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政府の科学技術・イノベーション行政と

私の経験  

神戸市立青少年科学館館長 

アジア原子力フォーラム（ＦＮＣＡ）コーディネーター 

前・文部科学省科学技術政策研究所長 

和田 智明 

平成２８年１０月・九州大学 



講演項目 

行政官の役割 

科学技術イベント・広報 

原子力政策 

海洋科学技術 

沖縄政策と大学院大学 

科学技術政策 
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私の行政職歴 
• 昭和５２年４月     科学技術庁計画局計画課  

• 昭和５４年７月     科学技術庁原子力安全局保障措置課調整係長  

• 昭和５６年３月     科学技術庁原子力局政策課総括係長  

• 昭和５８年１０月     国際原子力機関（ＩＡＥＡ）留学  

• 昭和５９年１０月     科学技術庁原子力局原子力開発機関監理官補佐  

• 昭和６２年５月     国際原子力機関（ＩＡＥＡ）勤務（保障措置部保障措置分析官） 

• 平成２年６月     科学技術庁青森原子力企画調整事務所長  

• 平成４年７月     科学技術庁研究開発局地球科学技術推進調整官  

• 平成５年７月     海洋科学技術センター企画部企画課長  

• 平成７年７月     科学技術庁原子力局原子力開発機関監理官  

• 平成８年５月     科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長  

• 平成９年７月     神奈川県企画部科学技術政策室長  

• 平成１１年７月     科学技術庁原子力局動力炉開発課長  

• 平成１３年１月     文部科学省研究開発局原子力課長  

• 平成１３年７月     文部科学省研究開発局開発企画課長  

• 平成１４年１月    内閣府参事官（科学技術総務等担当） 

• 平成１５年７月    文部科学省大臣官房政策課長 

• 平成１６年７月    内閣府大臣官房審議官（沖縄政策担当） 

• 平成１８年７月    日本原子力研究開発機構執行役（バックエンド推進部門担当）                      

• 平成２０年７月    文部科学省科学技術政策研究所長 

• 平成２２年７月    退官 
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行政官として重要な資質 

バイタリティーとリーダーシップ 

専門家と協議できる専門的知識 

ネットワークの活用 

社会の新しいトレンドを評価して取り入
れる能力 

予見性と根回し 
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予算案作成の手順 

 

省内重要施策検討 

関係法人等調整 

委員会等決定 

（５－８）月 

 

概算要求 

財務省等の調整 

（１局、２局） 

（９月－１２月） 

予算査定 

予算案作成 

（１２月・１月） 

国会審査 

（２－３月） 
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法案作成の手順 

 

法案作成 

各省折衝 

 

法制局審査 
閣議決定 

国会提出 
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与党への根回し 

（対象） 

• 党科学技術部会の主要メンバー 

• 衆議院・参議院文部科学委員会の理事等実
力者 

（事前根回し事項） 

 主要新規予算 

 法案（新規・改正） 

 法人等の設立、統合 
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Discussion between PM Hatoyama and 

Nobel Prize Winners ( Nov. 2009) 

Nobel Prize Laureates; 

     “What matters in science is generating new ideas by 
making maximum effort to be the best in a certain field.” 

    “If we are satisfied with second place, we could end up 
30th place. If we only copy, it means we do nothing.”  
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○ 科学の進歩 



12 

原子核、陽子、中性子、クォーク 
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陽子と中性子 

• 陽子はアップクォーク2個とダウンクォーク1個ででき
ている。 

• 中性子はアップクォーク1個とダウンクォーク2個でで
きている。 

• アップクォークはプラス3分の２、ダウンクォークはマ
イナス3分の１の電荷をもっている。 

• 陽子と中性子の電荷は？ 

  (答） 

■陽子の電荷   2/3 x  2 +  (-1/3) x 1 = 1   

■中性子の電荷   2/3 x  1 +  (-1/3) x 2 = ０   



クォークとレプトン（素粒子） 

  世代 電気量 

第１世代 第２世代 第３世代 

  

クォーク 

アップ（μ） チャーム（ｃ） トップ（ｔ） 2/3e 

ダウン（ｄ） ストレンジ
（ｓ） 

ボトム（ｂ） －1/3e 

  

レプトン 

電子（ｅ⁻） ミュー粒子
（μ⁻） 

タウ粒子（τ⁻） －ｅ 

電子ニュートリノ 

（νｅ） 
ミューニュートリノ

（νμ） 

タウニュートリノ 

（ντ） 
０ 

高校「総合物理」（数研出版） 
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宇宙は何でできているのか？ 
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戦後の十大イノベーション（日本発明協会） 



戦後のイノベーション１００選 
1 魚群探知機 1948年  
2 溶接工法ブロック建造方式 1949年  
3 ビニロン 1950年  
4 内視鏡 1950年  
5 フェライト 1951年  
6 ファスナー 1952年  
7 銑鋼一貫臨海製鉄所 1953年  
8 自動式電気炊飯器 1955年  
9 トランジスタラジオ 1955年  
10 コシヒカリ 1956年  
11 回転寿司 1958年  
12 公文式教育法 1958年  
13 小型（軽）自動車 1958年  
14 スーパーカブ 1958年  
15 インスタントラーメン 1958年  
16 ＮＣ工作機械 1959年  
17 ヤマハ音楽教室 1959年  
18 接ぎ木(野菜） 1960年  
19 座席予約システム 1960年  
20 りんご「ふじ」 1962年  
21 マンガ・アニメ 1963年  
22 人工皮革 1964年  
23 電子式卓上計算機 1964年  
24 新幹線 1964年  
25 電子レンジ 1965年  

26 自脱型コンバインと田植機 1965年  

27 積層セラミックコンデンサー 1966年  

28 カラオケ 1967年  

29 自動改札システム 1967年  

30 柔構造建築 1968年  

31 郵便物自動処理装置 1968年  

32 ヤクルト 1968年  

33 レトルト食品 1969年  

34 ＬＮＧの導入 1969年  

35 脱硫・脱硝・集塵装置 1960-1970年代  

36 クォーツ式腕時計 1969年  

37 ブラウン管テレビ 1960年  

38 トヨタ生産方式 1970年  

39 電界放出形電子顕微鏡 1972年  

40 産業用ロボット 1973年  

41 ＣＶＣＣエンジン 1973年  

42 コンビニエンスストア 1974年  

43 オンラインセキュリティシステム 1975年  

44 電力用酸化亜鉛形ギャップレス避雷器 1975年  

45 炭素繊維・炭素繊維複合材 1975年  

46 移動電話（自動車電話、音声符号化等） 1975年  

47 高張力鋼 1975年  

48 家庭用ビデオ(カセット） 1976年  

49 宅急便 1976年  

50 三元触媒システム 1977年  17 



51 イメージセンサ（ＣＣＤ・ＣＭＯＳ） 1978年  

52 日本語ワードプロセッサ 1978年  

53 全自動横編機 1978年  

54 フォトレジスト 1979年  

55 ウォークマン 1979年  

56 レーザープリンター 1979年  

57 Ｇ３ファクシミリ 1980年  

58 半導体露光装置 （ステッパー） 1980年  

59 ウォシュレット 1980年  

60 オーロラビジョン 1980年  

61 イベルメクチン 1981年  

62 インバーターエアコン 1981年  

63 カーナビゲーションシステム 1981年  

64 ＡＴＭ 1982年  

65 ＣＤ・ＣＤ-Ｒ 1982年  

66 Ｘ線フィルムのデジタル化 1983年  

67 家庭用ゲーム機・ゲームソフト 1983年  

68 ネオジム磁石 1983年  

69 3.5インチフロッピーディスク 1984年  

70 直接衛星放送サービス 1984年  

71 家庭用カムコーダ 1984年  

72 ＵＭＡＭＩ 1985年  

73 ラップトップ・ノートパソコン 1985年  

74 プレハブ住宅 1986年  

75 酵素入りコンパクト洗剤(アタック） 1987年  

76 光通信用半導体レーザ・ 

光ファイバー製造法(ＶＡＤ法） 1987年  

77 ポリエステル合成繊維（シルク調等） 1988-1992年  

78 フラッシュメモリ 1988年  

79 薄型テレビ 1988年  

80 スタチン 1989年  

81 ハイビジョン放送 1989年  

82 ＩＨクッキングヒーター 1990年  

83 中空糸 1990年  

84 省エネ化 1970-1980年代  

85 液晶ディスプレイ 1990年  

86 リチウムイオン電池 1991年  

87 プログラフ 1993年  

88 スーパーコンピュータ 1993年  

89 発光ダイオード 1993年  

90 道の駅 1993年  

91 光触媒 1994年  

92 ＱＲコード 1994年  

93 デジタルカメラ 1995年  

94 ＤＶＤ 1996年  

95 (第二世代の）シールド工法 1997年  

96 非接触ＩＣカード技術 1997年  

97 無菌充填ペットボトル等(拡印刷） 1997年  

98 ハイブリッド車 1997年  

99 アリセプト 1997年  

100 高効率石炭火力発電 1997年  

101 長大橋建設技術 1998年  

102 太陽電池セル 1999年  

103 多機能携帯電話（i-mode、カメラ付きなど） 1999年  

104 リサイクル・リユース 2000年  

105 携帯電話等デジタル情報暗号化技術 2000年  
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戦後のイノベーション１００選（その２） 
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私と科学とのかかわり 

 １９５１年神戸で生まれる。 

 小学校・中学校・高校を神戸で過ごす 

• 算数・数学は大好き少年。 

• 中学・高校時代は週に１冊本（小説が多かった）を読ん
だ。 

 大学のときに金原寿郎の「基礎物理学」の教科書を読んで物理学
が好きになる。 

 科学者を志すよりも、科学者が十分な成果を出せる社会を作ろうと
科学技術庁に入った。 

 １９８６年から１９９０年までＩＡＥＡ（国際原子力機関） 

  に勤務  → 国際共通語としての英語の重要性を理解した。 

 ２００８年から２０１０年 文部科学省科学技術政策研究所所長     

 ２０１０年から２０１４年 東京理科大学特命教授 

 ２０１４年４月から    神戸市立青少年科学館館長 
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○ 科学技術イベント・広報 
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国際科学技術博覧会 

 

 科学技術庁計画局  研究交流と筑波研究学園都市の振興 

 研究者が定住する環境  道路、鉄道、生活基盤 

 研究環境  国際会議場、博物館、民間研究機関の集積 

 イベントオリエンテッドポリシー 

 昭和５３年（１９７８年）に１９８５国際科学技術博覧会を提案 

 大地の科学、水の科学、宇宙の科学、大気の科学、人間の科学 

・ 神戸ポートピア博、横浜宇宙博にも波及 

・ 成果  

       ２０００万人の入場者、１００億円の基金 

    筑波は科学の都市というイメージが定着、都市基盤の整備、研究者の定着 

 今後の課題 

    産学官の実質的連携の推進 

        先端研究としての成果の不足 

         全国の知的クラスターと筑波ベンチャー企業との連携 
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科学博・最初の提案書 

（昭和５３年重要施策ヒアリング） 
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国際科学技術博覧会 

最初のコンセプトデザイン（昭和５３年） 

  

大地の科学ゾーン 

水の科学ゾーン 

宇宙の科学ゾーン 

大気の科学ゾーン 

人間の科学ゾーン 
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科学技術博覧会 

（開会式と富士通館） 
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ロボフェスタ神奈川２００１ 
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ロボフェスタ神奈川の概要 

 平成13 年8 月から11 月までの延37 日間にわたって、横須賀、川崎、相模原、
横浜の各会場をリレー開催。 

 4 会場合計の来場者数は51 万770 人で、当初の目標であった50 万人を達成。 

 4 会場を通じて延160 余の企業、大学、研究機関等から延800 台余のロボット
が出展された。 

 財政難の神奈川県で総額２０億円弱の短期間のイベントであったが成功裏に終
了した。 
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科学技術イベント（Exhibition） 

成功の要件 

 入場者は前宣伝で半数が決まる。 

 親は自分の子供はひょっとしたらノーベル賞級の
科学者になるかも知れないと思っている。 

 大手広告代理店の言い値は人件費が半分以上。
ピアレビューが重要。 
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サイエンスチャンネルの概要 

 サイエンス チャンネルは国立研究開発法人科学技術振興機構が提
供する科学技術の動画専門サイト。サイエンス チャンネルでは、暮
らしの中の身近な題材から、最先端の科学技術の紹介まで、子ども
も大人も楽しみながら科学に触れることができる番組作りを目指して
いる。 

 全国各地のケーブルテレビ局で放送中 

 放送内容や放送日時は各ケーブルテレビ局によって異なる。BS放送 

     「グリーンチャンネル」で放送中 
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サイエンスチャンネル 

（1997年構想当初） 

 科学技術理解増進のための番組を24時間提供
するＣＳチャンネルを開始する。(米のディスカバ
リチャンネル等が手本）→DirecTV等と 

  交渉 

 

 そのための番組制作費として、年間15億円を要
求 

 

 ＮＨＫに対して無償で番組を提供するよう要請 

 
30 



31 

○ 原子力政策 



高温ガス炉 

32 



高温ガス炉の固有の安全性 
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試験研究炉建設の是非 

（昭和６０年頃） 
• ８００－９００億円は高すぎる（科学技術庁、 

  原研内部の意見） 

• 固有の安全炉、熱効率の高い炉は日本にとって
必要 

• 原子力発電のための炉型戦略は軽水炉、高 

 速増殖炉で十分、他の炉はいらない（電力会 

 社） 

• 安全性の高い炉は軽水炉の安全性に疑問を 

 抱かせる 
34 



35 

高温工学試験研究炉（約８００億円） 

昭和６０年原子力委員会高温ガス炉懇談会 

• 高温ガス実験炉から高温工学試験研究炉へ 

• 発電は行わず、水素製造を主目的に 

• 固有の安全性、高い熱効率 
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青森県 

  青森原子力企画調整事
務所長（平成２年ー４年） 

 農協中央会が反対にま
わる等厳しい情勢の中、
知事選の争点が核燃料
サイクル施設の推進ｏｒ反
対であった。 

 フォーラムイン青森を県
内各地で２年間で４３回
開催し、安全性と必要性
について説明した。 
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原子力船むつ 

  昭和５１年放射線漏れ（ｎ
ｏｔ 放射能漏れ） 

 漂流 

 原子炉を改修 

 平成２年から平成４年に
かけて実験航海 

 

 



核燃料サイクル図 
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青森県の原子燃料サイクル施設 
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核燃料サイクル施設に対する 

意識の変化 

  

• 東海村の農作物は東京で
売れないので青森県に
こっそり持ってきて販売し
ているそうですね。 

• 再処理施設が運転開始す
ると放射能が「やませ」に
載って飛んできて、津軽の
人たちは年間５００ミリレム
ずつ浴びるそうですね。 
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原子力局動力炉開発課長時代 

（平成１１年－１３年） 

 平成１１年９月東海村でＪＣＯ臨界事故 

 茨城県、東海村と調整し、アスファルト固化処理施設火
災爆発事故以来３年運転停止していた東海再処理施設
を平成１２年１１月に運転再開。 

 福井県、敦賀市と調整し、平成７年ナトリウム漏れ事故
以来、改修工事の地元同意が取り付けられなかった高
速増殖原型炉「もんじゅ」について、安全審査入りの了解
を平成１３年５月に取り付ける。 
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ＩＴＥＲの国内誘致 
青森県六ヶ所村の国内候補地としての決定に努力 

 



ＩＴＥＲの国内候補地と国際評価 

    （平成１３－１５年） 
 国内候補地として、青森県（六ヶ所村）、茨城県（那珂地

区）、北海道（苫東地区）が立候補 

 輸送条件、電力事情、研究者の利便等からは茨城県が
最有力であったが、エネルギー政策をめぐる政治的状況
から、青森、茨城の両地区を候補地として国際的評価に
提出することを内部決定 

 総理より国内候補地を一か所に絞るよう指示 

 有力政治家、経団連等の意見により青森県一本で国際
立候補 

 仏、カダラッシュに敗れる 
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Ｊ－ＰＡＲＣ 
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 J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex) は

、素粒子物理、原子核物理、物質科学、生命科学、原子力など
幅広い分野の最先端研究を行うための陽子加速器群と実験施
設群の呼称。世界に開かれた多目的利用施設であるJ-PARC

の最大の特徴は、世界最高クラスの陽子 (1MW) ビームで生
成する中性子、ミュオン、K中間子、ニュートリノなどの多彩な2

次粒子ビーム利用。高エネルギー加速器研究機構 (KEK) と日
本原子力研究所 (原研) 【現 (独) 日本原子力研究開発機構 

(JAEA) 】が共同で提案し、8年の歳月と総工費1524億円をか
け、2008年にJAEA東海の原子力科学研究所内に第一期施
設が完成した。 

 

 1987年当時、日本原子力 研究所の予算として大強度陽子加
速器の概念設計2000万円を要求。（原子核破砕研究が主目
的） 
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埋設事業費用の内訳（見込み） 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ピ
ッ
ト
処
分
費
用 

トレンチ処分費用 

総事業費用 
約2000億円 

原
子
力
機
構 

他 

他 
原
子
力 

 
 

 
 

機
構 

発生者区分： 
原子力機構、その他 

  費用割合 
 原子力機構 ：約1700億円 
  その他      ：約  300億円  

左記物量に基づき 
想定される総事業費用 

約2000億円 

発生者区分： 
原子力機構、その他 

物量割合 
原子力機構 ：約43万本 
その他      ：約10万本  

埋設処分物量（見込み） 

平成60年度末までに 
想定される埋設処分物量 

約53万本（200ℓドラム缶） 

  （平成19年12月末現在、文部科学省調査） 

廃棄体総量 
約53（万本） 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ピ
ッ
ト
処
分 

原
子
力
機
構 

原
子
力
機
構 

ト
レ
ン
チ
処
分 

他 

他 

（200ℓドラム缶） 

ＲＩ研究所廃棄物埋設処分事業（２－３年後に立地決定） 

埋設施設のイメージ 
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○ 海洋科学技術 
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海洋地球観測船「みらい」、深海調査研究船「かいれい」 

 

 

 

• みらい 「むつ」改造費約２００億、 

               船上にドップラーレーダー等 

      最新鋭の観測機器を整備 

• かいれい 補正予算で一日で予算を計上 

        （約80億）  
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しんかい２０００ 

 



海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）の 

海洋調査船 

49 



GRENE北極気候変動研究事業 

「急変する北極気候システム及びその全球的な影
響の総合的解明 2011-2016」 

50 



○北極海航路の持続的利用の 

  可能性が見えてきた 

51 
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○ 沖縄政策 
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沖縄振興と大学院大学 

 沖縄で終戦末期の体験は親兄弟から語り告がれている。 

 平成7年の海兵隊の少女暴行事件以来、反基地感情は一気
に高まった。一方で海兵隊は特別な存在として沖縄の人たち
も認識している。 

 普天間基地は、沖縄上陸時に米軍が占領した土地。 

 沖縄大学院大学は、政府が「世界最高水準の大学院大学」
をつくってくれると沖縄県民の期待は高い。 
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沖縄科学技術大学院大学の概要 

 沖縄の振興と世界の科学の発展に寄与する世界最高水準の学院大学とする。 

 平成２４年度に開学 

 米国スタンフォード大学において線形加速器センター所長などの要職を歴任したジョナサ
ン・ドーファン博士を決定。 

 特に神経科学、分子・細胞・発生生物学に重点を置いたバイオ分野を中心とした研究を進
める予定。 

 ５０人程度のＰＩ（代表研究者及び若手代表研究者）の採用を行っているが、優秀な人材を
確保できるか否かが鍵になっている。 

 ２０１４年３月現在、研究員数３６０、内外国人１７０名 



沖縄科学技術大学院大学の特徴 

 英語：科学雑誌や国際的会議で使われる英語が、大学院大学の公
用語です。 

 国際性：学生と教員の半数以上は外国人となります。 

 学際性：分野の壁を越えた共同研究や交流が推奨されており、単一
の研究科・専攻のみを設けた博士課程プログラムや、キャンパスの
設計にもこれが表れています。 

 教育：1名の教員に対して2名の学生という比率のもと、学生はトップ
クラスの教員による懇切な指導のもと博士号取得を目指します。 

 研究助成金：OISTは日本でも類い希な学校法人で、国からの財政

支援を受けながら、革新的なイニシアチブをとるべく自主性と運営の
柔軟性が確保されています。 

 立地：沖縄は日本最南端の県で、めざましい経済発展をとげている
アジアの中心地に位置する美しい亜熱帯の島です。アジアへの近さ
と、日本の成熟した経済発展を謳歌しています。 

 55 
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○ 科学技術政策 
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科学技術創造立国 

●研究開発投資の 
増額 
  
17 兆円 (実際の支出 
17.6 兆円). 

 

●新たな研究開発シ
ステムの構築 

 
ポスドク 10,000人計
画, 等 

●重要政策 

 

－国家的・社会的課題             
に対応した研究開発
の重点化 

－産学官連携の推進 

－競争的資金の倍増と
間接経費の導入 

 

・研究開発投資 : 24 兆
円 (実際の支出 21.1 

兆円) 

 

●重要政策 

 

 

 

創造的な科学技術人
材の育成 

イノベーションの創出、
大学の競争力の強化 

科学技術の戦略的重
点化 

研究開発投資：２５兆
円 

科学技術基本計画 

57 
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科学技術政策研究所 

 役割 

• 包括的、かつ、長期的な視野に
立った科学技術政策研究を推進
することで、政府の科学技術政
策立案を促すこと。 

• 研究成果を社会に還元し、民間
企業や他の関連機関が、研究開
発およびイノベーションマネジメ
ントのための戦略を打ち立てる
のを支援すること。 

• 世界中の研究機関や人材資源
を結びつけることで、国際的な政
策研究を推進し、民間の研究開
発担当者や、大学の政策研究者
あるいは政策立案者を育成する
こと。 

 

 歴史 

• 1988年7月  科学技術政策研
究所設置（資源調査所改組） 

• 2001年1月  中央省庁再編に

より文部省と科学技術庁が統合
され文部科学省が発足（文部科
学省の付置機関となる） 

  ・所内に科学技術動向研究セン
ターを設置 

  ・内閣府に総合科学技術会議
（CSTP）が設置 

• 2006年4月  所内に科学技術
基盤調査研究室を設置        
第３期科学技術基本計画が開始 

 



63 

行政ニーズに対応した科学技術政策研究 

• ケースA 行政側が将来の成長のために科学技術投資を長期にわ
たって真剣に行う意思がある場合 

  ○行政ニーズを的確に把握し、科学技術戦略策定に資するエビデン
スデータを適時・適格に提供する。 

 

• ケースB 行政側が科学技術投資を多くの重要政策の一部としてし
か捉えていない場合 

  ○長期的な科学技術人材の育成、イノベーションにつながる効率的
な研究開発投資の必要性等について政策を具体的に示唆する報告
を自ら積極的に発表していく。 

 

 国際対応・調査、国内調査（対大学、民間研究機関）において国立
機関としてのステータスをうまく利用して調査研究を行っていく。 
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エビデンスベースの科学技術政策 

 

 

 

過去のデータや内外の調査結果を基
にした戦略で,日本全体の科学技術
レベルを向上させる。 

 

プロ野球で言えば、野村監督が 

始めたＩＤ野球に似ている。 
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2007 第3期科学技術基本計画フォローアップ調査 
 

 1．海外の政策動向のレビュー 

 2 ．日本の全体的状況の把握 

 3．公的研究部門のシステム分析 

 4．科学技術人材に関する分析 

 5．イノベーションシステムの状況分析 

 6．先端的動向の研究 

 7．科学技術が生み出した成果 

科学技術基本法（1995） 

第1期科学技術基本計画 

（1996-2000） 

第2期科学技術基本計画  

（ 2001-2005） 

第3期科学技術基本計画  

（2006-2010） 

第4期科学技術基本計画 

（20１１-201５）  

2003-2005 第1回および第2回科学技術基本計画フォローアップ調査  

・科学技術基本計画レビュー調査 ・予測調査 

科学技術政策研究所（NISTEP） 

内閣府総合科学技術会議（CSTP） 

第３期科学技術基本計画フォローアップ調査 



（１）我が国の国際競争力の低下 
（２）大学における教育の質の低下 
（３）政府の投資とその成果が見えにくいこと 

第３期科学技術基本計画のフォローアップに係る調査研究 
（実施期間：2008年度） 

①国際比較 
  できる限り海外主要国との比較を示す。 
 

②データ整理 
  日本全体の合計（平均）としてのデータ、大学、政府研究機関 
  等の区分毎とのデータに加え、代表的な機関のデータも示す。 
 

③観測・分析 
  時系列での変化（第１期、第２期を経て第３期に至る経緯等） 
  とともに、組織集団（国立大学等）の内部での変化も観測す 
  る、また必要に応じて地域による差も分析する。 
 

④調査結果の示し方 
  可能な限り、インプット － アウトプット － アウトカムの関係が 
  見えるように整理する。 

総合科学技術会議（CSTP）の問題意識 

科学技術政策研究所の調査設計の方針 

PR1.  科学技術を巡る主要国等の政策動向分析 
 

PR2.  日本と主要国のインプット・アウトプット比較分析 
 

PR3.  イノベーションの経済分析 
 

PR4.  内外研究者へのインタビュー調査 
 

PR5.  特定の研究組織に関する総合的ベンチマーキン 
    グのための調査 
 

PR6.  日本の大学に関するシステム分析 
 

PR7.  科学技術人材に関する調査 
 

PR8.  大学・大学院の教育に関する調査 
 

PR9.  イノベーションシステムに関する調査 
 

PR10. 基本計画の達成状況評価のためのデータ収集 
    調査 
 

PR11. 第４期基本計画で重視すべき新たな科学技術 
    に関する検討 
 

PR12. 政府投資が生み出した成果の調査 

科学技術政策研究所の12プロジェクト 
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科学技術政策研究所の 

重視すべき方向性 
 人材の育成方策 

    ・基礎研究人材 

    ・国際競争力をもつ先端技術開発を担う人材 

    ・国際的課題に日本として貢献する人材 

 研究開発投資とイノベーションに関する把握 

    ・日本型イノベーションのエビデンスベースでの実態把握 

    ・政府研究開発投資と経済成長に関するモデル開発   

 国際化 

    ・科学技術政策研究に関する国際的人材の育成、 

    ・海外の優秀なスタッフの受け入れ 

    ・新興国の成長を支えている科学技術の進展状況をリア    

     ルタイムに把握 

  

 



• Strong prioritization 

• Top-down decision making 

• Link between S&T policy and  

foresight 

• Transition phase 

• Moderate link between S&T  

policy and foresight 

• Catch up process 

• Bottom-up decision making 

• Consensus among sector 

1970-80s 

1990s 

2000- 

Development of S&T Policy in Japan 

1971  The 1st Technology Foresight 

1977  The 2nd Technology Foresight 

1982  The 3rd Technology Foresight 

1987  The 4th Technology Foresight 

1992  The 5th Technology Foresight 

1997  The 6th Technology Foresight 

2001  The 7th Technology Foresight 

2005  The 8th Foresight 

Delphi 

Delphi 

Delphi 

Delphi 

Delphi 

Delphi 

Delphi 

Multi-methodology 

S&T Basic Law 

The 1st S&T Basic Plan 

The 2nd S&T Basic Plan 

The 3rd S&T Basic Plan 

1995 

1996-2000 

2001-2005 

2006-2010 

History of Japanese Foresight 

Foresight 
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技術予測調査 

科学
（基礎研究）

技術
(応用)

社会
（インパクト）

主観的
規範的

客観的
外挿的 急速に発展しつつある研

究領域調査

注目科学技術領域の発展シナリオ調査

社会・経済
ニーズ調査

デルファイ調査

科学
（基礎研究）

技術
(応用)

社会
（インパクト）

主観的
規範的

客観的
外挿的 急速に発展しつつある研

究領域調査

注目科学技術領域の発展シナリオ調査

社会・経済
ニーズ調査

デルファイ調査

科学・技術・社会の幅広
い議論 多様な参加者 

４調査に約2500人の
専門家が参加 

分野ごとの総合効果　[現時点及び中期的な時点における各分野に属する領域の平均値］

5

6

7

8

9

5 6 7 8 9

経済的・社会的効果

知
的

資
産

の
増

大

ライフ

情報通信

環境

ナノ・材料

エネルギー

製造技術

社会基盤

フロンティア

その他の領域

ライフ

環境

情報通信

ナノ材料

中期的時点
（2016年～2025年）

現時点
（～2015年）

①知的資産の増大 

 ａ：当該領域自体の知的資産増大への寄与 

 ｂ：他分野の発展への寄与 

②経済的効果 

 ｃ：我が国の既存産業の発展への寄与 

 ｄ：新産業・新事業の創出への寄与 

③社会的効果 

 ｅ：安全・安心の確保への寄与 

 ｆ：社会の活力や生活の質の向上への寄与 

評価尺度→「大」、「やや大」、「中」、「あまりなし」、「なし」の５段階。
これを10点満点に指数化 
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72 Highly cited papers

Research fronts

Research areas

2nd clustering

1st clustering

Highly cited papers

Research fronts

Research areas

2nd clustering

1st clustering共引用関係による第一段階クラスタリング 

共引用関係による第二段階クラスタリング 

高被引用度論文 

(約５万1千件) 

リサーチフロント(5538) 

研究領域（687） 

力学
特性 

水素
吸蔵 

ナノチューブの
合成方法 

カーボンナノチューブ 

についての研究領域 

注目研究領域（124） 

準注目研究領域（563） 

←内容分析の対象 

目的： 基礎科学の動向を俯瞰的に把握することを目的 
方法： 論文データベースをもとに、共引用関係を利用して研究領域を抽出し、  
  その相互関係を分析。 
利用：・ 多数の論文が生産されている注目研究領域の把握 
     ・ 注目研究領域の時系列変化の観測 

論文データベース分析を用いた研究領域の構築 
－ サイエンスマップ2006 － 
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メッシュ内のシェア 

サイエンスマップ2006上に示した日本論文比率 

 

素粒子・宇宙論 

物性研究 

ナノサイエンス 

化学合成 

環境 

心臓・血管疾患 

脳研究 

植物科学研究 

ポストゲノム研究 

感染症・ 

免疫研究 がん研究 

肥満研究 

反ド・ジッター空間と共形場
の理論の双対性から見た
ブレイン宇宙論(ID65, 35%)  

アンテナ系と電荷分離系をまねた 
人工光合成モデルの構築(ID80, 80%)  

高温超伝導スペクロト
スコピー/新奇電子相
(ID58, 44%)  

二硼化マグネシウムの
超伝導特性と応用(ID53, 
27%)  

自然免疫(ID108, 38%) 

グレリン/機能と病態生
理的意義(ID15, 34%)  

(注) 論文シェアが5％を水色で表示し、30％以上を赤色で表示した。論文シェアの計算には整数カウントを用いた。 
データ： Thomson Scientific社 “Essential Science Indicators”に基づき科学技術政策研究所が集計 
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 Each circle: Single RF 

– Red circles: Hot RFs 

– Yellow circles: New RFs (emerged in 2002) 

– Radius: Number of citing papers 

 The relative locations of circles reflect how strongly they are linked to one another (Only the 
strongest are shown) 

ID106_Molecular imaging using GFP 

Science Map 2002 (1997-2002) 

112

833

888

1095

1175

3457

Material

Methodology

Methodology

Researches using GFP

Researches using GFP

Researches using GFP

Science Map 2004 (1999-2004) 

ID79_Supersymmetry and CP violation 

The 2008 Nobel Prize in Physics and Chemistry  

1377

1380

1428

1451

1500

1503

1521

1541

2637

2736

3549

3552

3562

3635

4156

4157

4424

5211

5850

6039

CP violation in B meson

CP violation

 in K meson

Dark matter

Supersymmetry theory

Muon anomalous magnetic moment

Higgs boson search
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Quadrant Model of Scientific Research  
(Basic Science and Technological Innovation, D.E. Stokes) 

 

    Pure Basic 

     Research 

 

  Use-inspired 

 Basic Research 

 

  Pure Applied  

     Research 

Consideration of Use? 

No Yes 

Yes 

No 

Quest for 

Fundamental 

Understandings? 

Consideration of Use 

Bohr Pasteur 

Edison Peterson 

Research is inspired by: 



76 

Research Dynamic Model 

(D. E. Stokes)  

Pure basic 

research 

  Use-inspired 

Basic research  

Purely applied 

 research and  

 development 

 Improved  

technology 

   Improved  

understanding 

    Existing  

understanding 

 Existing  

technology 
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優秀な研究成果を生み出した研究の動機（日米比較） 

Motivation for the projects which produced top 1% highly 

cited papers 

77 

   15%    25% 

   15%    45% 

Solving specific issues in real life 
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   11%      9% 

   33%    46% 

Solving specific issues in real life 
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JAPAN US 

( Nagaoka, Hitotsubashi Univ.) 
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日本が重視すべき科学技術の方向性 

基礎研究 

国際的課題への貢献 
国際競争力のある 

先端技術開発 

○実現される社会 

低炭素社会・新エネル
ギーシステム社会 

高度健康医療システム 

高度教育・人材育成シス
テム 

男女共同参画社会 

地球環境、感染症等国際
的課題への貢献 

景気低迷下での研究開発
力維持 

アジアにおける科学技術
協力体制 

○重視すべき方向性 



第５期科学技術基本計画（平成２８－３２年度）の概要 

（１） 

• 未来の産業創造と社会変革に向けた新たな
価値創出の取り組み 

– 非連続的なイノベーションを生み出す研究開発を
行い、新しい価値やサービスが創出される「超ス
マート社会」を世界に先駆けて実現する。 

– プラットフォーム技術（IoTシステム構築、ＡＩデバ
イス、サイバーセキュリティ） 

– コア技術（ロボット、センサ、バイオテクノロジー、
素材・ナノテク、光・量子） 
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第５期科学技術基本計画（平成２８－３２年度）の概要 

（２） 

• エネルギー、資源、最先端医療技術、モノづくりの競
争力向上、地球規模の気候変動への対応、自然災
害への対応、宇宙・海洋開発など経済・社会的課題
への対応 

• 若手研究者の環境整備、女性研究者の活躍促進な
ど人材力の強化 

• オープンイノベーションの促進、新規事業に挑戦す
る中小・ベンチャー企業の創出強化 

• 政府研究開発投資の総額：５年間で約２６兆円➡対
ＧＤＰ比１％ 
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インダストリ４．０ （ドイツ） 

• 2011 年にハイテク戦略2020 のアクションプランとして、次世代の製造業
高度化、デジタル化に資する研究開発政策「インダストリ4.0」が連邦政
府から発表された。 

• インダストリ4.0 とは第四次産業革命を意味し、モノのインターネット（
Internet of Things： IoT）や生産の自動化（Factory Automation）技術を
駆使し、工場内外のモノやサービスと連携することで、今までにない価値
や、新しいビジネスモデルの創出を狙った次世代製造業のコンセプトで
ある。 

• 18 世紀の蒸気機関による生産技術（第一次産業革命）、19 世紀に興っ
た電気エネルギーによる大量生産（第二次産業革命）、70 年代のコンピ
ューター制御による生産技術（第三次産業革命）を経て、情報通信技術
とドイツの強みであるものづくり技術を統合することで生産をデジタル化
し、2025 年ごろまでにスマートファクトリを実現しようという試みである。 
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インダストリ４．０のイメージ図 

82    インダストリ４．０のデモ機 

  (Ostwestfahlen-Lippe University) 



GEのイノベーション戦略 
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ＩＴ人材の日米比較 
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 日本の教育システムは、学生が独力でものを考える
ようになっていない。社会的に頑強なヒエラルキーが
できており、従来思考や権威に挑戦する精神を持っ
ていない。 

 研究室のリーダー（教授など）の力が大きく、若い人
の創造力、課題設定能力が育っていない。 

 日本人研究者・学生は、英語の習熟度が低く、国
際社会でのコミュニケーション不足が目立つ。 

 日本の研究者は国際性が弱く、あまり海外に出よ
うとしない。 

 国際舞台での立ち話などに日本人研究者はあま
り参加しない。 

海外からみた日本に関する意見（米欧） その２  

 米国は世界各国からの人間やあらゆる種類のアイ
ディアに開放的であるため、教育制度が世界で最
善のものである。独立的な思考、チームプレイという
科学者がキャリアを積むに当たって、必要不可欠な
能力も適切に教育できている。 

アイルランド、ポルトガル、ドイツ、イギリスなどは、米
国の制度を参考に、有能な学生や教員を採用し、グ
ローバル市場で競争力を持った人材を育てられるよ
うにした。 

日本の研究者・技術者の特徴 

人材育成、世界で優れているあるいは注目される教育機関、教育プログラム 

科学や数学の試験のランキングで上位でも「良い科
学者」は生み出せるが「新たな分野を拓くような傑出
した科学者」は輩出されない。 

日本では、「なぜ」を追求するような考える力を育てる
教育をしていない。 

 米欧各国は、外国からの優秀な人材を大学や研究
所に積極的に受け入れている。 

現代の重要なコミュニケーションツールであるブロ
グに日本人研究者は登場しない。 

 技術開発力、アイディアを製品化する能力はすばら
しい。 
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 英語を使用した論文のライティングスキル、学会での
プレゼンテーションスキルが不十分。全体的にアピー
ル力が弱い。 

 日本は博士号取得後も日本でも働けるから外に行か
ない。日本人は外国に1年でもいいから出るべきであ
る。 

海外からみた日本に関する意見（アジア） その２  

 シンガポールでは博士号取得に必要な単位を認定す
る授業には、世界中からトップクラス研究者を講師と
して招いている。 

 日本は文化的には憧れの国だが、英語の研究環境が
ないため、科学技術の研究先には選ばない。  

日本の研究者・技術者の特徴 

人材育成、世界で優れているあるいは注目される教育機関、教育プログラム 

  米国では理工系の研究者でも経済・経営をしっかり勉
強している。日本は教育していないからイノベーション
につながるような成果を出しても論文投稿しか考えず、
ビジネスを考えない。米国のノーベル賞受賞者の半数
以上はベンチャーを作っている。 

 韓国には若者の海外経験向けのBrain Korea 21プロ
ジェクトがある（３ヶ月～１年海外経験できる）。  学問的に高レベルを目指す日本の学生が減少してい

るようにみえる。 

 日本の大学の現状でみると、博士まで行かずに修士で
卒業してしまう人が多い。良い学生ほどその傾向があ
る。 

 日本の研究者の優れている点は、特に基礎研究分
野において、偶発性的に新たな発見を生み出せるフ
ァジーな土壌が未だ残っていること。 

 最近の若手研究者は内向的になっていると聞く。日
本全体または日本の研究環境が安定しすぎているの
ではないか。 

 韓国、台湾などアジアの新興国と比較すると、研究自
体のレベルがずば抜けているので英語力が良くなれ
ばもっとアピールできる。 
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■目的 
 本調査は、我が国の博士課程を修了した者（満期退学者を含む）のキャリアパスの多様性や国
際流動性などを明らかにすることを目的として実施した。特に、キャリアパスの多様性を見るため
の職業区分を設定し、博士課程修了直後のみならず、一定期間経過した時点での職業なども捉
えることを特徴としている。 
 

■調査対象 
 国内大学の博士課程を2002年度から2006年度に修了した者（満期退学を含む）全員を対象に、
個人の属性（性別、年齢、国籍など）や修了後の進路（職業、所在、所属など）などのデータを収集。 
 

■データ収集方法 
 博士課程を置く国内の全大学に対して調査票を送付し、関係部局・研究室などにデータ照会・取
りまとめを依頼した。（修了者個人に直接調査票を送付したものではない） 
 

■データ収集期間 
 2008年7月～10月 
 

■回収状況 
 博士課程を置く国内の全大学（414大学）に調査票を送付し、414大学全てからデータを回収し
た。各大学から回収した博士課程修了者の個人単位データの件数は75,197件であり、これは文
部科学省「学校基本調査」における集計値とほぼ一致している（0.8%の違い）。 
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中国: 1194 人 

韓国: 591 人 

博士課程修了者のうち修了直後にアジア地域に移動した者 

ベトナム: 148 人 

タイ: 298 人 

インド: 31 人 

バングラデシュ: 205 人 

インドネシア: 337 人 

日本国内: 48429 人 

移動先 

米国: 1030 人 

(参考) 

* 博士課程修了直後の所在
が「不明」であった者を除く。 
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中国の研究人材育成 

 中国では一流大学を卒業した優秀な学生は競ってアメリカの大学の博士課
程、修士課程へ進学しており、科学院の.研究所でもアメリカからUターン入
材を積極的に迎えている。 

  最近作られた深圳にある中国科学院の先進技術研究所では全体で２５０
人いる研究者の内、６割以上が海外からの帰還者という構成になっている。
アメリカ育ちの研究者を呼び戻し優遇しており、アメリカでの給与の7割程度
を補償し、その他は競争的資金の獲得で上乗せしている。 

  上海交通大学の副学長からは、アメリカの大学に比して、日本の大学は
奨学金制度が充実しておらず、日本に行くのは裕福な家庭の子息で、成績
から言えば二、三番手の学生が多く行っているのが実情であるとのことで
あった。多くの優秀な学生が行くアメリカのミシガン州立大学などに比較して、
日本の一流国立大学の優秀性はわかっているので、日本の大学での外国
学生に対する奨学金制度を拡充することを強く要望された。 

  また、この大学に産学連携で委託研究を行っている日本企業のトップの人
に聞いたが、日本の大学に比して、中国の技術系大学への研究委託はビ
ジネスライクに行われており、同じ金額で3倍程度内容の充実した研究報告
書がまとめられるとのことであった。 
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インドの科学技術人材育成 

 インドの人口構成は正ピラミッド型になっており、若い優秀な人材が
将来豊富に供給される可能性が大きな意味を持っている。 

 インド工科大学（ＩＩＴ）デリー校の副学長からは、日本の大学で英語
で履修できるコースを設けてくれれば、もっと多くの学生が日本に留
学すると指摘された。 

 インドではＩＴ、製薬等の先端技術開発のための人材のみならず、農
村地域開発のための科学技術(Rural Technology)人材育成が重
要となっている。 

 電力、道路等のインフラも十分に整備されてはいないが、将来の発
展の基礎となる人材教育には大きな力を注いでいる。 

 

 



スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ） 

 文部科学省が指定する「スーパーサイエンスハイスクール（
SSH）」は、先進的な科学技術、理科・数学教育を通じて、生
徒の科学的能力や科学的思考力等を培うことで、将来社会を
牽引する科学技術人材を育成するための取組。 

  SSHでは「科学への夢」「科学を楽しむ心」を育み、生徒の個
性と能力を一層伸ばしていくことを目指している。SSHでは、
平成14年度より大学や研究機関等とも連携して先進的な理数
系教育を実施し、魅力的なカリキュラムを開発するなど、科学
技術に夢と希望を持つ、創造性豊かな人材の育成に取り組ん
できました。また、SSH指定校を拠点校として、地域への成果
の普及などを行っている。 

○ ２００１年発足当初 ４０校 ➡ 現在 ２００校 
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ＳＳＨなどでの講演（平成２１年ー２２年） 

 

• 大学２校 

• 高校８校（うちＳＳＨ６校） 

• 中学校３校 

• 小学校１校 

 



理数教育の充実・強化 

（平成２０年学習指導要領の改正） 

 ゆとり教育からの転換 

 学術研究や科学技術の世界的な競争が激化す
る中で国際的な通用性や内容の系統性などを踏
まえた理数教育の質・量両面での充実 

 小学校の理科授業時数は１６％増、中学校の理
科授業時数は３３％増（英語教育は小学校５年
生から、中学校の英語授業時数は３３％増） 

• 知識・技能の定着のための繰り返し学習、思考力や表現力育成
等のための観察・実験の充実 

• 科学技術が日常生活や社会を豊かにしていることや安全性の向
上に役立っていることへの配慮を新たに追加（中学校） 
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国際的に評価される研究者になる要件 

 心身の健康→不撓不屈の精神を支
える体力                          

 学問的能力（特に基礎学力） 

 視野の広さ 

 コミュニケーション能力 

 正義感と品格 

 



ご清聴ありがとうございました。 
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http://wadatomoaki.web.fc2.com/ 

       をご覧ください 

http://wadatomoaki.web.fc2.com/

