的な第 6 期基本計画に向けた

検討が開始された。2020 年 3 月までに文科省としての第 5 期基本計画レビュー結果をまとめ、

内閣府に報告される予定である。 

文科省は 2018年の第 5期基本計画中間レビューの後、第 6期基本計画の検討に入るにあたり、

三つの文書を策定した。 

第一は「知識集約型の価値創造に向けた科学技術イノベーション政策の展開―Society5.0 の実

現で世界をリードする国へ―（中間取りまとめ）」310である。デジタル革命の進展により知識集

約型社会へ大転換していくのに合わせて、大学や研究機関が知識集約型の価値創造システムの中

核となる姿を描き、それに向けた基本的方向性と具体的施策案をまとめたものである。文書の構

成は次のようになっている。 

 

「知識集約型の価値創造に向けた科学技術イノベーション政策の展開 

―Society5.0 の実現で世界をリードする国へ―（中間取りまとめ）」 

・基礎研究・学術研究の卓越性と多様性の強化（第 2 章） 

・大学・国立研究開発法人の役割の拡張（第 3 章） 

・イノベーションの担い手の育成（第 4 章） 

・デジタル革命の進展に対応した新たな研究システムの構築（第 5 章） 

・政策イノベーションの実現（第 6 章） 

 

  

                                                 
309 基本計画の政策－施策体系を「見える化」することを目的としたもの。第 5 期基本計画の各項目についてそれぞれ作成され、全部で

18 種ある。 
310 科学技術・学術審議会総合政策特別委員会（2019 年 10 月 24 日公表） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu22/houkoku/1422095.htm （2019 年 12 月 1 日閲覧） 
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第二は「我が国の強みを活かした研究開発戦略の構築」の検討に際しての論点である。これは

科学技術・学術審議会の研究分野ごとの委員会・部会（量子科学技術委員会、ライフサイエンス

委員会等）から寄せられた第 6 期計画に向けた意見を 10 の論点に整理したものである311。これ

らは特定の研究分野に限らず、広く共通したシステム上の課題をまとめたものである。 

 

「我が国の強みを活かした研究開発戦略の構築」の検討に際しての論点 

（基本的考え方） 

論点１：研究者の自由な発想に基づいて行われる、人文学・社会科学を含む学術研究に対

して、十分な規模の資源を配分すること 

論点２：重要な研究開発領域に対しては、追加的に政策資源を重点に配分し、これらを最

適に組み合わせたポートフォリオを考慮すること 

論点３：「知」を一気に社会的・経済的価値まで大きく発展させるための出口に向けた集中

的な研究開発を実施すること 

（目指すべき社会的・経済的価値） 

論点４：我が国が目指すべき社会的・経済的価値 

・産業競争力の強化により、国民生活を豊かにする 

・世界が抱える課題の解決に貢献し、持続可能な社会を実現する 

・国民の安全・安心を確保し、生命、尊厳、財産、国土を守る 

（重点研究開発領域の抽出の考え方） 

論点５：重点的に推進すべき重要な研究開発領域とテーマの抽出 

Ａ．技術的・社会的なボトルネックの解消につながるもの 

Ｂ．我が国の競争優位性や国家基盤の存立につながるもの 

・我が国に優位性（基礎研究、産業技術、人材、研究基盤等）があるもの 

・我が国が今後優位性を確保できそうな新興領域 

・国民の安全・安心の確保に必要不可欠なもの 

Ｃ．様々な分野の科学や産業の基盤的な領域や技術であるもの 

論点６：フォアキャスト型のアプローチとバックキャスト型のアプローチのバランスを取

って取り組むべき研究開発領域やテーマを選定すること 

（情報収集・分析と戦略立案体制） 

論点７：重要な研究開発領域を抽出するに当たっては、先手を打つことのできる戦略立案

を行う体制が必要である 

論点８：一旦選定した重点的な研究開発領域についても、適宜見直しを可能とすること 

（具体的な研究開発領域及びテーマの選定） 

論点９：これらの論点を踏まえて、どのような重点的に推進すべき研究開発領域とテーマ

の選定を行うべきか 

論点１０：論点９で選定した研究開発領域を推進するためには、関連する研究開発システ

ム（ファンディング、人材育成、研究拠点の形成等の大学や国研の在り方、知財

戦略、最先端科学技術の情報管理、国際戦略等）についても一体的に検討するこ

と 

 

  

                                                 
311 科学技術・学術審議会総合政策特別委員会第 31 回（2019 年 11 月 7 日）資料 2 
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第三は第二文書の翌月に総合政策特別委員会に提出された「研究開発の戦略的な推進について

（骨子案）」312である。今後、研究開発において取り組む方向を明らかにするために、国のビジョ

ン→ギャップ分析→戦略の形にまとめたものといえる。第 2 章では各委員会・部会から提出され

た意見を反映させて、各分野の具体的な推進例を挙げている。最終章の「重視すべきこと」には

第二文書でまとめられたシステム上の論点がいくつか盛り込まれている。 

  

「研究開発の戦略的な推進について（骨子案）」 

１．現状認識 

（１）最先端技術を巡る国際動向 

（２）課題解決に向けた科学技術イノベーションへの期待 

（３）研究開発の戦略的推進の必要性 

２．研究開発の戦略的な推進の考え方 

（１）目指すべき国の姿 

（２）我が国の強みや特色、我が国が持つ蓄積を生かした方針 

（３）研究開発の方向性 

（４）最新の研究動向や地政学的状況の収集・分析及びそれを踏まえた戦略立案の体制

強化 

３．研究開発の戦略的な推進に際して重視すべきこと 

（１）分野別の人材育成 

（２）ファンディングの在り方 

（３）社会実装に向けた仕組みの整備 

（４）最新科学技術の情報管理 

（５）戦略的な国際展開 

（６）世界に伍する研究拠点の構築 

  

                                                 
312 科学技術・学術審議会総合政策特別委員会第 32 回（2019 年 12 月 18 日）資料 3 
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４.５ 科学技術基本法の改正論議 

 

CSTI では第 6 期科学技術基本計画の検討に先立って、1995 年に施行された「科学技術基本法」

（以下、基本法とよぶ）自体を見直す議論が始まっている。 

基本法は、科学技術に係るあらゆる政策の拠り所であるが、最近ではいくつかの課題が浮かび

上がってきた。大きな論点は次の2点であり、図4-11に現在の状況とその改正方向を示している。 

 

論点 1：“人文科学のみに係るものを除く”を削除するか 

論点 2：科学技術に「イノベーション」を付け加えるか 

 

CSTI では我が国の社会的変化や科学技術の進展を踏まえて、基本計画専門調査会制度課題ワ

ーキンググループにおいて 2019 年末までに次のような論点整理をおこなった313。 

  

■論点１：人文科学の取扱い 

まず論点 1 は基本法の制定時点から課題とされていた点である。下記のように基本法の条文に

おける「科学技術」という用語は「自然科学とそれに係わる技術」を指すため、自然科学及び自

然科学と人文科学が交わる研究分野（たとえば生物学と倫理学が重なった生命倫理等）は基本法

の対象に含まれる一方、「人文科学314のみに係わる科学」は基本法の対象から除外された（図 4-12

参照）。 

 

平成７年の制定（議員立法）当時、自然科学との融合分野を除く「人文科学のみに係る科
学技術」については、その発展の重要性は認識されつつも、人間や社会の本質を取り扱うも
のであり、自然科学と同列において計画的、総合的に推進策を講ずることが必ずしも適当で
はないとされ、法律の対象外とされた。（尾身幸次「科学技術立国論」315） 

 

「科学」とは、一般に、事がらの間に客観的なきまりや原理を発見し、それらを体系化し、
説明することをいい、「技術」とは理論を実際に適用する手段をいう。「科学」は広義にはお
よそあらゆる学問の領域を含むものであるが、狭義の「科学」、すなわち、とくに自然の事
物、事象について観察、実験等の手法によって原理、法則を見いだすいわゆる自然科学及び
それに係る技術をいい、その振興によって国民生活の向上、社会の発展等が図られるもので
ある。（同書） 

 

 現代のさまざまな課題を乗り越えていくためには、人間や社会の多様な側面を総合的に理解

しなければならない。そのためには、自然科学のみならず人文科学の知見を生かした研究開

発が必要不可欠である。 

 また、倫理的・法的・社会的課題（ELSI）への対応をはじめとした出口における社会受容性

の確保のためにも人文科学の役割は重要となっている。 

 これらの役割は、人文科学の“分厚い研究の蓄積”があって初めて果たすことが可能であり、

人文科学全体の振興が必要である。 

 また、最近のグローバル化、デジタル化、AI、生命科学の進展などにより、人文科学の研究

対象である人間や社会の在り方が変容してきたことと、人文科学の研究手法自体も先端技術

や定量的手法を利用した分析、大規模化が進んでいることがある。 

 さらに、今後もあらゆる分野が関連し、新たな発見が生まれ得ることから、全ての分野の振

興策を講じることが必要である。 

                                                 
313 CSTI 基本計画専門調査会制度課題 WG 第 5 回（2019 年 11 月 20 日）資料 1-1「科学技術・イノベーション創出の総合的な振興に向
けた科学技術基本法等の在り方について」 

314 「人文科学」は社会科学を含む概念とされる（例：日本学術会議法等）。 
315 尾身幸次「科学技術立国論－科学技術基本法解説」、読売新聞社、1996 年 
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 以上を考えると、人文科学と自然科学とで推進策の扱いを分ける妥当性はなくなっていると

言える。 

 （参考）日本学術会議はすでに 2010 年の勧告316に、”人文・社会科学を含む「科学・技術」

全体についての長期的かつ総合的な政策確立の方針を明確にすること“を提言していた。 

 

■論点 2：イノベーションの取扱い 

論点 2 についても時代変化の影響が現れている。我が国でイノベーションという言葉が頻繁に

使われ始めたのは 2000 年以降と考えられ317、1995 年の基本法ではイノベーションは使われてい

ない。また基本法の目的には”我が国における科学技術の水準の向上を図ること”が書かれてい

るのみで、研究開発の成果の実用化による社会課題の解決や国の持続的発展を図るという側面が

書かれていない。 

しかし最近では科学技術の成果をいかに社会に応用するかという視点で政策議論がなされるこ

とが増え、科学技術とイノベーションという用語がきわめて近い位置に置かれるようになった318。

制度課題ワーキンググループにおける検討は次の通りである319。 

 我が国の従来の科学技術政策においては、世界をリードする研究成果を挙げる一方、科学技

術の成果を新産業や雇用の創出、国民の福祉向上や社会課題の解決に十分に活かせていない

のではないかとの問題意識があった。 

 そこで、第 4 期科学技術基本計画以降、「科学技術政策」と「イノベーション政策」の一体的

展開を測ることを明確化してきた。 

 ここで科学技術・イノベーション政策のさらなる一体的展開を図るべく、科学技術基本法に

「イノベーション創出」の概念を導入することが必要である。 

 社会課題解決に向けた活動も含め、多様な主体による創造的活動から生まれる成果を通じ、

経済や社会の大きな変化を創出する旨が包含されること。 

 例えば、人文科学に係る研究活動により新たな概念が提唱され社会の在り方が変わることも

想定されることから、発見や発明といった創造的活動から生まれる成果について規定するこ

とが望ましい。 

 

以上の論点を 2 つの軸で整理したものを図 4-11 に示す。横軸では基本法の対象とする学問分野

を拡げること、縦軸では基本法の目的を研究開発の成果による「イノベーションの創出」に拡げ

ることを意味している。 

またこの二つの論点については、基本法に前後して制定された法律との関係も考慮する必要が

ある。図 4-12 は行政組織に係わる法律、基本法、科技イノベ活性化法320を年代に沿って並べた

もので、基本法と「研究交流促進法」（その後の「研究開発力強化法」）では「人文科学のみ」の

学問分野が除外されている321。その後、「研究開発力強化法」は 2019 年に改正されて「科学技術・

イノベーション創出の活性化に関する法律」となった際に、基本法の制約を受けつつ、その第四

十九条に「人文科学を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化に関する検討」

が付け加えられ、間口を拡げることができるようになった。また科学技術行政の司令塔である「総

合科学技術・イノベーション会議（CSTI）」もすでに 2001 年の設置時点から“広義の科学”を

議題の対象としている。 

 

以上の他に CSTI で見直しが検討されている項目を挙げる。 

 基本法の名称を「科学技術・イノベーション基本法」に変更する 

                                                 
316 日本学術会議勧告「総合的な科学・技術政策の確立による科学・技術研究の持続的振興に向けて」、2010 年 8 月 25 日 
317 一橋大学イノベーション研究センター設立（1997 年）、C.クリステンセン「イノベーションのジレンマ」邦訳版出版（2001 年）、

第 3 期科学技術基本計画にイノベーションが登場（2006 年）等の状況から推測される。 
318 「総合科学技術会議」が 2014 年に「総合科学技術・イノベーション会議」に改称されたのはその現れであった。 
319 CSTI 基本計画専門調査会制度課題 WG 第 5 回（2019 年 11 月 20 日）資料 1-1「科学技術・イノベーション創出の総合的な振興に向

けた科学技術基本法等の在り方について」 
320 正式名は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」。 
321 その他、「国立研究開発法人科学技術振興機構法」、「国立研究開発法人理化学研究所法」においても「人文科学のみ」は除外され

ている。 
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と
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 STI322の恩恵を受ける個人・社会、社会課題解決等の視点を加える 

 現行法の責務規定は「国」、「地方公共団体」のみであるが、「研究開発法人・大学等」、

「民間事業者」の責務規定を加える 

 現行法の「研究者等（研究者・技術者）・支援人材」の規定に、「イノベーション創出に

携わる者（起業家等）」を追加する 

 人文科学の追加にともない、第 2 条（科学技術の振興に関する方針）第 2 項に「各分野

の特性への配慮」を追加する 

 同じく第 2 条に対して、人間中心社会、インクルーシブの視点から、「全ての国民が、

STI の恩恵をあまねく享受」（第 3 項）、「あらゆる分野の知見による社会課題の解決」（第

4 項）の項を新たに追加する 

 科学技術基本計画にはハードウェア面（研究施設や設備等）を定めるのみであるが、「研

究者等に関すること」、「研究開発成果の実用化・イノベーション創出のための環境整備」

を明記する 

 研究公正に関する規定を新設する 

 

CSTI 内でこのような項目について引き続き検討をおこなった後、まとまった改正法案が 2020

年の早い時点で国会に提出される予定である。 

  

                                                 
322 Science, Technology and Inovation. 科学技術・イノベーション。 
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（CSTI 資料323をもとに CRDS 作成） 

図 4-11 科学技術基本法改正における「人文科学」、「イノベーション」の検討 

 
（CSTI 資料324をもとに CRDS 加筆・変更） 

図 4-12 関連法令における「人文科学」、「イノベーション」の取り扱い 

 

                                                 
323 CSTI 基本計画専門調査会制度課題 WG 第 3 回（2019 年 10 月 16 日）資料 1「科学技術基本法の見直しの方向性について」 
324 CSTI 基本計画専門調査会制度課題 WG 第 1 回（2019 年 8 月 23 日）資料 3「人文科学を含めた科学技術・イノベーション活性化の

在り方について」 



研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

95 

社
会
と
科
学
技
術
の
出
来
事 

に
関
す
る
年
表 

５．社会と科学技術の出来事に関する年表 

 

 

 

 

この年表は社会全般から科学技術を眺めたものである。「社会の主な出来事」、「科学技術に

関連する主な出来事」の 2 項目を年単位で並べて構成している。項目については下記の『科

学的助言』（2016 年）の年表から引用し、CRDS がそれぞれの概要を追記した。 

 

有本建男、佐藤靖、松尾敬子著 

「科学的助言 21 世紀の科学技術と政策形成」、東京大学出版会（2016 年） 
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1945（S20) 

第二次世界大戦終結 V.ブッシュ報告「科学-果てしなきフロンティア」 

 国際連合設立 原子爆弾の開発・投下 

1946（S21) 

 世界初の実用電子デジタルコンピュータ 

1947（S22) 

日本国憲法施行  

1948（S23) 

トランジスタ発明 

1949（S24) 

中華人民共和国成立 湯川秀樹がノーベル賞（物理学賞）を受賞 

1950（S25) 

朝鮮戦争勃発 全米科学財団（NSF）設立 

1951（S26) 

1952（S27) 

サンフランシスコ講和条約発効  

1953（S28) 

DNA 二重らせん構造の発見 

  米国アイゼンハワー大統領「Atoms for Peace」演説 

1954（S29) 

1955（S30) 

自民党長期政権開始 森永ヒ素ミルク事件 

日本高度経済成長スタート  

1956（S31) 

日本が国際連合に加盟  

1957（S32) 

ソ連が世界初の人工衛星スプートニク 1 号打上げ 

1958（S33) 

米国で NASA および国防高等研究計画局（DARPA）が設立 

1959（S34) 

米国で大陸間弾道ミサイル（ICBM）実戦配備 

水俣病が社会問題化 

1960（S35) 

日米安全保障条約締結  

1961（S36) 
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1962（S37) 

キューバ危機 レイチェル・カーソン『沈黙の春』 

1963（S38) 

1964（S39) 

日本が OECD に加盟 東海道新幹線の開業 

東京オリンピック  

1965（S40) 

1966（S41) 

1967（S42) 

公害対策基本法 

1968（S43) 

ベトナム戦争の泥沼化 大気汚染防止法 

日本の GNP が世界第 2 位 カネミ油症事件 

核不拡散条約（NPT）  

大学紛争  

1969（S44) 

アポロ 11 号による世界初の有人月面着陸 

インターネットの原型 ARPANET 構築開始 

1970（S45) 

大阪万博  

1971（S46) 

ブレトン・ウッズ体制終結 環境庁発足 

1972（S47) 

米中接近（ニクソン訪中） トランス・サイエンス概念の登場 

沖縄返還 国連人間環境会議（ストックホルム会議） 

ローマクラブ『成長の限界』 

1973（S48) 

第一次石油ショック 遺伝子組み換え技術の確立 

1974（S49) 

原子力船むつ放射線漏れ事故 

1975（S50) 

アシロマ会議が遺伝子組み換えに関するガイドラインを審議 

1976（S51) 

ロッキード事件  

1977（S52) 

世界初の PC・AppleⅡが発売 

1978（S53) 
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1979（S54) 

第二次石油ショック スリーマイル島原子力発電所事故 

1980（S55) 

イラン・イラク戦争  

1981（S56) 

スペースシャトル初号機打上げ 

1982（S57) 

IBM 産業スパイ事件で日本企業社員らが逮捕 

1983（S58) 

 米国で戦略防衛構想（SDI）計画開始 

1984（S59) 

1985（S60) 

プラザ合意 米国が競争力重視を明示したヤング・レポートを公表 

急激な円高 スーパー301 条 日米貿易・技術摩擦  

1986（S61) 

チェルノブイリ原子力発電所事故 スペースシャトル・チャレンジャー号事故 

1987（S62) 

国鉄分割民営化  

1988（S63) 

日本企業がロックフェラーセンター等買収 

米のプロパテント政策強化（スペシャル 301 条） 

1989（H01) 

ベルリンの壁崩壊、東西冷戦終結 ヒトゲノム計画開始 消費税 3%導入  

日本主導でヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム発足 

天安門事件  

1990（H02) 

バブル経済崩壊  

1991（H03) 

ソビエト連邦崩壊 WorldWideWeb 登場 湾岸戦争  

1992（H04) 

日本でインターネットサービスの民間開放 

1993（H05) 

欧州連合（EU）発足 

環境基本法制定 

  



研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

99 

社
会
と
科
学
技
術
の
出
来
事 

に
関
す
る
年
表 

ロシアも参加する国際宇宙ステーション計画開始 

米議会、超伝導大型加速器（SSC）計画の中止決定 

1994（H06) 

1995(H07)  

阪神・淡路大震災 

高速増殖炉「もんじゅ」ナトリウム漏れ事故 

地下鉄サリン事件 

科学技術基本法制定 

世界貿易機構（WTO）設立  

1996(H08)   

英国で BSE の人への感染社会問題化 

第１期科学技術基本計画が閣議決定 

1997(H09)  

アジア経済危機 

COP3 にて京都議定書採択 

1998(H10)   

1999(H11)   

JOC 臨界事故 

ブダペスト宣言採択 

2000(H12)   

雪印乳業の食中毒事故 

2001(H13)  

米国同時多発テロ 

日本で初の BSE 牛発生 

米国が京都議定書から離脱 

内閣府に総合科学技術会議設置、科学技術政策担当大臣が任命 

2002(H１４)   

2003(H15)   

重症急性呼吸器症候群（SARS）の世界的流行 

ヒトゲノム計画完了 

2004(H16)   

鳥インフルエンザ 

パルミザーノ・レポート（全米競争力評議会） 

国立大学法人化 

2005(H17)   

ES 細胞研究不正事件（ソウル大学） 
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2006(H18)  

日本の総人口が戦後初の減少 

 iPS 細胞の作成成功（京都大学・山中伸弥） Twitter サービス開始 

2007(H19)   

米国で競争力法が成立 

2008(H20)  

リーマン・ショック 研究開発力強化法 G20 サミット初の開催 

2009(H21)  

イタリア・ラクイラ地震 COP15：ポスト京都議定書の合意に失敗 

クライメートゲート事件（気候変動懐疑論者による非難） 

2010(H22)  

中国の GDP が世界第 2 位に 行政事業レビュー開始 

2011(H23)  

東日本大震災 日本初の原子力発電所全面停止 アラブの春 

放射性物質による食品汚染 国際宇宙ステーション完成 

2012(H24)   

ビッグデータ利用の本格化 

2013(H25) 

国立大学改革プラン（文科省） 高血圧治療薬バルサルタン臨床試験の不正発覚 

ゲノム編集技術の普及 

2014(H26)  

国債等 1,000 兆円越え  EU の STI 政策 Horizon2020 スタート 

エボラ熱の世界的流行  STAP 細胞研究不正事件（理研） 

Industrie4.0 概念の世界的普及 

2015(H27)  

米国・キューバ国交回復 

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が国連総会で採択 

COP21 にて気候変動に関するパリ協定採択 

2016(H28)  

伊勢志摩 G7 サミット 

ダボス会議で「第 4 次産業革命」の議論 
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「国際協調主義」と「一国主義」の対立  

「Post-Ｔruth」時代  

国を超える IT 巨大企業（GAFA）の台頭  

2017(H29) 

米国トランプ大統領就任 米国パリ条約離脱を発表 

2018（H30） 

 国際学術会議（ISC）の発足（国際科学会議 ICSU と国際社会科学協議会 ISSC の合併）
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６．科学技術イノベーション政策に関する年表 

 

 

 

 

政策年表には、年順に戦略・政策（科学技術政策、関連政策）、法律、制度、事業等を一件

一行で掲載している。 

 

 その政策が「2.1 基本政策と推進体制」から「2.10 科学技術と社会」までの 10 領域のい

ずれに対応するかを領域欄のマークで示している。一行の中で複数の領域欄にマークが付

いているものは、それらの領域に共通することを意味する。 

◎：その領域において重要と考えられる基本的な法律や指針等である。 

〇：具体的な制度や事業を意味する。 

 年表内では和暦を簡易表記した。（例：H23 は平成 23 年度の意味） 

 制度・事業における「募集終了」は競争的資金における新規募集が終了したことを意味す

る。募集終了した事業、終了した事業、改称した事業、他事業に統合あるいは引き継がれ

た事業には■記号を付した。 

 各事業の単年度予算がおおむね 50 億円以上の事業は太字・斜字・下線で、10～50 億円の

事業は太字で表示した。実施期間中に単年度予算が大きく変動した事業については、初年

度から 2～3 年間程度の平均額を代表として用いた。 
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（１） 

1959(S34)年 2 月 ●科学技術会議 設置 

1982(S57)年 4 月 海外特別研究員事業 

1983(S58)年 8 月 21 世紀への留学生政策に関する提言(文部省) 

1984(S59)年 6 月 21 世紀への留学生政策の展開について(文部省) 

1986(S61)年 3 月 科学技術政策大綱 

1986(S61)年 5 月 研究交流促進法 →2008 年廃止■ 

1988(S63)年 4 月 外国人特別研究員制度 

1989(H01)年 4 月 STA フェローシップ制度 

1989(H01)年 4 月 国際共同研究事業（ICORP） 

1989(H01)年 12 月 諮問第 16 号「科学技術振興基盤の整備に関する基本指針について」に対する

答申（CST） 

1990(H02)年 4 月 ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFSP） 

1990(H02)年 4 月 大型放射光施設(SPring-8)整備計画 

1992(H04)年 1 月 諮問第 18 号「新世紀に向けてとるべき科学技術の総合的基本方策について」に

対する答申（CST） 

1992(H04)年 4 月 SINET（学術情報ネットワーク） 

1992(H04)年 4 月 科学技術政策大綱の改正（1992 年） 

1993(H05)年 4 月 研究協力者海外派遣事業 

1994(H06)年 4 月 LHC（大型ハドロン衝突型加速器）計画 
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（２） 

1994(H06)年 6 月 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 

1994(H06)年 12 月 諮問第 20 号「科学技術系人材の確保に関する基本指針について」(H４年)に対

する答申（CST） 

1995(H07)年 1 月 WTO／TBT 協定、TRIPS 協定 

1995(H07)年 4 月 サイエンスキャンプ 

1995(H07)年 4 月 重点研究支援協力員制度 

1995(H07)年 11 月 科学技術基本法 

1995(H07)年 11月 諮問第 22号「地域における科学技術活動の活性化に関する基本指針について」

(H6 年）に対する答申（CSTP） 

1996(H08)年 1 月 WTO／政府調達協定 

1996(H08)年 4 月 スーパーカミオカンデ 稼働 

1996(H08)年 4 月 リサーチ・アシスタント(RA)制度 

1996(H08)年 4 月 研究情報データベース化支援事業 

1996(H08)年 4 月 若手研究者海外派遣事業 

1996(H08)年 4 月 地域研究開発促進拠点支援事業 

1996(H08)年 4 月 未来開拓学術研究推進事業 

1996(H08)年 7 月 ポストドクター等 1 万人支援計画 

1996(H08)年 7 月 第１期科学技術基本計画（H8～12 年度） 

1996(H08)年 10 月 ●科学技術振興事業団 設立 
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（３） 

1996(H08)年 10 月 大学教員の任期制について（大学審議会・答申） 

1997(H09)年 3 月 国家公務員法改正 

1997(H09)年 4 月 新規産業創造技術開発費補助事業 

1997(H09)年 4 月 基準認証研究開発事業 

1997(H09)年 4 月 地域結集型共同研究事業 

1997(H09)年 4 月 地域新生コンソーシアム研究開発制度 →H19 募集終了■ 

1997(H09)年 4 月 特許流通促進事業（特許流通アドバイザー）→H22 募集終了■ 

1997(H09)年 4 月 流動促進研究制度 →H12 募集終了■ 

1997(H09)年 4 月 教育公務員特例法改正 

1997(H09)年 6 月 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（総務省） 

1997(H09)年 6 月 大学の教員等の任期に関する法律 

1997(H09)年 7 月 農林水産省における試験研究機関及び研究課題の評価に関する指針（農林水産

省） 

1997(H09)年 8 月 通商産業省技術評価指針（通産省） 

1997(H09)年 8 月 国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針 

1997(H09)年 9 月 科学技術庁における研究開発評価の推進について 

1997(H09)年 10 月 ●生命倫理委員会(科学技術会議） 設置→H12 CSTP に移行■ 

1997(H09)年 12 月 建議「学術研究における評価の在り方について」 

1998(H10)年 1 月 厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針（厚生省） 

1998(H10)年 2 月 研究評価基本指針（環境庁） 
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1998(H10)年 2 月 運輸省研究開発評価指針（運輸省） 

1998(H10)年 4 月 ISS（国際宇宙ステーション）の建設 

1998(H10)年 4 月 ReaD（研究開発支援総合ディレクトリデータベース） →H23 統合 

1998(H10)年 4 月 国際標準実現型研究開発推進制度→H16 募集終了■ 

1998(H10)年 4 月 新規科研費研究種目「特定領域研究」の新設 

1998(H10)年 4 月 中小企業技術革新制度（SBIR)導入 

1998(H10)年 4 月 特許のパソコン電子出願の導入 

1998(H10)年 5 月 大学等技術移転促進法（TLO 制度） 

1998(H10)年 6 月 中央省庁等改革基本法 

1998(H10)年 8 月 「研究交流促進法」 一部を改正 

1998(H10)年 10 月 伝える人の重要性に着目して(科技庁：科学技術理解増進検討会) 

1999(H11)年 3 月 ものづくり基盤技術振興基本法 

1999(H11)年 3 月 規制の設定又は改廃に係る意見提出手続 

1999(H11)年 4 月 J-STAGE（科学技術情報発信・流通総合システム) スタート 

1999(H11)年 4 月 すばる望遠鏡 稼働 

1999(H11)年 4 月 プレベンチャー事業 →H15 募集終了■ 

1999(H11)年 4 月 産学連携研究開発事業(マッチングファンド方式による産学連携事業) →H11

募集終了■ 

1999(H11)年 4 月 子ども科学技術白書 →H23 事業終了■ 
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1999(H11)年 7 月 独立行政法人通則法 

1999(H11)年 8 月 産業活力再生特別措置法（日本版バイ・ドール条項） 

2000(H12)年 3 月 国家公務員法改正 

2000(H12)年 4 月 ●国立情報学研究所 （NII） 設立 

2000(H12)年 4 月 J-STORE スタート 

2000(H12)年 4 月 ベンチャー・中小企業支援型共同研究推進事業 →H12 募集終了■ 

2000(H12)年 4 月 産業技術フェローシップ事業 →H22 終了■ 

2000(H12)年 4 月 産業技術研究助成事業（若手研究グラント） →H21 募集終了→H23 改称■ 

2000(H12)年 4 月 産業技術力強化法 

2000(H12)年 5 月 通商産業省技術評価指針（通産省） 

2000(H12)年 6 月 ヒトゲノム研究に関する基本原則 

2000(H12)年 9 月 ものづくり基盤技術基本計画（通産省) 

2000(H12)年 10 月 サイエンスチャンネル 開設  

2000(H12)年 12 月 行政改革大綱（閣議決定） 

2000(H12)年 12 月 クローン技術規制法 

2001(H13)年 1 月 ●科学技術政策担当大臣 設置 

2001(H13)年 1 月 ●総合科学技術会議 設置 

2001(H13)年 1 月 ●文部科学省 設置 
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2001(H13)年 2 月 ●競争的資金に関する関係府省連絡会の設置 

2001(H13)年 3 月 第 2 期科学技術基本計画（H13～17 年度) 

2001(H13)年 4 月 国立試験研究機関等の評価 

2001(H13)年 4 月 「若手任期付研究員支援」プログラム →H15 募集終了■ 

2001(H13)年 4 月 ●化学物質と環境円卓会議 

2001(H13)年 4 月 ●経済産業研究所（RIETI） 設立 

2001(H13)年 4 月 ●産業技術総合研究所（AIST） 設立 

2001(H13)年 4 月 ●社会技術研究システム →H17 改組■ 

2001(H13)年 4 月 ●日本工業標準調査会（JISC） 設立（経産省） 

2001(H13)年 4 月 IT 活用型科学技術・理科教育基盤整備 

2001(H13)年 4 月 JREC-IN（研究者求人情報提供サイト） 運用開始 

2001(H13)年 4 月 科学技術政策提言プログラム →H15 募集終了■ 

2001(H13)年 4 月 科研費の一部に間接経費導入 

2001(H13)年 4 月 国立大学等施設緊急整備５か年計画の推進 

2001(H13)年 4 月 産学官連携サミット →H20 終了■ 

2001(H13)年 4 月 産業クラスター計画 

2001(H13)年 4 月 新興分野人材養成 →H17 募集終了■ 
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2001(H13)年 4 月 大強度陽子加速器施設（J－PARC) 

2001(H13)年 4 月 ●生命倫理専門調査会 設置（CSTP） 

2001(H13)年 4 月 ●評価専門調査会 設置(CSTP) 

2001(H13)年 4 月 農林水産省における研究開発評価に関する指針 

2001(H13)年 4 月 国立大学等施設緊急整備 5 か年計画 

2001(H13)年 4 月 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（競争的資金に関する関係府省連

絡会申し合わせ） 

2001(H13)年 5 月 大学発ベンチャー1,000 社計画（平沼プラン）(経産省） 

2001(H13)年 6 月 大学（国立大学）の構造改革の方針（遠山プランの一部）（文科省） 

2001(H13)年 6 月 大学を起点とする日本経済活性化のための構造改革プラン（文科省） 

2001(H13)年 6 月 行政機関が行う政策の評価に関する法律（政策評価法） 

2001(H13)年 7 月 ●日本科学未来館 設立 

2001(H13)年 7 月 科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針（CSTP） 

2001(H13)年 8 月 知的基盤整備計画 

2001(H13)年 11 月 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の改定(CSTP） 

2001(H13)年 11 月 ●研究成果活用プラザ 設置 →H23 終了■ 

2001(H13)年 12 月 研究者の流動性向上に関する基本的指針（CSTP） 

2001(H13)年 12 月 政策評価に関する基本方針 

2002(H14)年 1 月 ●知的財産戦略専門調査会（CSTP） 設置 
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2002(H14)年 2 月 ●知的財産戦略会議 設置 

2002(H14)年 3 月 防衛省研究開発評価指針 

2002(H14)年 4 月 環境省研究開発評価指針 

2002(H14)年 4 月 ナショナルバイオリソースプロジェクト 

2002(H14)年 4 月 経済産業省技術評価指針 

2002(H14)年 4 月 「産学官共同研究の効果的な推進」プログラム →H17 募集終了■ 

2002(H14)年 4 月 ●産学官連携推進会議 →H24 終了■ 

2002(H14)年 4 月 21 世紀 COE プログラム →H16 募集終了■ 

2002(H14)年 4 月 サイエンス・パートナーシップ・プログラム →H26 募集終了■ 

2002(H14)年 4 月 スーパーサイエンスハイスクール（SSH) 

2002(H14)年 4 月 科学技術・理科大好きプラン 

2002(H14)年 4 月 国際技術獲得型研究開発 →H21 募集終了■ 

2002(H14)年 4 月 産学官連携支援事業 →H19 募集終了■ 

2002(H14)年 4 月 若手先端 IT 研究者育成型研究開発  →(H19 年改称：若手 ICT 研究者育成型

研究開発）■ 

2002(H14)年 4 月 新規科研費「若手研究（A)」、「若手研究（B)」を新設 

2002(H14)年 4 月 戦略的創造研究推進事業 
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2002(H14)年 4 月 総合科学技術・イノベーション活動に係る国際活動 

2002(H14)年 4 月 大学知的財産アドバイザー派遣事業 

2002(H14)年 4 月 大学発事業創出実用化研究開発事業 →H21 募集終了■ 

2002(H14)年 4 月 知的クラスター創成事業 →第 II 期と合わせて H21 終了、H22 統合■ 

2002(H14)年 4 月 都市エリア産学官連携促進事業 →H22 統合■ 

2002(H14)年 6 月 国土交通省研究開発評価指針 

2002(H14)年 6 月 産学官連携の基本的考え方と推進方策（CSTP) 

2002(H14)年 6 月 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（研究開発評価指針） 

2002(H14)年 6 月 総務省情報通信研究評価実施指針 

2002(H14)年 7 月 知的財産戦略大綱（知的財産戦略会議） 

2002(H14)年 8 月 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針 

2002(H14)年 12 月 知的財産基本法 

2002(H14)年 12 月 知的財産戦略について（CSTP) 

2003(H15)年 3 月 ●知的財産戦略本部 設置（内閣官房） 

2003(H15)年 3 月 研究開発促進税制 改正 

2003(H15)年 4 月 大学における知的財産管理体制構築マニュアル 

2003(H15)年 4 月 統合国際深海掘削計画（IODP）  →H25 次期プログラムへ移行■ 
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2003(H15)年 4 月 ●技術移転支援センター事業 →H23 改称■ 

2003(H15)年 4 月 JDream サービス開始 

2003(H15)年 4 月 戦略的国際科学技術協力推進事業（SICP） →H26 統合■ 

2003(H15)年 4 月 大学知的財産本部整備事業 →H19 募集終了■ 

2003(H15)年 4 月 大学発ベンチャー創出推進事業 →Ｈ20 募集終了■ 

2003(H15)年 4 月 特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP） →H20 統合■ 

2003(H15)年 4 月 目指せスペシャリスト →H23 募集終了■ 

2003(H15)年 4 月 競争的研究資金制度改革について（意見）（CSTP） 

2003(H15)年 5 月 個人情報保護法制定 

2003(H15)年 7 月 ●研究開発戦略センター設立(科学技術振興機構) 

●学術システム研究センター設立(日本学術振興会) 

2003(H15)年 7 月 ●学術システム研究センター 

2003(H15)年 7 月 食品に関するリスクコミュニケーション 

2003(H15)年 7 月 知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画（知的財産戦略本部） 

2003(H15)年 7 月 地方独立行政法人法 

2003(H15)年 7 月 ●科学技術会議に科学技術関係人材専門調査会 設置 
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2003(H15)年 10 月 ●科学技術振興機構（JST）、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、

日本学術振興会（JSPS）、理化学研究所など独立行政法人化 

2003(H15)年 10 月 国立大学法人法 

2003(H15)年 10 月 ●地域再生本部 設置 →H17 に新本部に引継■ 

2003(H15)年 12 月 新たな留学生政策の展開について―留学生交流の拡大と質の向上を目指して

―（中央教育審議会） 

2003(H15)年 12 月 地域再生推進のための基本指針 

2004(H16)年 4 月 ●STS フォーラム 

2004(H16)年 4 月 ●国立大学・大学共同利用機関の法人化 

2004(H16)年 4 月 ●任期付審査官制度 

2004(H16)年 4 月 イノベーション・ジャパン－大学見本市－ 

2004(H16)年 4 月 現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP） →H20 統合■ 

2004(H16)年 4 月 国際科学技術コンテスト支援 

2004(H16)年 4 月 重要課題解決型研究等の推進 →H18 募集終了■ 

2004(H16)年 4 月 情報通信分野における戦略的な標準化活動の推進 

2004(H16)年 4 月 先端計測分析技術・機器開発 →H28 募集終了■ 

2004(H16)年 4 月 地域情報通信技術振興型研究開発（H19 年改名：地域 ICT 振興型研究開発） 

2004(H16)年 4 月 日本学術会議法 一部改正(2005 年施行） 

2004(H16)年 5 月 科学技術基本計画（H13 年度～17 年度）に基づく科学技術政策の進捗状況 

2004(H16)年 5 月 知的財産推進計画 2004（毎年公表）（知的財産戦略本部） 
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2004(H16)年 7 月 科学技術関係人材の育成と活用について（CSTP) 

2004(H16)年 11 月 国立大学法人等の評価 

2005(H17)年 3 月 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の改定（CSTP） 

2005(H17)年 3 月 技術戦略マップ(経産省） 

2005(H17)年 4 月 地域再生法 

2005(H17)年 4 月 「魅力ある大学院教育」イニシアティブ →H18 募集終了■ 

2005(H17)年 4 月 ●知的財産高等裁判所 設置 

2005(H17)年 4 月 ●地域再生本部（新） 設置 

2005(H17)年 4 月 NII 学術コンテンツポータル →H25 終了、CiNii へ引継■ 

2005(H17)年 4 月 経済産業省技術評価指針 制定 

2005(H17)年 4 月 先端研究施設・設備等活用推進プロジェクト 

2005(H17)年 4 月 大学パートナーシップ事業 

2005(H17)年 4 月 大学国際戦略本部強化事業 →H17 募集終了■ 

2005(H17)年 4 月 大学等における輸出管理の強化について（経産省） 

2005(H17)年 4 月 地域イノベーション創出総合支援事業→H21 募集終了■ 

2005(H17)年 4 月 特定放射光施設の共用の促進に必要な経費 

2005(H17)年 4 月 独創的シーズ展開事業 →H21 募集終了■ 
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2005(H17)年 4 月 派遣型高度人材育成協同プラン →H18 募集終了■ 

2005(H17)年 4 月 理数大好きモデル地域事業 →H20 募集終了■ 

2005(H17)年 5 月 ●社会技術研究開発センター（RISTEX） 設立 

2005(H17)年 6 月 行政手続法(H5 制定） 改正 

2005(H17)年 7 月 科学技術理解増進政策に関する懇談会：報告書「人々とともにある科学技術を

目指して」 

2005(H17)年 9 月 新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－(答申）（中

教審） 

2005(H17)年 9 月 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針 改定 

2005(H17)年 10 月 インターネットによる出願の導入 

2005(H17)年 12 月 政策評価に関する基本方針 改定 

2005(H17)年 12 月 政策評価の実施に関するガイドライン 

2006(H18)年 2 月 地域の知の拠点再生プログラム(地域再生本部) 

2006(H18)年 2 月 研究上の不正に関する適切な対応について（CSTP） 

2006(H18)年 3 月 大学院教育振興施策要綱（文科省） 

2006(H18)年 3 月 農林水産省における研究開発評価に関する指針 改定 

2006(H18)年 4 月 「X 線自由電子レーザー（XFEL）」の整備計画（SACLA) 

2006(H18)年 4 月 「若手研究（スタートアップ）」 設置 →H22 改称■ 

2006(H18)年 4 月 「特別研究員-RPD」  設置 

2006(H18)年 4 月 e-seeds.jp（イーシーズ） 
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（１４） 

2006(H18)年 4 月 サイエンスカフェ 

2006(H18)年 4 月 科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業 →H21 募集終了■ 

2006(H18)年 4 月 機動的国際交流 →H22 募集終了■ 

2006(H18)年 4 月 国立大学等の施設整備の推進 

2006(H18)年 4 月 最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用(次世代スーパーコンピュ

ーター・プロジェクト) 

2006(H18)年 4 月 産学官連携活動高度化促進事業 

2006(H18)年 4 月 産学共同シーズイノベーション化事業 →H20 募集終了■ 

2006(H18)年 4 月 社会ニーズ対応型基準創成調査研究事業 →H20 募集終了■ 

2006(H18)年 4 月 若手研究者の自立的研究環境整備促進 →H22 募集終了■ 

2006(H18)年 4 月 女性研究者支援モデル育成事業 →H23 改称■ 

2006(H18)年 4 月 新規分野・産業競争力強化型国際標準提案事業 →H20 募集終了■ 

2006(H18)年 4 月 先端研究施設共用型イノベーション創出プログラム 

2006(H18)年 4 月 先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム →Ｈ20 募集終了■ 

2006(H18)年 4 月 先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラム →H19 募集終了■ 

2006(H18)年 4 月 第 3 期科学技術基本計画(H18～22 年度） 
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2006(H18)年 4 月 地域共通課題解決型国際共同研究 →H22 募集終了■ 

2006(H18)年 4 月 第 2 次国立大学等施設緊急整備 5 か年計画 

2006(H18)年 4 月 総務省情報通信研究評価実施指針 改定 

2006(H18)年 5 月 「研究交流促進法」の一部改正 

2006(H18)年 5 月 「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」の一部改正 

2006(H18)年 6 月 新経済成長戦略(経産省) 

2006(H18)年 8 月 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(文科省） 

2006(H18)年 10 月 科学者の行動規範について（SCJ） 

2006(H18)年 10 月 環境省研究開発評価指針 改定 

2006(H18)年 11 月 サイエンスアゴラ 2006 

2006(H18)年 11 月 国際標準化戦略目標（経産省） 

2006(H18)年 12 月 国際標準総合戦略（知財戦略本部） 

2006(H18)年 12 月 教育基本法改正 

2007(H19)年 2 月 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(文科省） 

2007(H19)年 4 月 ITER(国際熱核融合実験炉)計画(ITER 協定発効) 

2007(H19)年 4 月 アジアサイエンスキャンプ 

2007(H19)年 4 月 グローバル COE プログラム →H21 募集終了■ 
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（１６） 

2007(H19)年 4 月 サービス・イノベーション人材育成推進プログラム →H20 募集終了■ 

2007(H19)年 4 月 ナノテクノロジーネットワーク事業 

2007(H19)年 4 月 ものづくり技術者育成支援事業 →H19 募集終了■ 

2007(H19)年 4 月 安全・安心科学技術プロジェクト →H21 募集終了■ 

2007(H19)年 4 月 科学技術コミュニケーション連携推進事業（旧地域の科学舎推進事業） 

2007(H19)年 4 月 若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）  →H25

募集終了■ 

2007(H19)年 4 月 世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI) 

2007(H19)年 4 月 先端研究施設共用イノベーション創出事業 

2007(H19)年 4 月 大学院教育改革支援プログラム →H21 改称■ 

2007(H19)年 4 月 知的クラスター創成事業（第 II 期） →H21 終了■ 

2007(H19)年 4 月 統合データベースプロジェクト 

2007(H19)年 4 月 理科支援員等配置事業 →H24 募集終了■ 

2007(H19)年 4 月 理数学生応援プロジェクト→H21 事業終了■ 

2007(H19)年 6 月 長期戦略指針「イノベーション 25」（閣議決定） 

2007(H19)年 6 月 競争的資金の拡充と制度改革の推進について（CSTP） 
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（１７） 

2007(H19)年 6 月 経済財政改革の基本方針 2007（閣議決定） 

2007(H19)年 11 月 産学人材育成パートナーシップ →H26 移行■ 

2008(H20)年 1 月 大学向け安全保障貿易管理ガイダンス（経産省） 

2008(H20)年 4 月 e-Rad（府省共通研究開発管理システム) 

2008(H20)年 4 月 イノベーション創出若手研究人材養成 →H22 募集終了■ 

2008(H20)年 4 月 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ計画（HPCI 計画） 

2008(H20)年 4 月 共同利用・共同研究拠点の認定制度 

2008(H20)年 4 月 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針 改定 

2008(H20)年 4 月 産学官連携戦略展開事業 →H21 募集終了■ 

2008(H20)年 4 月 産学連携による実践型人材育成事業 →H22 終了■ 

2008(H20)年 4 月 産業技術人材育成支援事業 →H22 募集終了■ 

2008(H20)年 4 月 産総研イノベーションスクール 

2008(H20)年 4 月 質の高い大学教育推進プログラム(教育 GP) →H20 募集終了■ 

2008(H20)年 4 月 新規科研費研究種目「新学術領域研究」の設置 
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（１８） 

2008(H20)年 4 月 政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究推進事業 

2008(H20)年 4 月 先端イノベーション拠点整備事業 →H21 募集終了■ 

2008(H20)年 4 月 地域イノベーション協創プログラム →H24 募集終了■ 

2008(H20)年 4 月 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS） 

2008(H20)年 4 月 特許審査ハイウェイ本格実施（日米間） 

2008(H20)年 4 月 特色ある共同研究拠点の整備の推進事業 

2008(H20)年 4 月 未来の科学者養成講座→H25 事業終了■ 

2008(H20)年 4 月 日本学術会議憲章（SCJ） 

2008(H20)年 5 月 科学技術による地域活性化戦略(CSTP) 

2008(H20)年 5 月 科学技術外交の強化に向けて（CSTP） 

2008(H20)年 5 月 革新的技術戦略（CSTP） 

2008(H20)年 5 月 知的財産戦略（CSTP） 

2008(H20)年 6 月 研究開発力強化法 

2008(H20)年 6 月 G8 科学技術大臣会合 

2008(H20)年 7 月 第 1 期教育振興基本計画（閣議決定） 

2008(H20)年 7 月 「留学生 30 万人計画」骨子の策定 
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（１９） 

2008(H20)年 9 月 新経済成長戦略のフォローアップ（経産省） 

2008(H20)年 10 月 「研究交流促進法」の廃止 

2008(H20)年 10 月 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の改定（CSTP） 

2009(H21)年 2 月 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針 改定 

2009(H21)年 3 月 経済産業省技術評価指針 改定 

2009(H21)年 4 月 Researchmap サービス開始（NII） 

2009(H21)年 4 月 グローバル 30(「国際化拠点整備事業(大学の国際化のためのネットワーク形成

推進事業)」) →H21 募集終了■ 

2009(H21)年 4 月 研究成果最適展開支援事業(A-STEP） 

2009(H21)年 4 月 国際科学技術共同研究推進事業(SICORP) 

2009(H21)年 4 月 国際標準共同研究開発事業 →H24 他事業へ引継■ 

2009(H21)年 4 月 国際標準提案型研究事業 →H23 名称変更、H24 他事業へ引継■ 

2009(H21)年 4 月 最先端研究開発支援プログラム(FIRST) →H25 事業終了■ 

2009(H21)年 4 月 次世代産業創出人材育成・雇用拠点事業 →H21 事業終了■ 

2009(H21)年 4 月 社会環境整備・産業競争力強化型規格開発事業 →H24 募集終了■ 
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（２０） 

2009(H21)年 4 月 女性研究者養成システム改革加速事業 →H22 募集終了■ 

2009(H21)年 4 月 先端研究施設共用促進事業 

2009(H21)年 4 月 戦略的イノベーション創出推進プログラム（S-イノベ） →H24 募集終了■ 

2009(H21)年 4 月 組織的な大学院教育改革推進プログラム(大学院教育改革支援プログラムを改

称) →H21 募集終了■ 

2009(H21)年 4 月 知的クラスター創成事業（グローバル拠点育成型） 

2009(H21)年 4 月 地域産学官共同研究拠点整備事業 →Ｈ21 募集終了■ 

2009(H21)年 4 月 地域卓越研究者戦略的結集プログラム（J-RISE） →H21 募集終了■ 

2009(H21)年 4 月 理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事業 →H24 募

集終了■ 

2009(H21)年 6 月 「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」の一部改正 

2009(H21)年 6 月 第 3 期科学技術基本計画のフォローアップ 

2009(H21)年 8 月 防衛省研究開発評価指針 改定 

2009(H21)年 8 月 環境省研究開発評価指針 改定 

2009(H21)年 9 月 ●行政刷新会議 設置（閣議決定） 

2009(H21)年 10 月 総務省情報通信研究評価実施指針 改定 

2009(H21)年 12 月 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針 改定 

2010(H22)年 3 月 国土交通省研究開発評価指針 改定 

2010(H22)年 3 月 学術の大型施設計画・大規模研究計画マスタープラン 2010（SCJ) 

2010(H22)年 3 月 ●「競争的資金の使用ルール等の統一化」に関するタスクフォース(CSTP) 

2010(H22)年 4 月 アジア基準認証推進事業 →H27 募集終了■ 
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（２１） 

2010(H22)年 4 月 技術の橋渡し拠点整備事業 →H23 募集終了■ 

2010(H22)年 4 月 最先端・次世代研究開発支援プログラム(NEXT) →H25 事業終了■ 

2010(H22)年 4 月 最先端研究基盤事業 →H22 募集終了■ 

2010(H22)年 4 月 産学共創基礎基盤研究プログラム 

2010(H22)年 4 月 大学等産学官連携自立化促進プログラム →H24 募集終了■ 

2010(H22)年 4月 地域イノベーションクラスタープログラム（イノベーションシステム整備事業） 

→H22 募集終了■ 

2010(H22)年 4 月 中高生の科学部活動振興プログラム→H28 事業終了■（H26 募集終了） 

2010(H22)年 4 月 中小企業等の次世代の先端技術人材の育成・雇用支援事業 →H22 募集終了■ 

2010(H22)年 4 月 頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム →H22 募集終了■ 

2010(H22)年 6 月 新成長戦略（閣議決定） 

2010(H22)年 6 月 「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）（CSTP） 

2010(H22)年 7 月 科学・技術重要施策アクション・プラン（毎年策定）（CSTP） 

2010(H22)年 10 月 学術研究の大型プロジェクトの推進について（ロードマップ 2010） 

2010(H22)年 11 月 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針 改定 

2011(H23)年 3 月 ReaD&Researchmap サービス（研究者検索）開始 
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（２２） 

2011(H23)年 4 月 「科学の甲子園」 

2011(H23)年 4 月 CONCERT-Japan プロジェクト →2014 年終了■ 

2011(H23)年 4 月 テニュアトラック普及・定着事業 ⇒2019 終了■ 

2011(H23)年 4 月 ポストドクター・インターンシップ推進事業 →H23 募集終了■ 

2011(H23)年 4 月 リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備 →H24 募

集終了，H25 より他事業へ包含■ 

2011(H23)年 4 月 科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」の推進 

2011(H23)年 4 月 科学技術に関する人材の養成・活躍促進及び理解増進 

2011(H23)年 4 月 科学技術国際活動の推進 

2011(H23)年 4 月 科学技術戦略推進費 →H24 で募集終了■ 

2011(H23)年 4 月 科研費の一部に基金化を導入（若手研究(B)、挑戦的萌芽研究、基盤研究(C)） 

2011(H23)年 4 月 女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデルを改称） →H26 終了■ 

2011(H23)年 4 月 設備サポートセンター整備事業 

2011(H23)年 4 月 先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業 

2011(H23)年 4 月 先導的産業技術創出事業（若手研究グラント）：改称 →H27 終了■ 

2011(H23)年 4 月 大学の世界展開力強化事業 
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（２３） 

2011(H23)年 4 月 大学教育研究基盤強化促進事業 →H29 終了■ 

2011(H23)年 4 月 知財活用支援事業 

2011(H23)年 4 月 知的財産プロデューサー派遣事業 

2011(H23)年 4 月 地域イノベーション戦略支援プログラム 

2011(H23)年 4 月 地域イノベーション戦略推進地域の選定 

2011(H23)年 4 月 頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム →H25 募集終了■ 

2011(H23)年 4 月 博士課程教育リーディングプログラム →2019 終了■ 

2011(H23)年 4 月 学術研究助成基金の運用基本方針（文科省） 

2011(H23)年 8 月 第 2 次大学院教育振興施策要綱（文科省） 

2011(H23)年 8 月 第 4 期科学技術基本計画（Ｈ23～27 年度） 

2011(H23)年 8 月 第 3 次国立大学法人等施設整備 5 か年計画 

2011(H23)年 9 月 学術の大型施設計画・大規模研究計画マスタープラン 2011（SCJ) 

2011(H23)年 11 月 沖縄科学技術大学院大学（OIST）設立 

2011(H23)年 12月 文部科学省の公的研究費により雇用される若手の博士研究員の多様なキャリア

パスの支援に関する基本方針（科学技術・学術審議会人材委員会） 

2012(H24)年 4 月 ●科学コミュニケーションセンター(CSC)設置 

2012(H24)年 4 月 e-ASIA 共同研究プログラム 
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（２４） 

2012(H24)年 4 月 J-GLOBAL 

2012(H24)年 4 月 グローバル人材育成推進事業 →H25 募集終了■ 

2012(H24)年 4 月 ベルモント・フォーラム 

2012(H24)年 4 月 ポストドクター・キャリア開発事業 

2012(H24)年 4 月 科研費の一部に基金化を導入（若手研究(A)、基盤研究(B)） 

2012(H24)年 4 月 研究拠点形成事業 

2012(H24)年 4 月 国立大学改革強化推進事業 

2012(H24)年 4 月 産学連携イノベーション促進事業 →H24 募集終了■ 

2012(H24)年 4 月 次世代科学者育成プログラム →H28 終了■ 

2012(H24)年 4 月 情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事業 →H28 改称■ 

2012(H24)年 4 月 戦略的国際標準化加速事業 

2012(H24)年 4 月 戦略的国際連携型研究開発推進事業 →H26 改称■ 

2012(H24)年 4 月 大学間連携共同教育推進事業 →H28 年度終了■ 
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2012(H24)年 4 月 大学発新産業創出拠点プロジェクト（START） 

2012(H24)年 4 月 大規模学術フロンティア促進事業 

2012(H24)年 4 月 卓越した大学院拠点形成支援補助金 →H25 募集終了■ 

2012(H24)年 4 月 地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業 

→H25 募集終了■ 

2012(H24)年 5 月 学術研究の大型プロジェクトの推進について（ロードマップ 2012） 

2012(H24)年 6 月 大学改革実行プラン（文科省） 

2012(H24)年 10 月 偽造品の取引の防止に関する協定 （ACTA) 

2012(H24)年 11 月 「世界と一体化した国際活動の戦略的展開」に向けた今後の検討体制等に関す

る提言(CSTP) 

2012(H24)年 12 月 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の改定（CSTP） 

2012(H24)年 12 月 科学技術イノベーション促進のための仕組みの改革について－イノベーショ

ン創出環境の革新－(CSTP) 

2012(H24)年 12 月 ●行政刷新会議 廃止（閣議決定） 

2013(H25)年 1 月 官民イノベーションプログラム（国立大学に対する出資事業） →H24 募集終

了■ 

2013(H25)年 1 月 科学者の行動規範-改訂版-（SCJ) 

2013(H25)年 4 月 ●Future Earth 暫定事務局立ち上げ 

2013(H25)年 4 月 革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM） →H28 より JST へ

移管■ 

 

  



研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

128 

（２６） 

2013(H25)年 4 月 革新的研究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ） 

2013(H25)年 4 月 研究大学強化促進事業 

2013(H25)年 4 月 大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業 →H28 より JST 事業へ■ 

2013(H25)年 4 月 地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業） →H26 終了■ 

2013(H25)年 4 月 地方産業競争力協議会 →H26 以降の開催はなし■ 

2013(H25)年 4 月 中長期研究人材交流システム構築事業 →H27 募集終了■ 

2013(H25)年 5 月 これからの大学教育等の在り方について（教育再生実行会議第 3 次提言） 

2013(H25)年 6 月 科学技術イノベーション総合戦略（毎年決定）（CSTP） 

2013(H25)年 6 月 知的財産政策に関する基本方針（閣議決定） 

2013(H25)年 6 月 知的財産政策ビジョン（知財戦略本部） 

2013(H25)年 6 月 世界最先端 IT 国家創造宣言（閣議決定）（以降、毎年更新） 

2013(H25)年 6 月 第 2 期教育振興基本計画（閣議決定） 

2013(H25)年 6 月 日本再興戦略（閣議決定） 毎年改訂 

2013(H25)年 6 月 今後の国立大学の機能強化に向けての考え方（文科省） 

2013(H25)年 10 月 国際深海科学掘削計画（IODP） 

2013(H25)年 11 月 国立大学改革プラン（文科省） 

2013(H25)年 12 月 産業競争力強化法 

2013(H25)年 12 月 研究開発力強化法の一部改正 
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2013(H25)年 12 月 世界の成長を取り込むための外国人留学生の受け入れ戦略（文科省） 

2013(H25)年 12 月 独立行政法人改革等に関する基本的な方針（閣議決定） 

2014(H26)年 2 月 学術の大型施設計画・大規模研究計画マスタープラン 2014（SCJ) 

2014(H26)年 3 月 国土交通省研究開発評価指針 改定 

2014(H26)年 3 月 費目間流用ルールの統一について（競争的資金に関する関係府省連絡会申し合

わせ) 

2014(H26)年 3 月 経済産業省技術評価指針 改定 

2014(H26)年 4 月 ●技術戦略研究センター 設立（新エネルギー・産業技術総合開発機構) 

2014(H26)年 4 月 ICT イノベーション創出チャレンジプログラム（I-Challenge！） 

2014(H26)年 4 月 グローバルアントレプレナー育成促進事業（EDGE） →EDGE-NEXT へ引継

ぎ■ 

2014(H26)年 4 月 グローバルサイエンスキャンパス（GSC） 

2014(H26)年 4 月 グローバル人材の育成に向けた ESD の推進 

2014(H26)年 4 月 スーパーグローバル大学創成支援事業 

2014(H26)年 4 月 フラッグシップ 2020 プロジェクト（ポスト「京」の開発） 

2014(H26)年 4 月 リスクコミュニケーションのモデル形成事業→H28 募集終了、H30 終了■ 

2014(H26)年 4 月 課題解決型高度医療人材養成プログラム 

2014(H26)年 4 月 研究開発型ベンチャー支援事業（VC 等連携によるベンチャー事業化支援事業） 

→H29 終了■ 

2014(H26)年 4 月 高機能 JIS 等整備事業 
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（２８） 

2014(H26)年 4 月 国際共同研究推進事業（国際研究交流の推進に要する経費） 

2014(H26)年 4 月 国際出願促進交付金 

2014(H26)年 4 月 出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS） 

2014(H26)年 4 月 省エネルギーに関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費（旧：省エネルギ

ー等国際標準化・普及基盤事業） 

2014(H26)年 4 月 新産業集積創出基盤構築支援事業 

2014(H26)年 4 月 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP) 

2014(H26)年 4 月 戦略的情報通信研究開発推進事業（国際連携型） →H27 改称■ 

2014(H26)年 4 月 戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）独創的な人向け特別枠（「異能

(inno)vation」プログラム） 

2014(H26)年 4 月 大学教育再生加速プログラム「高大接続改革推進事業」 →2019 終了■ 

2014(H26)年 4 月 大学等の海外留学支援制度 

2014(H26)年 4 月 知の集積による産学連携推進事業 

2014(H26)年 4 月 地域オープンイノベーション促進事業→H26 募集終了■ 

2014(H26)年 4 月 中小企業等海外侵害対策支援事業 

2014(H26)年 4 月 中小企業等外国出願支援事業 

2014(H26)年 4 月 頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業→H29 募集終了■ 
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2014(H26)年 4 月 日本･アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン） 

2014(H26)年 4 月 日本人の海外留学促進事業 

2014(H26)年 4 月 博士人材データベース 運用開始 

2014(H26)年 4 月 留学コーディネーター配置事業 →H30 改称■ 

2014(H26)年 4 月 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針 改定 

2014(H26)年 5 月 ●総合科学技術・イノベーション会議 設置（総合科学技術会議から改組） 

2014(H26)年 5 月 標準化官民戦略(経産省） 

2014(H26)年 6 月 「独立行政法人通則法」改正 

2014(H26)年 6 月 大学に係る安全保障輸出管理行政に関する包括的改善要請書（CITEC 等） 

2014(H26)年 6 月 科学技術イノベーション総合戦略 2014 

2014(H26)年 6 月 日本再興戦略 2014（閣議決定） 

2014(H26)年 6 月 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法、GI 法)） 

2014(H26)年 6 月 国立大学法人法の一部改正 

2014(H26)年 7 月 新市場創造型標準化制度(経産省) 

2014(H26)年 7 月 諮問第 2 号「研究開発の事務及び事業に関する事項に係る評価等の指針の案の

作成について」に対する答申(CSTI) 

2014(H26)年 8 月 学術研究の大型プロジェクトの推進について（ロードマップ 2014） 

2014(H26)年 8 月 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（文科省） 
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（３０） 

2014(H26)年 9 月 ●まち・ひと・しごと創生本部 設置 

2014(H26)年 10 月 第 4 期科学技術基本計画フォローアップ 

2014(H26)年 11 月 「ヒト ES 細胞の樹立に関する指針」（文部科学省・厚生労働省告示第 2 号） 

2014(H26)年 12 月 まち・ひと・しごと創生総合戦略（閣議決定） 

2015(H27)年 3 月 理工系人材育成戦略（文科省） 

2015(H27)年 3 月 我が国におけるオープンサイエンス推進のあり方について～サイエンスの新た

な飛躍の時代の幕開け～(内閣府) 

2015(H27)年 3 月 競争的資金における使用ルール等の統一について（競争的資金に関する関係府

省連絡会申し合わせ） 

2015(H27)年 4 月 総務省情報通信研究評価実施指針 改定 

2015(H27)年 4 月 ●国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED） 設立 

2015(H27)年 4 月 イノベーションハブ構築事業 

2015(H27)年 4 月 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ 

2015(H27)年 4 月 安全保障技術研究推進制度 

2015(H27)年 4 月 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針 改定 

2015(H27)年 4 月 国立研究開発法人制度 

2015(H27)年 4 月 産学官連携リスクマネジメントモデル事業 

2015(H27)年 4 月 新 CONCERT-Japan プロジェクト 

2015(H27)年 4 月 新エネルギーに関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費 

（旧：新エネルギー等国際標準化・普及基盤事業） →H29 事業終了■ 

2015(H27)年 4 月 世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推進プログ

ラム →H27 募集終了（H31 事業終了）■ 
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2015(H27)年 4 月 戦略的情報通信研究開発推進事業（国際標準獲得型） 

2015(H27)年 4 月 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+） →H27 募集終了■（事

業は H31 まで） 

2015(H27)年 4 月 地域中小企業知財支援力強化事業 

2015(H27)年 4 月 日本人学生のインターンシップ支援・日本人研究者育成支援事業 

2015(H27)年 4 月 日本発知的財産活用ビジネス化支援事業 

2015(H27)年 6 月 国立大学経営力戦略（文科省） 

2015(H27)年 6 月 科学技術イノベーション総合戦略 2015 

2015(H27)年 6 月 「競争的研究費改革に関する検討会」中間取りまとめ 

2015(H27)年 6 月 日本再興戦略 2015（閣議決定） 

2015(H27)年 7 月 不正競争防止法改正 

2015(H27)年 8 月 科学者コミュニティにおける女性の参画を拡大する方策（日本学術会議） 

2015(H27)年 9 月 個人情報保護法改正 

2015(H27)年 9 月 未来を牽引する大学院教育改革～社会と協働した「知のプロフェッショナル」

の育成～」（文科省審議会） 

2015(H27)年 9 月 ●外務省参与（外務大臣科学技術顧問）の任命 

●科学技術外交推進会議 設置（外務省） 

2015(H27)年 9 月 科研費改革の実施方針 （順次改定） 

2015(H27)年 10 月 防衛省研究開発評価指針 改定 

2015(H27)年 11 月 標準化活用支援パートナーシップ制度（旧：新エネルギー等国際標準化・普及

基盤事業） 

 

  



研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

134 

（３２） 

2015(H27)年 11 月 「研究組織のマネジメントと一体となった新たな研究設備・機器共用システム

の導入について」 

2015(H27)年 12 月 第 4 次男女共同参画基本計画（閣議決定） 

2016(H28)年 1 月 第 5 期科学技術基本計画（H28～32 年度） 

2016(H28)年 2 月 学術情報のオープン化の推進について 

2016(H28)年 3 月 農林水産省における研究開発評価に関する指針 

2016(H28)年 3 月 第 4 次国立大学法人等施設整備 5 か年計画 

2016(H28)年 3 月 第 4 次国立大学法人等施設整備 5 か年計画（2016～20 年度） 

2016(H28)年 4 月 ●公正研究推進協会（APRIN） 設立 

2016(H28)年 4 月 G7 茨城・つくば科学技術大臣会合 

2016(H28)年 4 月 ICT 人材育成 →H29 終了■ 

2016(H28)年 4 月 IoT 共通基盤技術の確立・実証 

2016(H28)年 4 月 技術協力活用型・新興国市場開拓事業 

2016(H28)年 4 月 産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム(OPERA) 

2016(H28)年 4 月 産学連携知的財産アドバイザー派遣事業 

2016(H28)年 4 月 女性活躍推進のための基盤整備事業 

2016(H28)年 4 月 成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT) 
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2016(H28)年 4 月 先端研究基盤共用促進事業（共用・プラットフォーム形成支援事業） 

2016(H28)年 4 月 先端研究基盤共用促進事業（新たな共用システム導入支援プログラム） 

2016(H28)年 4 月 先導的経営人材養成機能強化促進委託事業 →H28 終了■ 

2016(H28)年 4 月 大型国際共同プロジェクトに関する調査 

2016(H28)年 4 月 卓越研究員事業 

2016(H28)年 4 月 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 

2016(H28)年 4 月 地域科学技術実証拠点整備事業 →H29 終了■ 

2016(H28)年 5 月 国立大学法人法の一部改正 

2016(H28)年 5 月 科学技術イノベーション総合戦略 2016 

2016(H28)年 6 月 ニッポン一億総活躍プラン（閣議決定） 

2016(H28)年 6 月 日本再興戦略 2016（閣議決定) 

2016(H28)年 6 月 諮問第 9 号「特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的

な方針の案について」に対する答申(CSTI)  

2016(H28)年 6 月 ●特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法（→理化

学研、産技総研、物質・材料研究機構を指定） 

2016(H28)年 7 月 ●イノベーション促進産学官対話会議 設置 

2016(H28)年 9 月 ●未来投資会議の設置（日本経済再生本部） 

2016(H28)年 11 月 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン 

2016(H28)年 12 月 官民データ活用推進基本法 
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（３４） 

2016(H28)年 12 月 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の改定（CSTI） 

2017(H29)年 1 月 科学研究費助成事業の審査システム改革について 

2017(H29)年 2 月 学術の大型施設計画・大規模研究計画マスタープラン 2017（SCJ) 

2017(H29)年 3 月 「人工知能と人間社会に関する懇談会」報告書（内閣府） 

2017(H29)年 3 月 軍事的安全保障研究に関する声明（SCJ） 

2017(H29)年 3 月 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針 改定 

2017(H29)年 4 月 オープンイノベーションチャレンジ 2017 

2017(H29)年 4 月 ジュニアドクター育成塾 

2017(H29)年 4 月 データの利用権限に関する契約ガイドライン Ver1.0(経産省) 

2017(H29)年 4 月 データ関連人材育成プログラム（D-DRIVE） 

2017(H29)年 4 月 研究開発型ベンチャー企業等のイノベーション創出支援事業 

2017(H29)年 4 月 高度専門職業人養成機能強化促進委託事業 

2017(H29)年 4 月 次世代アントレプレナー育成プログラム（EDGE-NEXT） 

2017(H29)年 4 月 社会還元加速プログラム（SCORE） 

2017(H29)年 4 月 若手研究者海外挑戦プログラム 

2017(H29)年 4 月 専修学校による地域産業中核的人材養成事業 

2017(H29)年 4 月 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針 改定 
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2017(H29)年 4 月 未来社会創造事業 

2017(H29)年 4 月 留学生就職促進プログラム 

2017(H29)年 4 月 ●オープンサイエンス基盤研究センター 設置 

2017(H29)年 5 月 経済産業省技術評価指針 改定 

2017(H29)年 5 月 次世代医療基盤法 

2017(H29)年 5 月 世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（閣議決定）（以降、

毎年更新） 

2017(H29)年 6 月 科学技術イノベーション総合戦略 2017 

2017(H29)年 6 月 未来投資戦略 2017（閣議決定） 毎年改訂 

2017(H29)年 6 月 経済財政運営と改革の基本方針 2017～人材への投資を通じた生産性向上～（閣

議決定） 

2017(H29)年 6 月 大学における工学系教育の在り方について（中間まとめ） 

2017(H29)年 6 月 ●指定国立大学法人 指定（東北大、東大、京大） 

2017(H29)年 7 月 環境省研究開発評価指針 改定 

2017(H29)年 7 月 学術研究の大型プロジェクトの推進について（ロードマップ 2017） 

2017(H29)年 8 月 ●科学技術・学術分野における国際的な展開に関するタスクフォース 

2017(H29)年 9 月 文科省告示第 127 号（大学設置基準の一部見直し） 

2017(H29)年 10 月 大学向け安全保障貿易管理ガイダンス第 3 版（経産省） 

2017(H29)年 12 月 まち・ひと・しごと創生総合戦略 2017（閣議決定） 
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（３６） 

2018(H30)年 3 月 ●指定国立大学法人 追加指定（東工大、名大） 

2018(H30)年 4 月 SDGs 未来都市、自治体 SDGs モデル 選定 

2018(H30)年 4 月 オープンイノベーション機構の整備事業 

2018(H30)年 4 月 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM） 

2018(H30)年 4 月 大学における革新的工学系教育改革促進事業 

2018(H30)年 4 月 卓越大学院プログラム 

2018(H30)年 4 月 地方と東京圏の大学生対流促進事業 

2018(H30)年 4 月 地方創生インターンシップ事業 

2018(H30)年 4 月 地方大学・地域産業創生交付金の創設 

2018(H30)年 4 月 日本留学海外拠点連携推進事業 

2018(H30)年 4 月 未来価値創造人材育成プログラム 

2018(H30)年 4 月 Society5.0 実現化研究拠点支援事業 

2018(H30)年 6 月 国立研究開発法人におけるデータポリシー策定のためのガイドライン 
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2018(H30)年 6 月 統合イノベーション戦略 策定（閣議決定） 

2018(H30)年 6 月 未来投資戦略 2018（閣議決定） 

2018(H30)年 7 月 ●統合イノベーション戦略推進会議 設置（内閣府） 

2018(H30)年 10 月 ●指定国立大学法人 追加指定（阪大） 

2018(H30)年 11 月 2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申） 

2019(R01)年 2 月 高等教育・研究改革イニシアティブ（柴山イニシアティブ） 

2019(R01)年 2 月 今後の科学コミュニケーションのあり方について 

2019(R01)年 2 月 地域科学技術イノベーションの新たな推進方策について ～地方創生に不可欠

な「起爆剤」としての科学技術イノベーション～ 

2019(H31)年 3 月 研究データリポジトリ整備・運用ガイドライン 

2019(H31)年 4 月 ムーンショット型研究開発制度 

2019(H31)年 4 月 共創の場支援事業 

2019(R01)年 4 月 世界で活躍できる研究者戦略育成事業 

2019(R01)年 4 月 研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン 

2019(R01)年 4 月 採用と大学教育の未来に関する産学協議会「中間とりまとめと共同提言」 
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（３８） 

2019(R01)年 4 月 研究力向上改革 2019（文科省） 

2019(R01)年 5 月 国立大学法人法の一部改正 

2019(R01)年 5 月 イノベーションマネジメントハブ形成支援事業 

2019(R01)年 6 月 世界と伍するスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成 

2019(R01)年 6 月 統合イノベーション戦略 2019 

2019(R01)年 6 月 第 6 期科学技術基本計画に向けた提言（国際戦略委員会） 

2019(R01)年 7 月 国立大学イノベーション創出環境強化事業 

2019(R01)年 7 月 科学技術イノベーションによる地域社会課題解決(DESIGN-i) 

2019(R01)年 7 月 産業標準化法（改正 JIS 法） 

2019(R01)年 7 月 大学ファクトブック 2019 

2019(R01)年 8 月 AJ-CORE 

2019(R01)年 9 月 官民協働による新たな科学技術政策について（文科省） 

2019(R01)年 9 月 ●指定国立大学法人 追加指定（一橋大） 

2019(R01)年 10 月 研究データ基盤整備と国際展開に関する戦略 

 



研究開発の俯瞰報告書 

日本の科学技術イノベーション政策の変遷2020 

 

 

 
CRDS-FY2019-FR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

141 

お
わ
り
に ７．おわりに 

 

我が国では現在、科学技術基本法を基軸に様々な関連法律や基本計画等が STI 政策の枠組みを

形成しており、その枠組みのなかで多様な施策、制度・事業等が展開されている。本俯瞰報告書

では、このような STI 政策の体系を俯瞰的に捉えるため、近年の主な法律、施策、制度・事業等

の流れを整理するとともに、科学技術関係経費全体の推移を把握することを試みた。 

 

○ 今後に向けて 

我が国では現在、STI 政策の展開にあたって、STI 政策全体を俯瞰し資金配分等の全体最適化

を図るという観点の重要性が高まっている。このため、複雑なSTI政策の体系の全体的な構造を、

その歴史的な背景も含め明らかにしていくことが、政策立案の基盤としてますます重要となって

いる。 

CRDS では、今後も政策俯瞰に関する取組を継続していく予定である。まず、俯瞰報告書とし

ての構成について、本俯瞰報告書では STI 推進基盤政策を 10 の政策領域に分類したが、今後も

STI 政策の変化に対応した領域設定へと見直していくことや、STI 政策の俯瞰対象そのものを拡

げることが必要であると考えている。 

そのように情報の網羅性を高めるとともに、各領域の政策の歴史的な変遷についてより深い分

析と理解を試みることも今後の一つの方向である。すなわち、政治・経済・社会状況等と複雑に

関係する政策形成プロセスの歴史的背景について、関係機関の公表情報に加えて、関係者から情

報を収集し、多面的な分析を行うことが考えられる。また、各領域の施策や制度・事業等の推進

方法（申請体制や実施主体など）、取組の結果、その短期的・中長期的影響等について掘り下げて

調べることも、俯瞰の上で有用であると考えられる。 

 

○ 結語にかえて 

2019 年秋、吉野彰博士（旭化成名誉フェロー）がリチウムイオン電池の功績が認められ、ノー

ベル化学賞を受賞された。2018 年の本庶佑博士に続いて 2 年連続の慶事である。 

本報告書が俯瞰の対象としているのは、1995 年の科学技術基本法成立から現在に至る 20 数年

間の政策や事業であり、その間に、科学技術基本計画が 5 回見直され、省庁や機関の体制が変わ

り、研究資金、人材育成等さまざまな面での施策が実行されてきた。しかし吉野博士や本庶博士

の例を見れば、基礎研究から実用化に到達し、それが目に見える大きな貢献を果たすまでの時間

はさらに長く要すると考えるべきである。政策も同様に、社会や科学技術の状況を考慮して、常

に柔軟に施策を改善するとともに、数十年にわたる長期的な視座も持つ必要があるだろう。また

今回、受賞された吉野博士は民間企業の研究開発部門に長らく在籍され、いわゆる科研費のよう

な公的研究資金は利用されていなかったことが特色である。これまで日本の科学技術を支える土

台として、大学に対する公的な研究資金のあり方がさまざまに検討されてきたが、国や大学が民

間の功績に対してどのように貢献しているかも含めて議論が必要であろう。 

また、最近同じくノーベル賞を受賞された何名もの著名な研究者が日本における基礎研究の危

機を訴えていることにも耳を傾けたい。これまでのノーベル賞受賞者は自由に研究を続けられた

数十年前の環境にいたからであり、今後はもはやノーベル賞受賞者は出なくなるのではないかと

いう声も聞かれる。それを裏付けるように、令和元年版科学技術白書でも、論文数はじめいくつ

かの指標において日本の科学技術の力が相対的に低下していることが示されている。 

科学技術基本法以来、科学技術イノベーションのためにさまざまな施策が手厚く実施されてき

たにもかかわらず、なぜこのような危機意識が生まれているのか、今後の日本の科学技術の発展

に本当に結びついているのか、あらためて議論が必要な事態になっているといえる。この打開の

ためには、過去の施策を振り返り、数十年にわたるような長期的な視点からその効果を冷静に評

価し、今後の新しい施策立案につないでいくことが大事であると考える。我が国は少子高齢化、

自然災害等の大きな困難を抱えて、財政的にも厳しい状況にあるが、それでも基礎研究と応用研

究を発展の原動力として、その両輪のバランスをとりながら、地道で長期的な施策実行が必要で

ある。 

政策立案、研究管理等にたずさわる方を含めて、日本の科学技術イノベーションに関心を持つ
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方々にとって、本俯瞰報告書が過去を振り返り、未来を考えるためのマップとして参考になれば

幸いである。 
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