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科学技術行政の進展と 

科学技術政策研究所への期待  

平成２２年８月３１日 

前科学技術政策研究所長 

和田 智明 
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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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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  

       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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高温工学試験研究炉 

  

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 

• 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 
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核燃料サイクル施設 

  



14 

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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動力炉開発課長時代 

（平成１１年ー１３年） 

 平成１１年９月東海村でＪＣＯ臨海事故 

 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 
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埋設事業費用の内訳（見込み） 

コ
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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） 
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ン
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力
機
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原
子
力
機
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ト
レ
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チ
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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 



18 

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 
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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 

 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。 

 特にゲノム研究、ヒトを除く霊長類研究、細胞生物学分野の採用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。 

 ＰＩ（代表研究者及び若手代表研究者）を平成24 年までに50 人程度のＰＩの採用を目指し
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。 



22 

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 
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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 
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（政策研調査資料Ｎｏ．１０２） 

国際級研究人材に関する調査 

アンケート対象者（１０２人） 

国際賞の受賞者 

国際的に権威のある学会の会員 

重要な論文の著者 
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質問事項（小学生ー高校生時代） 

 あなたが研究者をめざす上で、動機・きっかけを
与えたもの、あるいは影響を受けたもの等につ
いて、記入して下さい。 

 現在の学校教育や家庭教育をはじめとした教育
のあり方について、御提言があれば記入して下
さい。 
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研究者を目指すきっかけ・動機 

（高校生時代まで）  

 
 本、特に伝記類、文学作品をよく読んだ。（13名）  

 SF系の漫画・小説、科学番組などの影響を強く
受けた。（4名）  

 数学、物理、化学、生物等が面白かった。（15名）  

 高校２年の時１週間で教科書をやり終えた。独
力で先を勉強。（３名）  

 中学、高校時代に趣味に没頭できた。（4名）  

 



33 

原子核、陽子、中性子、クォーク 
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陽子と中性子の電荷 

■陽子の電荷 

  ×2＋ ｰ   ×1 
3 
2 

3 
1 

■中性子の電荷 

  ×1＋ ｰ   ×2 
3 3 

1 2 

＝1 

＝0 

アップクォークの電荷＝ 

ダウンクォークの電荷＝－ 

3 

2 

3 

1 

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。 
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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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３＋２＝５（日本語と英語） 

 英語     

   ３ プラス ２ イークォル ５ 

 （英語の日本語訳）   

   ３ たす ２ は ５ 

 日本語  

   ３ に ２ を たすと ５ になる。 

 

→日本語と英語は構造が違う。国語をしっかり学んで、英語は国際共通
語として十分に使いこなせるようにする。 
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小学校教員の得意科目と 

教員志望者の好き・嫌い・未履修（高校時代） 
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日本に創造性のある人材が育たない理由 

（米国のある心理学者の意見） 

 規格化大量生産工業社会には没個性人材育成が重要であった。 

  21世紀は、創造性、積極性豊かな個性が他人と連携する時代と言われているが、
工業社会に適する団体行動型の人材を相変わらず育成するシステムが家庭にも学
校にも残っている。 

 これまでの日本の家庭及び学校教育は先生や親が教えるままに知識を鵜呑みにし
て、それを吐き出すことがよしとされてきた。     

 つべこべ言わずに言うことを聞けと言われると、子供たちの意欲は奪いとられてしま
い、ただ先生からいわれることをこなせば、安全と考えられ、つまらなそうに授業を
受けてゆく 。 

 このような経験がトラウマとして残り、その結果、創造性、主体性、自信というものを
抑圧している。楽しんでできるときが一番創造性が発揮させるのに。 

 一方、大学や会社に入ると急に創造性を発揮しろと言われる 

   → どのように創造性や個性を発揮して良いか分からない 

     創造性への要求に応じられず不適応を起こす人間が続出 
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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 
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主要国の経済成長要因 

イノベーションのアウトカム指標としてのTFPの分析 

付加価値成長率：各国共に低下傾向。 

日本の付加価値成長率：各国と同様に低下傾向。 

日本のTFP：微増傾向にあるが、米国より低い。 

米国：資本や労働による寄与の低下をＴＦＰの寄与で補完 → 高い付加価値成長率を維持。 

Economic Analysis of Innovation Outcomes: Productivity and Economic Welfare 

Copyright 2009,National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) 

EU-KLEMSデータベースより作成 
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付加価値成長率と成長要因に分解した国際比較 
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TFPと科学技術活動の回帰分析結果  

①研究開発集約度、研究者数の対従業員数比 

【主な結果】 

「研究開発集約度」や「研究者数の対従業員数比」は、TFP成長率に正に有意な寄与。「研究開発集

約度」は、全製造業ではラグ４期（３年前）、全産業ではラグ2期（１年前）のパラメーターが大きく、関

係性がより大きい。 

推計期間（2001～2006年）において、産業別に分割すると有意な結果は一部（卸小売業等）のみ。 

分析モデル 

0.077 0.072 0.072

0.145

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

ラグ１期

（TFP成長率計測期と同時期）

※

ラグ２期

（TFP成長率計測期の１期前）

※

ラグ３期

（TFP成長率計測期の２期前）

※

ラグ４期

（TFP成長率計測期の３期前）

※※※

全製造業における研究開発集約度とTFP成長率の関係性の推計結果（回帰係数）  

注：「*」は10%有意、
「**」は5%有意、
「***」は1%有意 

推計結果 

（TFP成長率） ＝ η ＋（研究開発集約度） 

※ （研究開発集約度）＝ （研究開発費）／（売上高） 

     η ：推計式の定数項（説明変数では説明できない要因） 
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【主な結果】 

研究開発活動によるTFP成長率への寄与：分析期間（2003～2006年）の全製造業ではTFP成長率2.40%の

うち0.67%分、全産業ではTFP成長率2.24％のうち0.44％分。 

 TFP成長率の説明力（いわゆる「寄与度」）は、全製造業では28%、全産業では20％のTFPの成長に寄与。

（売上高成長率（産出額成長率）に対しては全製造業では12％） 

②研究開発活動のTFP成長率への寄与 

0.67%
0.44%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

製造業 全産業

労働と資本によ
る産出量成長率
への寄与

その他の要因に
よるTFP成長率
への寄与

研究開発活動に
よるTFP成長率
への寄与 

2003～2006年の売上高
成長率：5.46％（年平均）

2003～2006年のTFP成
長率：2.40％（年平均） 100%

28%

研究開発活動によるTFP成長率への寄与の推計 

 

 

2003－06年の売上高成
長率：5.46％（年平均） 

2003－06年のTFP成
長率：2.40％（年平均） 
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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 
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Consideration of Use 
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Edison Peterson 

Research is inspired by: 
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債務残高の国際比較（対ＧＤＰ
比） 
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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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■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）。 

47 
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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。 

48 
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Scientific activity (JAPAN ) Science Map 2008 

Visualization of scientific activity status in each country 
 : Plotting some information (e.g. paper share) on a Science Map. 

Science Map 2008  
depicting the scientific activity of Japan 

Note:  Blue indicates 0% of paper share, and red means more than 
20% of paper share. Whole count method is applied for calculation 
of paper share. Yellow dots with ID mean that Japan had more than 
9% share of the research area. 
Source: Research Front dataset [2003-2008] extracted from 
Essential Science Indicators; provided by Thomson Scientific; 
analysed by NISTEP. 
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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) 
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1175

3457
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Methodology

Methodology

Researches using GFP

Researches using GFP

Researches using GFP

Science Map 2004 (1999-2004) 

ID79_Supersymmetry and CP violation 
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中国のサイエンスマップ 

（中国科学院国際科技比較研究組） 
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Scival Spotlight 

（エルゼビア） 
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Quality not Quantity 

(ドイツ学術振興会 – DFG) 

 Deutsche Forschungsgemeinschaft は２０１０年７月より 
“Quality not Quantity”の方針の下、競争的研究資金の申
請内容について審査を行う。 

 具体的には申請者がもっとも重要と考える自身の５本の論
文、完了したプロジェクトについて年２本までの重要論文に
ついて審査し、グラントを決定する。 

 論文の科学的価値はその量ではなく研究アイデアの独創性
にあることを改めて評価の基本に据えるものである。 

 同様の動きはアメリカでもＮＳＦ（添付は合計１０本の重要論
文に限る）やＮＩＨ（合計１５本の論文に限る）において見られ
る。 
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国外講演 

 ＡＡＡＳ年次総会（２００９年シカゴ、
２０１０年サンディエゴ） 

 韓国：アジア科学技術リーダー
フォーラム（２０１０年１月） 

 中国：ＣＡＳＩＰＭ・上海交通大学
（２００９年７月）、日中科学技術政
府間会合（２０１０年５月） 

 台湾・科学技術予測フォーラム（２
０１０年１月） 
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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した。 
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Grapheneに関する論文の国別推移 
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・炭素の同素体の１つであるグラファイト（黒鉛）の一原子層分をグラフェン(graphene)と呼ぶ。 

・カーボンナノチューブ(CNT)の母材料(mother material)として以前から知られていたが、１層を取り出す方法が2004年に英国マンチェスター大学のグループに 
より開発され、現実に扱える材料であることが示された。 同時に非常に大きな電荷移動度を有することも明らかにされ、ポストシリコンの電子材料として期待され
ている。 

・また、高機械強度、高安定性といった他の材料では得られない数々の特性を有することから、多くの研究者の興味を引きつけている。 
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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。 
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インドの人口構成と修学状況 
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インド国立研究機関の論文生産 

 



60 

（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：2008－2009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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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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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 

  

 


