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本評価の背景及び趣旨
世界的に、社会経済のグローバル化、先進諸国の少子高齢化・労働人口減少と途上国の急激
な人口増加等、複雑かつ多様な課題が顕在化し、また潜在的な課題も想定される中で、科学技術
イノベーションによって解決すべき課題を科学的な視野から発見・発掘し、その課題に対して取り
得る政策とその経済的・社会的な影響・効果の分析結果を複数の政策オプションとして立案できる
仕組みを確立することが必要となってきている。欧米を中心とする諸外国では、政策形成に活用す
ることを目指して、科学技術イノベーションのメカニズムを科学的に解明するための研究の促進や
それを可能とするデータ基盤の構築等の取組が進められている。
このような背景を踏まえ、文部科学省では「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』」推進事業を平成 23 年度より開始した。第 4 期科学技術基本計画（平成 23 年 8 月 19 日閣
議決定）においても、「国は、『科学技術イノベーション政策のための科学』を推進し、客観的な根
拠（エビデンス）に基づく政策の企画立案、その評価及び検証結果の政策への反映を進めるととも
に、政策の前提条件を評価し、それを政策の企画立案等に反映するプロセスを確立する。その際、
自然科学の研究者はもとより、広く人文社会科学の研究者の参画を得て、これらの取組を通じ、政
策形成に携わる人材の養成を進める」として、「科学技術イノベーション政策のための科学」の重要
性が明記されている。
科学技術・学術政策研究所（NISTEP）では、こうした課題への対応に資するべく、「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』」事業において、科学技術イノベーション政策の形
成に有用な「データ・情報基盤整備」及び政府 R&D 投資の経済的・社会的効果の分析に資する
「政策課題対応型調査研究」の 2 事業を担当してきた。これらの事業は平成 26 年度までの予定で
実施しており、平成 27 年度以降の事業内容を検討するため、現段階での事業進捗・成果及び改
善・克服すべき課題等を把握し、評価を行うことが必要となった。
そのため、外部有識者から構成される政策課題対応型調査研究及びデータ・情報基盤整備に
関する評価パネル（以下「評価パネル」という。委員の構成は 12 ページ参照）が、平成 26 年 3 月に
NISTEP に設置された。
本評価パネルは、文部科学省の科学技術イノベーション政策のための科学推進委員会で示さ
れた事業全体の基本構想及び各事業における評価に関する考え方を踏まえ、NISTEP で実施した
データ・情報基盤整備及び政策課題対応型調査研究の実施内容について、中立的・客観的立場
から、事業の進捗・成果・問題点等の把握・評価を行った。
本報告（中間とりまとめ）は、最終報告の作成に先立ち、平成 27 年度概算要求をはじめ今後の
NISTEP の事業の方向性を検討する上での基礎資料となるよう、現時点での検討・評価の結果を取
りまとめたものである。
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１．総論
１-1 総合評価
NISTEP が実施してきたデータ・情報基盤整備及び政策課題対応型調査研究の 2 事業各々に
ついて、実施担当者からの成果・進捗報告や関係機関への意見聴取等に基づき評価を行った。
データ・情報基盤整備に関しては、事業成果は「公的研究機関に関するデータ整備」・「産業の研
究開発に関する基盤的なデータ整備」・「科学技術予測・シナリオプランニング」・「博士課程修了
者の追跡システムの構築」の４つのカテゴリーに分けられるため、各カテゴリーに沿って評価を実施
した。各カテゴリーの評価所見概要は次の通りである。


「公的研究機関に関するデータ整備」は、他機関との協力・分担体制等に、一部、さらに充
実を図るべき課題は見られるものの、大学・公的機関名辞書及び機関名英語表記ゆれテ
ーブルを作成し、既に提供を開始する等、全体として期待を上回る事業進捗・成果創出が
なされていると認められる。



「産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備」は、企業名辞書、政府系統計をつなぐコ
ンコーダンステーブルの作成等一定の事業進捗がなされていると認められるが、現状では
十分な検討が行われるに至っていない産業界のニーズに沿ったデータ整備等、一部で対
応・解決すべき課題が見られる。



「科学技術予測・シナリオプランニング」は、過去の予測調査結果をもとにした文部科学省
「夢ビジョン 2020」の策定への貢献等相応の事業進捗及び先行的成果創出がなされている
と認められるが、社会における様々なステークホルダーの視点や連携をできるだけ早い段
階から組み入れること等、一部で対応・克服すべき課題が見られる。



「博士課程修了者の追跡システムの構築」は、調査の重要性・期待が高く、大学との連携・
協働関係の構築やパイロット事業の立ち上げ等、相応の事業進捗がなされていると認めら
れるが、調査に参加する当事者のインセンティブが小さい等、一部で対応・克服すべき課
題も見られる。

以上を踏まえると、データ・情報基盤整備事業に関する総合評価としては、概ね期待通りの事業
進捗・成果創出が認められるが、他機関との連携や産業界とのニーズの把握等の今後対応すべき
課題も見られる。
政策課題対応型調査研究に関しては、「マクロ視点からの R&D 投資の効果分析」・「ミクロ視点
からの大学と企業との間の知識移動に着目した分析」・「ミクロデータを活用した R&D 投資の効果
分析」の 3 つのカテゴリーに分けられるため、各カテゴリーに沿って評価を実施した。各カテゴリー
の評価所見概要は次の通りである。


「マクロ視点からの R&D 投資の効果分析」は、既存モデルの改良や新たな手法による取組
等が見られ、ある程度の事業進捗・成果創出がなされていると認められるが、R&D 投資効
果をマクロ的に解明するまでには至っていない。
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「ミクロ視点からの大学と企業との間の知識移動に着目した分析」は、産学連携による研究
成果が企業で商業化されるまでの動的な経路を体系的に明らかにすることについて、一定
の事業進捗・成果創出がなされていると認められるが、企業へのヒアリング等、一部で対応
すべき課題も見られる。



「ミクロデータを活用した R&D 投資の効果分析」は、ミクロデータを利用した研究成果を、学
術論文をはじめとして様々な形で発表しており、全体として、期待を上回る事業進捗・成果
創出がなされていると認められる。

以上を踏まえると、政策課題対応型調査研究の総合評価としては、概ね期待通りの事業進捗・
成果創出が認められるが、企業ヒアリングを通じた実態把握及び事例分析等の課題が見られる。
次に、予算・実施体制・ガバナンス等に関しても検討を行った。本事業の実施に際しては、
NISTEP 全体の研究実施体制を大きく変えることなく、専任スタッフと外部研究スタッフが連携しつ
つ研究が進められている。予算執行においても、現段階では特段の問題は見当たらず、調査研究
が進捗し、成果は生み出されてきたと認められる。課題としては、国際的な学会やジャーナルでの
積極的な成果の発信、英文による情報発信の強化への取組が必要と指摘される。加えて、社会に
おけるより広いステークホルダーの考えを取り入れていくことができる実施体制やガバナンスの仕
組みを整えていくこと、特に、イノベーションの重要な鍵を握る多様性（ダイバーシティ）確保の観点
から、外部に開かれた体制として、外国人や女性の活用を検討していくこと、産業界等も含めて議
論することの重要性に鑑み、産業界との連携体制を検討していくことが重要と考えられる。
平成 27 年度以降の本事業に関しては、本評価の内容を踏まえつつ、NISTEP の限られたリソー
ス（予算・人材）の効率的な活用を図るとともに、政策面での意義が高く、さらなる成果創出が期待
される調査研究事業への重点化を図る等、事業の実施内容を見直していくべきと考えられる。その
際、NISTEP の基本的使命・役割に照らせば、本事業による取組及び成果は、NISTEP が本来的に
目指していくべきものであると考えられる。このことを勘案すれば、予算面では、特に継続性をもっ
て取り組むべき事業・課題については、NISTEP 本来の事業への取り込みを図っていくことが望ま
れる。また、今回の評価において期待を上回る事業進捗・成果創出が認められた事業については、
リソースの重点配分を通じて更なる成果創出を目指し、政策プロセスにおける一層の成果活用を
図っていくことが重要である。
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1-2 今後取組むべき課題についての意見
今後、NISTEP が取組むべき主な課題として、本評価パネルにおける検討過程において取り上
げられたものとして、次のことが挙げられる。
NISTEP は、我が国唯一の科学技術・学術政策研究に特化した国立の研究機関として、今後 10
年を見通して、我が国の科学技術・学術に関する客観的データや分析結果を、文部科学省をはじ
めとする各府省や大学等の関係機関に対し広く提供することにより、エビデンスに基づく科学技術
イノベーション政策の立案に貢献することを基本的使命としている。このことを踏まえ、科学技術イ
ノベーションに関連するデータ収集及び政策研究のハブとして機能し、基盤的なデータを把握・整
備することにより、内外の他機関・研究者･社会に幅広くデータを活用してもらいつつ、NISTEP 自ら
も、メタレベルの分析をはじめとする調査分析を深めていくことが望まれる。
ただし、リソースの制約等も考慮すれば、データの整備及び精度の向上を NISTEP 一機関だけ
で実施することは困難であり、複数の関係機関によるネットワークを構築して実施することが重要で
ある。現状においても「関係機関ネットワーク」の構築を通じ先行的取組みを実施しているが、今後
も、安定的な整備と改良を継続して進めていくことが必要である。その際、NISTEP は連携のコアと
して、関係機関間の連携・協働を推進する役割を果たしていくことが望まれる。特に、産業界のニ
ーズを踏まえたデータ整備を進めていく観点からは、単なる特許件数等公表データの集計・分析
に留まらず、ネットワークセントリック等、最近の産業の潮流を捉えた形で、海外における動向も視
野に入れ、企業ヒアリング等も交えてデータ等の収集・分析を進めていくことが望まれる。更に、科
学技術イノベーションに関する基盤的データの収集・分析に当たっては、NISTEP が主導する形で、
データ収集及び利活用に係るポリシーの検討・策定や国際的標準づくりへの参画・寄与を図って
いくことが期待される。
これに関連して、NISTEP が実施する一部の大規模調査に単年度予算主義や柔軟な執行の困
難さ等、予算制度上の制約が懸念されるものがある場合は、それを解決するような方策を検討する
ことが必要である。また、政策の効果を体系的、継時的に分析するためには、パネルデータの整備
が重要であり、NISTEP で実施している調査のうち可能なものについては、パネル化を検討していく
ことが望まれる。
他方、政策の形成や立案に関しては、NISTEP は政策形成に責任･実績を有する他機関と連携
し、それら機関の活動を支援することが期待される。加えて、NISTEP は、行政の現場と学術界とを
繋ぐ組織としての機能が期待される。「政策のための科学」の成果が行政現場で活用されるために
は、リサーチ・マインドを持った行政人材が不可欠であり、NISTEP はそうした人材を育成する面で
応分の協力・支援を担っていくことが期待される。

4

２．各論
2-1 データ・情報基盤整備に関する評価
(1) 公的研究機関に関するデータ整備
事業において、国内の研究機関の和英の名称を整理し、セクター（国・公・私立大学、国の機関、
独立行政法人、地方公共団体の機関、会社、非営利団体等）に分類した大学・公的機関名辞書を
提供するとともに、Scopus データベース及び Web of Science データベースに採録された
1996-2011 年の論文データに含まれる日本の著者所属機関データの名寄せ・同定を行い、また、
機関名の表記ゆれの情報や名寄せ結果を公開する等の取組を進めており、「データ・情報基盤整
備の事業当初の段階における目標」に示された内容の一定部分は達成されている。
特に評価すべき進捗・成果として、大学・公的機関名辞書及び機関名英語表記ゆれテーブルの
作成・提供が挙げられる。これらは研究機関レベルの研究開発に関する分析を行うにあたって非
常に有用なものであり、これらを予定通り整備したことについては評価される。
他方、今後検討・改善すべき事項として、データ整備においてその目的及び得られるべき結果
が必ずしも明確ではないこと、コマーシャル（商用）のデータベースとの差別化・優位性をもっと明
確にしておくこと、「こうすれば、～～できる」という発想で構築を進めるべきではなく「～～したいの
で、こういうデータベースをつくる」というデザインの発想が必要であること、他組織との協業が欠か
せない事業であるが JST 以外の組織との協力体制が不足しているのではないか等が挙げられた。
加えて、今後の事業運営・研究推進に当たり留意すべき点として、今後はデータ・情報基盤が広
く利用されていくことが重要であり、利用者の視点に立った情報提供の在り方について検討の余地
があること、データ・情報基盤整備の重要性とその戦略的活用のあり方の周知に努めること、これま
であまり科学技術イノベーション政策では考慮されてこなかったようなデータに関しても、整備を検
討してみる必要があること、等の指摘があった。
さらに、国全体の科学技術イノベーション関連政策の中で、どのような問題意識に基づいてデー
タの整備が行われようとしているのか、少なくとも第三者的には見えにくい、との指摘もあった。
(2) 産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備
一定数以上の特許出願実績を持つ企業、上場企業に関する企業名辞書を公開し、また、日本
の会社データ 4 万社（東洋経済新報社）との接続用のテーブルを用意し、産業部門のイノベーショ
ン分析・研究に必要なデータの整備を行っている。また、この企業名辞書の利用可能性を検証す
るための取組や今後の活用を広げるための課題を討議する国際会議・ワークショップの開催等が
行われており、着実な取組がみられる。
特に評価すべき成果は、企業名辞書、政府系統計をつなぐコンコーダンステーブルである。これ
は、複数の企業レベルデータをマージするにあたって非常に有用かつ貴重なものであり、これらを
予定通り整備したことについては高く評価される。
他方、今後検討・改善すべき事項として、産業の研究開発に関するデータ整備である以上、有
識者ワーキンググループ等にもっと産業界からのメンバーを加えて産業界ニーズに沿ったデータ
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整備を検討すべきではないかということ、名寄せについて第三者にはその意義・意味がわかりにく
いこと、企業名辞書は政策研究の非常に有益なツールとなるにもかかわらず広く周知されていない
こと等が挙げられた。
加えて、今後の事業運営・研究推進に当たり留意すべき点として、今後は一層のユーザーフレ
ンドリーな情報提供の方法、さらには接続されるデータの拡張等の取組が求められること、企業の
研究開発活動もグローバル化が進展していると考えられるが、海外での活動に関し、どのような情
報をどう収集・分析していくかは大きな課題であり、海外の政府・研究機関や国際機関等とのデー
タの標準化、連携も重要になるのではないかといった指摘がなされた。
さらに、産業の研究開発は最終目的である事業化との関係が重要であり、単なる特許件数の集
計・分析だけでは捉えきれないので、ネットワークセントリック等、最近の産業の潮流を捉えた形で
データ整備を進めるべき、特に産業においては国内だけでなく、海外を含めて考える必要があると
いう指摘もあった。
(3) 科学技術予測・シナリオプランニング
特に評価すべき進捗として、過去の予測調査結果をもとにした文部科学省「夢ビジョン 2020」の
策定への貢献、将来予想される社会課題の抽出への貢献が挙げられる。
他方、今後検討・改善すべき事項として、社会的課題の解決を指向したアプローチにおいては、
もう少し社会における様々なステークホルダーの視点や連携をできるだけ早い段階から組み入れ
ることが重要であると思われること、予測をどのように利用するかについては十分に留意する必要
があること、分野別にリニアーに発展する分野とステップワイズに発展する分野があることに配慮す
る必要があることが挙げられた。
加えて、本件取組は重要であるが、予測とシナリオプランニングは今後の課題であり、現時点で
は十分な結果は得られていないとの指摘もあり、今後の本事業の進捗・成果を見極めていく必要
があると考えられた。
さらに、今後の事業運営・研究推進に当たり留意すべき点として、伝統ある調査手法（デルファイ
法）を大事にすることに異論はないが、社会的課題の解決や俯瞰的視点の重要性を勘案すれば、
課題を分野毎に細分化していくのではなく、課題の大括り化及びこれによるシナリオ作成プロセス
の強化を検討すべきこと、R&D システム（含むハード＆ソフト）の複雑化、個々の科学知識の専門
化・複雑化等々を考慮すれば、遅かれ早かれ従来型（シーズプッシュ）の技術予測の有用性が低
下していく中で、ニーズ重視の観点からの本件調査の更なる補強を考えていくべき、といった指摘
があった。
(4) 博士課程修了者の追跡システムの構築
博士人材の個別情報を調査し、パネルデータ化する試みは時宜を得た事業であり、主要な大学
との間で個人情報を継続的に収集するための取組が始められていることは評価できる。本事業に
ついては、委員全員から、「博士人材のデータベースが求められていることは疑いなく」、「非常に
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重要であり」、「追跡システム自体の構築は貴重な試みだと思われる」等、異口同音に、追跡システ
ムの構築や調査の重要性・期待について言及された。
他方、今後検討・改善すべき事項として、第三者にはその意義・意味が分かりにくいこと、調査に
参加する当事者のインセンティブが小さいと思われること、大学における調査と重複すること、多様
なデータ（大学を離れた研究者個人からの情報、産業界に所属する人材の情報、外国大学にお
いて博士号を取得した者の情報、日本で博士号を取得した外国人留学生の情報等）に関しても、
個人のキャリアパスの多様性を踏まえて、どのように収集するシステムが適切かを検討する必要が
あること、得られたデータの分析・利用方法に関する検討も必要であることが挙げられた。
加えて、今後の事業運営・研究推進に当たり留意すべき点として、大学と密接に連携することが
不可欠であり、データベース構築段階からできるだけ多くのステークホルダーを巻き込んで、使い
勝手の良いデータベースを構築すべきこと、人材の供給側のデータを、経済・社会における人材
の需要側のデータとうまくマッチングできるような仕組みにつながれば、インセンティブの観点から
も有効ではないかということ、民間企業・公的機関・NGO 等の人材募集に関するデータベース等と
の連携の可能性、さらに海外企業、国際機関等での人材募集とも連携できれば、人材の国際化に
も対応できる可能性が考えられること、の指摘があった。
単に追跡調査に止まるのではなく、集積したデータの解析に基づき、やり甲斐・報酬の面を含め
て、国内外の博士課程修了者を我が国に引き寄せ、如何に確保していくのかの社会システム構築
についても考察・提案すべきとの指摘もあった。
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2-2 政策課題対応型調査研究に関する評価
(1) マクロ視点からの R&D 投資の効果分析
既存モデルの改良による知識ストックの経済成長に対する分野別寄与度の計測、国民経済計
算における R&D 資本化の検討への寄与、産業連関分析を用いた新技術の導入の経済･環境への
波及の計測等において相応の研究成果が見られる。
特に評価すべき成果として、新技術導入シナリオによる産業連関分析は、独自の産業連関表を
作成し、再生可能エネルギーのそれぞれの分野において、どのような技術開発が必要かという政
策的な示唆を与えている点が挙げられた。
他方、本質的な問題点として、政府研究開発投資の経済効果を計測するためのマクロ経済モデ
ルの分析では、投入された政府支出の費用便益分析が十分になされていないこと、R&D 投資が効
果を決める主要因とは限らないので、マクロに R&D 投資の効果を見るのはそもそも難しいこと、
R&D 投資の時期と効果発現の時期には大きなタイムラグがあるはずであり、このタイムラグが事業
内容毎にまちまちであるため、一律のタイムラグで投資対効果を見積もることはほぼ不可能である
ことが指摘された。
加えて、今後の事業運営・研究推進に当たり留意すべき点として、政府研究開発投資の経済
的・社会的効果を分析する際、産業分野別の特色（特に、ライフイノベーション及びグリーンイノベ
ーション分野と他分野との相違）を充分に認識したうえで、時間軸を含めてさらに解析することが大
切であること、環境も含めてもう少し広く社会的な効果や非経済的な効果を検討するためには、産
業連関表による分析以外の他のデータ・情報を活用したり、新たな分析手法を開発したりしていく
必要があること等の指摘があった。
さらに、タイトルの“課題解決型”という部分に本事業の内容が十分に対応していないという指摘
もあった。
(2) ミクロ視点からの大学と企業との間の知識移動に着目した分析
産学連携研究の従事者を対象とした独自の調査を通じて、産学連携のプロセス、参加への動機
付け、資金投入の実態、成果と波及効果に関する評価等に関して詳細な事実の把握と実態分析
が行われており、科学技術イノベーション政策のための科学を推進する上での基礎的エビデンス
を提供している。
特に評価すべき点として、本件研究の問題意識である「産学連携を通じて生成された研究成果
が、企業において商業化されるまでの経路、動態を体系的に明らかにする」ことは、従来の先行研
究にはない切り口からのアプローチであること、通常の統計では分析することが非常に困難である
と考えられるため、このような調査は極めて重要であることが挙げられた。
他方、今後検討・改善すべき事項として、産学連携を行っていない企業、研究者が対象に含ま
れていないために、何が産学連携の障害になっているかが分析できないという欠点があること、知
識移動に関しては件数・金額についてデータ集積すると共に、実質的な内容（人的連携関係の構
築、奨学寄付金、単なる委託研究か真の共同研究開発か、等）について分野別に分析しないと実
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態が把握できないのではないかといった点が挙げられた。
加えて、今後の事業運営・研究推進に当たり留意すべき点として、実際に産学連携を行ってい
る方々のみならず、潜在的に連携を実施したい意向はあるものの機会のない人々や企業・組織を
サンプルに含んだ方が、日本の抱えている現状の問題点をより明確に浮かび上がらせることができ
るのではないか、産学連携プロジェクトに参加することによって、大学や企業の行動・パフォーマン
スにどのような影響を与えたのかを検証してみることにより有用な知見が得られるのではないか、今
後は技術領域による違い（IT、バイオ、機械、素材といった領域毎にかなり違いが認められる）、国
プロのような大型プロジェクトが本当に知識移動に役立っているのか、プロジェクトマネジメントの可
視化の方法等に着目した研究を行うことが大いに期待される、等の指摘があった。
ミクロ視点での知識移転に関するデータ分析は企業各社が実施しているため、是非そうした企
業にヒアリングを行うべきという指摘もあった。
(3) ミクロデータを活用した R&D 投資の効果分析
政府統計（「工業統計調査」、「科学技術研究調査」）の個表パネルデータをもとに企業･政府の
研究開発支出が製造業の生産性に与える効果を分析することにより、スピルオーバー効果の重要
性を明らかにしている。また、「全国イノベーション調査（第 2 回）」、「新規開業企業アンケート調査」
を用いて、公的資金助成と外部連携の効果の相互比較、企業の海外活動の展開がイノベーション
を促進する効果の検証を行っている。さらに「企業活動基本調査」の個表パネルデータを用いて
R&D 投資額を含む企業の無形資産ストックを計測し、企業価値に与える効果を推計している。これ
らの研究は、これまで行われてきた研究の幅をさらに広げるものであり、科学技術イノベーション政
策のための科学を発展させる上で意義がある。加えて、オスロ･マニュアルに準拠した「全国イノベ
ーション調査（第 3 回）」を実施しており、この調査結果は、日本企業のイノベーション活動を国際間
で比較検証する上での基礎データとなるものと期待される。これらの研究活動が外部機関との連携
や国際ワークショップによる評価を得つつ行われた点は注目される。
特に評価すべき点として、これらのミクロデータを利用した様々な学術論文がディスカッションペ
ーパーとして発表されており、またその結果を図表にまとめて政策担当者に対し分かりやすく説明
する努力がなされていることが挙げられた。
他方、さらに改善・充実を図るべき事項として、R&D 投資の効果は、産業分野別に投資効果が
生じるまでの時間軸、各研究開発段階における成功確率及び経済的・社会的インパクトを含めた
評価が必要であること、産業全体の TFP の上昇率の要因分解を見ると、R&D スピルオーバーの寄
与に比較して、他の要因による影響が非常に大きくなっているので、こうした他の要因に関して研
究開発活動がどのような影響、相互作用をもたらしているのかも検討する必要があること、この種の
分析の意義・意味は、実態についてどれほど本質的に臨場感をもって把握しているかが重要と思
われるので、そのためには聞き取り調査が必須ではないかということ、全体を大括りにして分析する
と誤った結論を導いてしまう可能性があることから、各社の実情を踏まえてしっかり把握分析する必
要があり、この観点からも企業のヒアリングが有効と考えられること、が挙げられた。
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加えて、今後の事業運営・研究推進に当たり留意すべき点として、政策効果を適切に評価する
上でも、パネルデータの整備及びこれらを用いた分析に力を入れるべきこと、その際に、NISTEP と
してはデータの整備・拡充はもとより、様々な角度からの政策分析にも力を入れていくことが望まれ
ること、研究の質を高め、成果をより広く知らしめるという意味で、（もともと英語で書かれたものを含
めて）最終的には英文の国際学術誌への掲載を目指すべきであり、NISTEP としてもそれを組織的
に奨励すべきであること、生み出されてきた成果の多くはホームページ等に公開されているが、な
お一層内外の関係者によってアクセスされ、引用されることが期待される等の指摘があった。
イノベーションに関していえば、いわゆる破壊的イノベーションのように、従来の延長線上にない
ものこそ重要と盛んに言われている中で、全国イノベーション調査では従来の延長線上のイノベー
ションについて調査しているようだがそれで良いか、という問題提起もあった。
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2-3 予算・実施体制・ガバナンス等に関して
(1) 費用対効果
費用対効果については、現段階では特段の問題は見当たらず、費用をかけた分の進捗・成果
は上げてきたと認められるが、実際に費用に対する効果を見るためには、もう少し長期的な観点か
ら検討する必要があると考えられる。
加えて、今後の事業運営に当たり留意すべき点として、成果の国際的な発信に関しては、海外
で開催される国際的な学会で積極的に成果発表を行ったり、国際的なジャーナルで論文を発表し
たりすることは、本事業により今後グローバルなレベルで影響力を及ぼしていく上で非常に重要で
あること、こうした対外的情報発信の工夫・強化への期待に応え、英文による情報発信の強化、世
界の研究者を魅了するようなデータベース事業の強化等に取組むことが必要との指摘があった。
(2) 実施体制・ガバナンス等
プロジェクトの実施にあたり、研究所におけるこれまでの研究実施体制を大きく変えることなく、
所長のリーダーシップのもとに、専任スタッフと外部研究スタッフが連携しつつ研究を進めており、
現状では特段の問題は見当たらないとされた。
新たな事業の実施に当たり、こうした外部スタッフとの連携による実施体制の構築は一般的に採
られている手法であるが、責任の所在がはっきりしないという問題を抱えているとの指摘があった。
「文科省が決めたことだから」と前例踏襲するばかりでなく、研究を進めるのに最も適した体制を考
え、文科省に提案するべきとの指摘もあった。また、この事業に関しては、NISTEP の国立研究機関
としての制約・限界は踏まえつつも、研究責任者のミッションを明確にし、その上で当該責任者が
相当程度自由に予算を使えるという形（PI 制に相当）を取るべきであるとの指摘もあった。さらに、
外部組織との連携を進めつつ、NISTEP の研究者の「顔が見える」形で研究に取組むべきとの指摘
があった。
加えて、今後の事業運営に当たり留意すべき点として、社会的課題の解決に向けた科学技術イ
ノベーション政策を考えていくにあたっては、さらに社会におけるより広いステークホルダーの考え
を取り入れていくことができるような実施体制やガバナンスの仕組みを整えていく必要があること、
イノベーションも“ダイバーシティ”が重要な鍵を握ると思われるので、国際共同研究に結びつくよう
な、海外に開かれた体制として、外国人や女性の活用も期待したいこと、産業界等も含めて議論す
ることが有効と考えられるので、是非、連携体制を検討すべきとの指摘があった。
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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」

政策課題対応型調査研究及びデータ・情報基盤整備に関する評価パネル委員

（五十音順：◎は座長）

秋元

浩

知的財産戦略ネットワーク（株）代表取締役社長

高橋 真理子

朝日新聞社編集委員

中馬 宏之

成城大学社会イノベーション学部教授

戸堂 康之

早稲田大学政治経済学部教授

鎗目

東京大学公共政策大学院科学技術イノベーション・ガバナンス(STIG)

雅

特任准教授
吉本 陽子
◎若杉 隆平

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング主席研究員
京都大学名誉教授、学習院大学特別客員教授

渡辺 美代子 （独）科学技術振興機構執行役、
（株）東芝 産業政策渉外室長附
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評価パネルによる検討経過



第 1 回評価パネル会合（平成 26 年 4 月 24 日）
１．データ・情報基盤整備についての評価と今後の期待
 評価の位置づけ及び主要ミッションについて
 データ・情報基盤整備の目標と到達点
 関係機関（JST/RISTEX・情報事業部門他）からの意見聴取
２．討論



第 2 回評価パネル会合（平成 26 年 5 月 23 日）
１．データ・情報基盤の評価とりまとめ中間報告
 データ・情報基盤の評価とりまとめの中間報告
２．政策課題対応型調査研究についての評価と今後の期待
 政策課題対応型調査研究の取組と成果
 関係機関からの意見聴取
３．予算・実施体制・ガバナンス等についての評価
予算・実施体制・ガバナンス等について
４．討論



第 3 回評価パネル会合（平成 26 年 6 月 23 日）
１．評価報告中間とりまとめ（素案）の検討
 政策課題対応型調査研究等の評価とりまとめ
 評価報告書中間とりまとめ（素案）の説明
 討論
 今後の取組むべき課題について
 討論
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３．参考資料
（事業全体のスキーム・評価枠組み関連）
 評価の位置づけ及び主要ミッションについて（第 1 回評価パネル会合 資料１）
 「政策のための科学」基本構想（第 1 回評価パネル会合参考資料 1）
 「事業の目標、行程管理及び評価に関する基本的な考え方２０１３」（第 1 回評価パネル会合
参考資料 2）
（データ・情報基盤整備関連）
 データ・情報基盤整備の目標と到達点（第 1 回評価パネル会合 資料 3）
 第 1 回評価パネル会合（4 月 24 日開催）後の補足資料（第 2 回評価パネル会合資料 2）
（政策課題対応型調査研究／予算・実施体制・ガバナンス関連）
 政策課題対応型調査研究の取組と成果（第 2 回評価パネル会合 資料 3）
 第 2 回評価パネル会合（5 月 23 日開催）におけるご指摘・ご質問事項に係る補足資料（第 3 回
評価パネル会合 資料 2）
 予算・実施体制・ガバナンス等について（第 2 回評価パネル会合 資料 5）
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（事業全体のスキーム・評価枠組み関連）
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資料2

科学技術イノベーション政策
のための科学推進委員会
（第１回）
H23.5.16

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」
基本構想（案）
平成２３年５月１６日
文部科学省 政策科学推進室
１．意義と目的
① 経済・社会を取り巻く状況や構造が大きく変化している。その変化に適切に対応し
ながら、社会的問題を解決していくため、科学技術イノベーションへの期待が高ま
っている。
② 社会的問題の解決を目指し、限られた資源をより効率的に活用しつつ科学技術イノ
ベーションを展開するためには、経済・社会等の状況、社会における課題と、その
解決に必要な科学技術の現状と可能性等を多面的な視点から把握・分析する必要が
ある。その上で、客観的根拠（エビデンス）に基づき、合理的なプロセスにより政
策を形成することが求められている。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」推進事業は、こうした社会の要請に応えることに、第一義の目的を
置く。
③ 科学技術イノベーション政策においては、所期の目標の達成に不確実性が伴うこと
や目標の達成までに長期的な取り組みが必要なことなどから、政府研究開発投資を
はじめとした政策の経済や社会への影響を客観的・定量的に把握し、政策の効果を
評価することには、かなりの困難が伴う。また、科学技術の進歩とイノベーション
の進展の因果関係やそのプロセスにおける政策の効果や影響についても、十分な理
解が進んでいるとは言い難い。
④ 「未来への先行投資」である科学技術イノベーション政策に関して社会との対話を
進めるためには、様々な分野からのアプローチにより、科学技術とイノベーション
の関係やそのプロセスに対する理解を深め、経済・社会への影響を包括的に可視化
していくことが重要である。さらには、これらの成果を踏まえ政策形成の実践の場
に適用する手法を確立することにより、政策形成のあり方を改善し、政策決定にお
ける透明性を確保することで、国民への説明責任を果たす必要がある。
⑤ 事業により得られた客観的根拠とそれに基づく政策形成の成果（知見、手法、人材
等）は、社会の共有資産として、国民の政策形成への参加の基盤となる。
以上のような観点から、本事業の推進が強く求められている。

⑥ 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、人的・物的に甚大な被害をもた
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らした。自然災害に対する取り組みの強化による安全・安心な社会の実現や、エネ
ルギーの安定供給や再生可能エネルギーの普及などに向けた政策の見直しが求め
られている。
⑦ 科学技術は、地震災害や原子力発電所の事故を未然に予知したり、防ぐことができ
なかったことで、国民の不安や不信を招いたという意見もある。大震災を受け、科
学技術の限界を再認識するとともに、これまでの政策、活動を真摯な姿勢で振り返
り検証する必要がある。一方、今後災害対応や復興・再生、社会経済の持続的成長・
発展を進めるに当たり、我が国の直面する様々な問題の解決に向けた科学技術の貢
献、期待される役割も極めて大きい。これまでの政策や取り組み等を真摯な姿勢で
客観的に振り返り、果たすべき役割を改めて見直し、科学技術がどのように貢献し
うるかについてビジョンと戦略を示していく必要がある。
⑧ 今回の大震災からの復興や将来の国家戦略・対応策の検討をすべき今こそ、大震災
及び原子力発電所事故の影響を多面的に把握・分析し、客観的根拠に基づき政策形
成を進めるための、「政策のための科学」を推進しなければならない。

２．設計理念と推進の指針
客観的根拠に基づく政策形成の実現のため、本事業の推進に際して、次の設
計理念を置く。
１．

科学への社会的期待の科学的な発見：客観的根拠に基づき、社会が直

面する解決すべき問題を発見すること、及びその解決に向けた科学への期
待を明確化することには、自然科学のみならず、人文社会科学を含む幅広
い研究分野の領域を超えた融合が必要。
２．

客観的根拠に基づき効果的な政策を追求すべきこと：資源的制約のも

とで、客観的根拠に基づき効果的に問題解決に向かう政策選択が必要。
３．

政策決定プロセスにおける科学的合理性の追求：政策内容が科学的根

拠を必要とするばかりではなく、政策決定のプロセスもまた科学的合理性
を備えたものでなければならない。政策形成の実践の場に活用できる客観
的根拠に基づく複数の政策メニューが提示され、そこから科学的合理性を
もった選択がなされるという政策決定のプロセスが必要。
４．

政策形成プロセスの透明性と国民への説明責任を徹底すべきこと。

５．

政府・行政の政策立案・実施主体、科学者及び市民のそれぞれが、信
頼関係の構築と役割・責任の分担を果たすべきこと。

６．

政策のための科学による知見の公共性と政策決定への国民参加：本事
業の成果は、社会の共有資産として蓄積されるものであり、それをもと
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に、国民の選択が政策決定に反映されるべきこと。
以上の設計理念にもとづき、次の６項目の推進の指針をおく。
① 「科学技術イノベーション政策のための科学」の深化と、より客観的根拠に基づ
く政策形成の実現に向けた「政策形成プロセス」の進化が不可欠であり、両者を
車の両輪として推進する。
② 「科学技術イノベーション政策のための科学」という新たな学際的学問分野の発
展により、各分野の研究者が連携する「開かれた場」を構築する。これは、「政策
のための科学」の科学的方法論の開発や提示等で終わるものではなく、その成果
が政策形成の実践の場で活用できるものを目指す。
③ 「政策形成プロセス」の進化のためには、これまでの科学技術行政システム全体
を見直し、政治・行政におけるすべての関係者の意識を改革し、素養を養うこと
が不可欠であり、この面からの取り組みもあわせて行う。
④ 客観的根拠に基づく政策形成の礎として、政府と研究コミュニティが、双方の信
頼関係の下、それぞれの役割や責任に応じて協働する。
⑤ 本事業から得られる様々な成果（知識、手法等）が社会共有の資産として幅広く
活用され、政策形成への国民参加のための手段として寄与するためには、成果を
構造化して知識体系を確立し、国際的にも開かれることを目指す。
⑥ 客観的根拠に基づく政策形成の基盤として、人材育成とデータ・情報基盤の確立
が重要である。政策立案に携わる人材、
「科学技術イノベーション政策のための科
学」の科学的基盤を開拓し研究を担う人材及び政策と研究をつなぐ人材の育成を
通じて。広範なコミュニティを育成する。また、研究と政策形成プロセスの両面
の基盤として必要となる体系化されたデータ・情報基盤を整備する。

３．推進の基本的方向性
２．の設計理念と推進の指針に基づき本事業を推進するためには、包括的なマネジ
メントの下で、①政策課題に対応した調査研究、②新たな手法開発のための研究、③
基盤的研究の推進や人材育成のための拠点の整備、④統計情報等のデータ・情報基盤
の整備など、多様な研究・人材育成方策を体系的に組み合わせて実施することが必要
となる。
本事業は、以下の内容により構成する。
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（１）事業全体の推進
（基本的方向性）
① 客観的根拠に基づく科学技術イノベーション政策の形成を実現するため、文部科学
省は、事業のマネジメントに積極的な役割を果たすとともに、本事業による成果を
積極的に活用し、あわせて政府全体の政策形成に寄与することを目指す。
② 本事業は合理的な政策形成を目的とするものであり、従来の研究プログラムの推進
以上に、研究コミュニティと政府・行政との連携・協働作業が本質的に不可欠であ
るとともに、産業界、市民といった広範な関係者とのネットワークの構築が必要で
ある。
③ 同時に、本事業に参画する各主体が、信頼関係のもとで、全体の利益に相反するこ
となく、それぞれの役割・責任分担に応じた規範に基づいて行動する。
④ 以下（２）に示す個別プログラムからの研究成果を、政策形成において効果的に活
用するため、さらに「社会の共有資産」として十分な公開性を担保させるために、
成果を集約・構造化する機能を構築する。
（包括的なマネジメント体制の基本構造）
① 本事業の趣旨を踏まえ、事業全体を統括する司令塔として、推進委員会はその役
割を果たすべく、組織、運営される。推進委員会においては、各委員が事業の基
本構想を共有した上で、本事業を包括的にマネジメントできるよう以下の機能を
持つ。
(ア) 事業全体の運営に係る基本方針を設定し、統括する。
(イ) 基盤的研究・人材育成拠点の具体的な設置方針を策定し、推進する。
(ウ) 事業について、政治・行政及び個別学問分野の研究コミュニティの利害から中
立であるとともに、利益相反が生じないよう厳に留意する。
② 本事業推進の担当部署である文部科学省科学技術・学術政策局政策科学推進室は、
他の政策立案担当部署と連携して政策課題の抽出を行うとともに、本事業で得ら
れた研究成果や政策メニュー等の客観性を精査し、他の政策立案担当部署に対す
る成果利用の働きかけなどの調整を行う。また、成果の集約・構造化の体制につ
いて検討を行う。併せて、本事業で対象とする政策課題や研究領域に関する国内
外の状況の把握、情報発信・ネットワーク構築などを行う
（本事業が対象とする研究開発プログラムについて）
① 本プログラムの目標は、客観的根拠に基づく、透明性を持った合理的な政策形成
の実現であり、対象とする研究開発もそれに沿ったものである必要がある。研究
開発の実施アプローチとしては、政策課題対応型の調査研究として実施するもの、
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公募型研究開発プログラムとして実施するもの、基盤的研究並びに人材育成拠点
で実施するものなど、それぞれの目標に沿った実施内容と形態を踏まえたもので
なければならない。
② 対象とする具体的な研究領域は推進委員会で検討し、定めるものとする。検討に
あたっては、科学技術イノベーション政策における様々な政策ニーズを踏まえる
ことが重要である。政策ニーズには、トップダウン的なもの（新成長戦略や科学
技術基本計画に記載されている政策目標の達成など、事前に政策的に設定されて
いるもの）とボトムアップ的なもの（政策担当部署において具体的政策を立案す
る過程で認識されるもの）があることを念頭に置く。
③ また、今般の大震災に関連して、これまでの政策や活動等を客観的、かつ真摯に

見直すことによって、社会の問題解決に資する科学技術がどのようあるべきか、
どのように貢献しうるかについて、具体策を示していくという視点を踏まえた研
究開発にも配慮する。
（２）各プログラムの推進
本事業では、「政策課題対応型調査研究」及び「公募型研究開発プログラム」を実
施するとともに「基盤的研究・人材育成拠点」を設置する。また、プログラムの推進
全体に必要となる「データ・情報基盤」の構築、整備も推進する。
（２－１）政策課題対応型調査研究
（趣旨）
① 短中期における政策への活用を目指し、科学技術政策研究所が中心となって、具体
的な政策課題に対応した調査研究を実施し、研究成果を体系的に整理して客観的根
拠として提示する。
② 検討にあたり、外部の幅広い分野の研究コミュニティの参画を得ることとし、更に
政策課題の設定や成果の適切な解釈のため、行政における政策立案担当部署との連
携・協働を強化する。
③ 当面、政府の研究開発投資の経済的・社会的波及効果に関する総合的な調査研究を
実施する。

（大震災対応）
④ 上記の他、東日本大震災の影響を多面的に把握・分析し、今後の復興に向けた科
学技術の貢献・あるべき姿について調査研究を行う。推進委員会が中心となって
具体的な推進方策を検討し、対応を進める。
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（２－２）公募型研究開発プログラム
（趣旨）
① 客観的根拠に基づく科学技術イノベーション政策の形成に中長期的に寄与するた
め、新たな解析手法やモデル分析、データ体系化ツール、指標等の開発のための研
究開発を推進する。
② 幅広い分野と関連する学際的分野で、関与する研究者の層を広げていくために、大
学等における関連分野の研究者層を対象に公募によって研究開発を推進する。あわ
せて、その活動状況を社会へ広く発信し対話の場を作り、コミュニティ・ネットワ
ークを拡大させる。
③ 本事業の目的を踏まえ、政策立案への活用を視野に入れ、研究成果に基づく問題提
起や政策提言を成果として重視する。このため、きめ細かいマネジメントを行う。
④ 科学技術振興機構（ＪＳＴ）社会技術研究開発センター（ＲＩＳＴＥＸ）に公募型
の新たな研究開発プログラムを設定する。
⑤ 研究開発プログラムの設定、個別テーマの選定に当たっては、本事業全体の推進の
観点を重視し、他の個別プログラムとの連携・協働にも配慮する。また、東日本大

震災の科学技術に対する影響、今後の対応に関連する科学技術イノベーション政策
上の課題についても配慮する。
（２－３）基盤的研究・人材育成拠点
（趣旨）
① 客観的根拠に基づく政策形成に携わる人材や、「科学技術イノベーション政策のた
めの科学」という新たな研究領域の発展の担い手となる人材、政策と研究をつなぐ
人材を育成するとともに、関係する基盤的研究を推進するための国際的な水準の研
究・人材育成拠点を設置する。
② 基盤的研究や人材育成は、「科学技術イノベーション政策のための科学」という人
文・社会科学と自然科学の枠を超えた新たな学際的学問分野を発展させるために、
体系化されたカリキュラムによる人材育成コースの実施と、関係する研究を通じて
行う。
（構成）
③ 大学に加え、科学技術政策研究所、科学技術振興機構研究開発戦略センター（ＪＳ
Ｔ－ＣＲＤＳ）、行政機関等の人的資源や知見を結集し、博士及び修士の体系的な
コースを設置し、カリキュラム等を構成する。また、本プログラムで養成された人
材の社会におけるキャリアパスの充実等についても検討する。
④ 基盤的研究は、人材育成に付随した経常的な研究であり、自然科学と人文・社会科
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学との連携により、新たな学問領域としての「科学技術イノベーション政策のため
の科学」を構築する。また、その知見を現実の政策形成の実践の場で活用すること
を目的とする。
⑤ 新たな「基盤的研究・人材育成拠点」として、主として総合的な科学技術イノベー
ション政策を専門とする者の育成を目的とする「総合政策研究・人材育成中核拠点
（仮称）」を１拠点構築する。また、特定の専門分野を軸にしつつ科学技術イノベ
ーション政策に関する専門的知識を併せ持つ人材の育成を目的とする「領域横断研
究・人材育成拠点（仮称）」を複数拠点構築する。
⑥ 文部科学省は、設置する拠点に対し、本事業による支援の終了後も自立的に継続す
る意思があることを確認の上、永続性のある拠点形成を目指し、比較的長期（１０
～１５年）の支援を行う。その際適切な中間的な評価を行う。
⑦ 「科学技術イノベーション政策のための科学」という新たな学際的学問分野を発展
させるため、各拠点では、人文・社会科学や自然科学の枠を超えた新たな学際的な
カリキュラムを構築する。あわせて関係者によるネットワークの構築も重視する。
（２－４）データ・情報基盤
（趣旨）
① 文部科学省及び科学技術政策研究所を中心に、政策形成の実践の場と、本事業を中心
とした調査分析や研究に活用されるよう、必要なデータ・情報を体系的かつ継続的に蓄
積し、「政策のための科学」に資するデータ・情報基盤を構築する。
② 整備するデータ・情報は、統計データを含む分析対象としての一次データ（特許、
論文、人材、予算等）の他、それを分析した結果の論文、提言、行政における審議
会報告書、調査報告書など多岐にわたる。
③ 本プログラムで得られたデータを社会の共有資産である既存のデータ・情報基盤に
加えるとともに、それらを体系的かつ継続的に整備・利用できる環境を構築する。
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」及び「政策形成プロセ
ス」の進化の基盤として、議論の前提となる情報へのアクセスが容易となるような
データベース等の構築を目指す。
（留意事項）
④ 関係法令や個人情報への配慮及びデータ作成に当たる研究者のインセンティブを
考慮しつつも、データや成果は可能な限り公開性を持たせることを前提とする。併
せて、各種データの国際比較性の向上に向けた検討を行う。
⑤ 府省共通研究開発管理システム（ｅ－Ｒａｄ）のデータについて、別途検討が行わ
れている改修との連携を図り、研究者の研究業績・略歴に関する既存データベース
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と接続することにより「科学技術イノベーション政策のための科学」のための基盤
的データとしての活用を進める。

（参考）科学技術基本計画上の位置付け
第４期科学技術基本計画に向けた『諮問第 11 号「科学技術に関する基本政策につ
いて」に対する答申』（平成 22 年 12 月）
『国は、客観的根拠（エビデンス）に基づく政策の企画立案や、その評価及び検証
の結果を政策に反映するため、「科学技術イノベーション政策のための科学」を
推進する。その際、自然科学の研究者はもとより、広く人文社会科学の研究者の
参画を得るとともに、これらの取組を通じて、政策形成に携わる人材の養成を進
める。』
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資料 3

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」推進事業の全体像

科学技術イノベーション政策
のための科学推進委員会
（第１回）
H23.5.16

平成２３年度予算額 ： ８０２百万円（新規）

現状及び課題
現状及び課題
○
○
○
○
○
○

科学技術イノベーション政策の経済・社会への影響を客観的・定量的に示すことが困難。
科学技術イノベーション政策の経済・社会への影響を客観的・定量的に示すことが困難。
客観的根拠に基づく政策の企画立案のためのデータ基盤が不十分。
客観的根拠に基づく政策の企画立案のためのデータ基盤が不十分。
科学技術イノベーション政策に精通した人材の層が薄く、これらの人材のキャリアパスも不明確。
科学技術イノベーション政策に精通した人材の層が薄く、これらの人材のキャリアパスも不明確。

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」推進事業の創設
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」推進事業の創設
経済・社会等の状況を多面的な視点から把握・分析した上で、課題対応等に向けた有効な政策を立案
する「客観的根拠（エビデンス）に基づく政策形成」の実現を目指す。
行政

推進機能の構築
推進機能の構築
・ 文部科学省に「推進委員会」の創設
・ 政策科学推進室の設置

政策対応型調査研究の推進
政策対応型調査研究の推進
・ 短中期の政策課題に対応した調査研究
の実施
（当面は研究開発投資効果を対象）

有機的連携
コミュニティ
形成

公募型研究開発プログラムの推進
公募型研究開発プログラムの推進
・ 中長期的に寄与する解析手法や評価指標
等に関する研究開発を公募により実施
（文部科学省が公募に係る基本方針を提示）

データ基盤の構築
データ基盤の構築
・ 「政策のための科学」に資するデータを体
系的かつ継続的に蓄積する基盤の構築
・ データ利用環境の整備

基盤的研究・人材育成拠点の形成
基盤的研究・人材育成拠点の形成
・ 「政策のための科学」を担う政策担当者及び
研究者を育成する新たな拠点の形成
・ 拠点間及び他機関とのネットワークの構築 アカデミア

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」
「事業の目標、行程管理及び評価に関する基本的な考え方２０１３」
平成２６年４月７日
科学技術イノベーション政策のための科学推進委員会

１．事業全体の目標について
現行の第４期科学技術基本計画においては、「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』
」
（以下、
「政策のための科学」という。）の重要性を明記している。
「科学技術基本計画」
（平成 23 年 8 月 19 日閣議決定）より抜粋
・国は、
「科学技術イノベーション政策のための科学」を推進し、客観的根拠（エビデ
ンス）に基づく政策の企画立案、その評価及び検証結果の政策への反映を進めるとと
もに、政策の前提条件を評価し、それを政策の企画立案等に反映するプロセスを確立
する。その際、自然科学の研究者はもとより、広く人文社会科学の研究者の参画を得
て、これらの取組を通じ、政策形成に携わる人材の養成を進める。

これを受け、事業全体に共通する目標として、以下の３項目を設定する。
○ 社会経済のグローバル化、先進諸国の少子高齢化・労働人口減少と途上国の急激
な人口増加、エネルギー・水・食料等資源の逼迫、地球環境問題、感染症・テロ
問題など、複雑かつ多様な課題が顕在化し、また顕在化していない課題も想定さ
れる中で、科学技術イノベーションによって解決すべき課題を科学的な視野から
発見・発掘すること。
○ 上述の課題を踏まえ、科学技術イノベーション政策により解決できる政策課題を
同定するとともに、政策課題に対して取り得る政策とその経済的・社会的な影響・
効果の分析結果を、複数の政策オプションとして立案できる仕組みを確立するこ
と。
○ 関係者間での充分な意思疎通を図り、立案された政策オプションを適切に選択・
決定・実施することにより、政策課題の解決を目指すこと。
上述の目標に加え、これまで推進委員会等において示されている方針等に照らし、以
下の諸点にも留意する。
○ 政策課題の解決のためには、多様な科学的知見を結集させることに加えて、科学
技術だけでは解決できない事項があること。
○ 政策オプションの立案プロセスや政策の決定・実施プロセスにおいては、科学性
の担保が必要であり、それが透明性の確保や国民の合意において重要な基盤をな
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すこと。
○ 事業の推進を通じて得られた成果については、社会の共有財産として蓄積すると
ともに、国民が政策形成へ参加するための基盤として十分に活用されるよう、積
極的な情報提供に努めること。
○ 「政策のための科学」は、広範な学問領域にまたがり、かつそれが複雑に絡み合
っているため、多様な学問領域間のコミュニケーションを通じて課題を共有し、
協働して課題解決に取り組むとともに、併せて、
「政策のための科学」のコミュニ
ティ形成の構築にも努めること。
○ （１）客観的根拠に基づき、人文・社会・自然科学にわたる幅広い学問領域の連
携・融合により、i）政策課題の設定と、ii)政策オプションの作成を行う「政
策のための科学」の深化と、
（２）客観的根拠に基づく複数の政策オプションから科学的合理性を持った選択
を行う「政策形成プロセス」の進化
の両者を、車の両輪として一体的に推進すること。

２．事業全体の実施概要
平成 23～25 年度まで、
「政策のための科学」の研究領域の俯瞰・構造化に関する試行
的検討等を行っている科学技術振興機構の研究開発戦略センター（CRDS）、基盤的研究・
人材育成を行う５拠点６大学、公募型研究開発を行う科学技術振興機構の社会技術研究
開発センター（RISTEX）、政策課題対応型調査研究及びデータ情報基盤の構築を行う科
学技術・学術政策研究所（NISTEP）が相互に連携・協力しつつ事業を実施してきた。
また、特に平成 25 年度には、SciREX 政策形成実践プログラムを実施している。
加えて平成 26 年度概算要求では、事業全体を一層効果的かつ強力に推進するための
中核的拠点機能の整備が盛り込まれている。
さらに、文部科学省は平成 25 年度委託事業として、これまで推進事業との関連がほ
とんどなかった機関に対して、
「政策のための科学」 の理念及び推進事業について、理
解を促し、関心を喚起するための手法を調査するとともに、その結果をも踏まえ、既存
のポータルサイト1の改良を行う等、実践することにより適切な普及・広報の在り方に
ついて分析することを目的とした調査を実施している。
なお、科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）では、従来から研究開発戦略
の立案に資するため行っている科学技術分野における領域ごとの俯瞰、科学技術政策の
俯瞰を通じて政策形成における政策課題、政策手段の選定に寄与するとともに、本推進
事業に関連して、関係機関や研究者とのネットワークを活用して上記の各プログラムの
動向・実施成果を本年度末（平成 25 年度末）までに集約するなどにより、
「科学技術イ
ノベーション政策の科学」領域の俯瞰・構造化に取り組む。また、行政官や研究者等の
1

http://scirex.mext.go.jp/
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関係者の交流・意見交換の場としての「科学技術イノベーション政策の科学」構造化研
究会を主催するなど、推進事業内外の組織や研究者への情報共有と発信を行う。
現時点での各プログラムの現状と検討の方向性は以下の通り。

＜基盤的研究・人材育成拠点＞
基盤的研究・人材育成拠点については、平成 25 年 4 月より各拠点の人材育成プログ
ラムに学生を受け入れ、大学院生を対象とした人材育成を本格的に開始している。
それに加え、拠点間共同プログラムとして、国際シンポジウムをこれまで 2 回開催（平
成 24 年 12 月・政策研究大学院大学（幹事校、以下同様）；平成 25 年 10 月・東京大学）
し、諸外国の専門家と、「政策のための科学」に関する最新の取組状況と課題について
議論するとともに、国際的なネットワークの構築を行った。国際シンポジウムは次年度
以降も年 1 回継続的に開催する予定である。
また、サマーキャンプについては 2 回開催（平成 24 年 8 月・九州大学；平成 25 年 8
月・政策研究大学院大学）した。第１回は各拠点の教職員が参加し、人材育成プログラ
ムについての情報共有と共同プロジェクトの検討を行った。第 2 回は各拠点の学生が参
加し、研究発表及びグループワーク（ビッグプロジェクトの立案）に取り組むとともに、
学生同士の拠点をまたぐネットワーク構築を行った。サマーキャンプについても、次年
度以降継続的に毎年開催し、育成される人材のネットワークを充実させていく予定であ
る。
その他の拠点間共同プログラムについては、ポータルサイト2を構築し、各拠点の取組
について情報発信を行うとともに、人材育成プログラムの共通の知識基盤となる出版物
の編纂に向けて検討を行っている。
今後は、第一線の政治家・行政官・企業関係者等を交えたディスカッションを行う政
策構想ワークショップや、インターンシップの実現に向けて引き続き検討を行う。
＜公募型研究開発プログラム＞
公募型研究開発プログラムについては、第３回目の公募を実施し、現在１６課題の研
究開発プロジェクトが実施されている。
第３回目の募集では、過去２回の経験をもとに、（１）特別枠と通常枠という２つの
異なる枠組から提案を募り、（２）２段階の公募プロセスを導入する、という新たな試
みを実施した。
（１）の枠設定では、主として実装への道筋や体制に注目する特別枠と、
主として研究の新規性や独自性に注目する通常枠に分けることで、「誰に」「何を」提供
しうる研究提案であるかをより明確にすることを求めた。また、（２）の２段階の公募
プロセスでは、第１段階で提案コンセプトの明確さによって提案を絞りこみ、第２段階
の書類選考から面接選考に至る過程で各提案がよりプログラムの趣旨に沿うよう働き
かけた。
2

http://scirex.grips.ac.jp/
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本プログラムにおいては、これまでに採択されたプロジェクトについて、３．にいう
中核的拠点機能との連携・協力・協働作業の可能性を個々に検証するとともに、次年度
の公募については、広くアイデアを募る方法に加え、中核的拠点機能に必要な研究領域
を対象とした公募等の実施可能性について、文部科学省及び社会技術研究開発センター
(RISTEX)を中心に検討する。
＜政策課題対応型調査研究＞
政策課題対応型調査研究については、平成 26 年度までに成果を得るべく、政府の研
究開発投資の経済的・社会的波及効果に関する総合的な調査研究課題を実施している。
これまでに、ミクロデータ分析、経済モデル分析、海外動向調査などに関し報告書を公
表するとともに、関連の国際シンポジウムやワークショップ等を開催した。
今後、中核的拠点機能が整備されることを踏まえ、中核的拠点において本プログラム
の成果の活用を検討する。
＜データ・情報基盤＞
データ・情報基盤については、論文データや特許データを中心に信頼性のあるデータ
間のクロス分析を可能とするための取組を中心に整備を進めている。これまでに、日本
の大学・公的機関の知識生産についての体系的な分析を行うための基礎となる網羅的な
大学・公的機関名辞書（平成 24 年 12 月公開）、各種の企業データを分析するための基
礎となる企業名辞書（平成 25 年 11 月公開）、資源配分データベースおよび重要施策デ
ータベース（平成 25 年 11 月公開）など、各種データを整備・公開した。こうした基盤
に立脚し、各般の行政施策立案への活用促進のため、文部科学省はじめ各府省等の関係
機関による連絡体制を組織化した。
本プログラムで整備されるデータ・情報基盤は、今後整備される中核的拠点機能にお
いても有用と見込まれることから、中核的拠点機能との連携・協働の方向性について、
文部科学省及び NISTEP を中心に検討する。
＜SciREX 政策形成実践プログラム＞
平成 25 年度限りの事業として、「予知・予防を前提とした健康長寿社会の実現」を政
策課題の例とし、糖尿病の予知・予防を具体的な作業対象として政策オプションの作成
を試行的に実施している。また、１．に言う（１）ii）政策オプションの作成のみなら
ず（１）i）政策課題の設定及び（２）「政策形成プロセス」の進化についても試行的な
実践を行う予定である。

３．今後の方向性
（１）事業全体の方向性について
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以上の経過及び成果を踏まえて、今後は１．に言う（１）ii)政策オプションの作成
に加えて（１）i)政策課題の設定及び（２）
「政策形成プロセス」の進化の活動を本格
化させ、その成果を平成 26 年度後半～27 年度に検討が予想される第５期科学技術基
本計画に生かしていくことが必要。
少なくとも、（１）i)及び ii)に関しては、26 年度に中核的拠点機能を整備し、27
年度中には一定程度の事業実績・成果を集約・整理することによって、同年度末に予
想される第５期基本計画に(第４期に引き続き)何らかの記述を盛り込むことを目指す
ことが必要。
また、中期的目標としては第５期基本計画（平成 28～32 年度）の期間中を通じて、
中核的拠点を始めとする関係機関が（１）
「政策のための科学」を強力に推し進めるこ
とによる政府研究開発投資の質（中身）の向上とともに、
（２）政策形成プロセスの進
化も着実に前進させることを目指す。
さらに、本事業の長期的(かつ終局的)な目標は、あくまでも客観的根拠(エビデンス)
に基づく科学技術イノベーション政策及び科学的合理性を持った政策選択・意思形成
プロセスの形成に置くべきである。
（２）中核的拠点機能について
中核的拠点は、事業全体を効果的かつ強力に推進する観点から、様々な政策課題に
応じて、あるいは新たな政策課題の抽出・設定のために、アカデミアのみならず、政
治家や行政官、企業関係者等を含めた多種多様なバックグラウンドを持つプレーヤー
の常設的な議論の場となることが必須の機能として期待される。その機能をより公
正・中立に果たす上では、政府系機関内部ではなく、運営に一定の自律性を有する大
学にその機能を担わせることが望ましいと考えられる。その場合、中核的拠点となる
大学には、実践性や機動性の確保に十分配慮することが求められる。

４．評価時期及び評価体制について
本事業では、例えば基盤的研究・人材育成拠点について最長１５年の長期間に亘る支
援を想定しており、事業全体の工程管理の観点から評価時期、評価の仕組みや評価体制
等について検討する必要がある。
評価時期に関しては、事業全体の初回の中間評価を原則として平成２７年度に実施す
ることとし、遅くとも平成２６年度末までに、以下の諸点に留意しつつ適切な評価の仕
組みを検討する。また、各プログラムの評価については、事業全体の中間評価までに終
了する。
・ 客観性及び中立性を確保した評価を実施する体制の整備
・ ①個別プログラムの評価②それらと有機的連携を図った事業全体の評価の実施
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・ 基本的に各プログラムの管理主体で評価の仕組みを検討するとともに、管理主体
の位置づけや各プログラムの特性に応じた評価の実施

５．その他
「事業の目標、行程管理及び評価に関する基本的な考え方２０１３」は、事業全体に
共通する目標設定や各プログラムの進捗状況を踏まえ、本事業全体の枠組みを示した平
成 23 年 5 月 16 日に示された「基本構想」及び「基本方針」並びにこれらを再構築した
「事業の目標、行程管理及び評価に関する基本的な考え方２０１２」を改訂するもので
ある。したがって、今後とも必要に応じて適時適切に見直すこととする。

6

（参考）

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」
対象とする研究領域
領域Ⅰ ： 戦略的な政策形成フレームワークの設計と実装
本領域には、科学技術イノベーション政策全体の戦略性を高めるための政策形成過程
に関連する研究開発（フレームワーク・仕組みの設計、方法論の開発等）が含まれる。
政策形成プロセスを進化させるためには、政策の概念化・構造化を行うとともに、社会
的課題を抽出・設定し、戦略の立案、戦略の事前・事後評価、見直し、その後の戦略形
成への反映など、現実の政策形成過程において PDCA サイクルを機能させる仕組みの設
計とそのための方法論の開発が必要となる。
本領域に対応する主な政策目標としては、目指すべき国の姿（政策の大目標）の提示、
科学技術イノベーション政策で取り組むべき重要課題の設定、実効性のある科学技術イ
ノベーション政策の推進体制の構築等が挙げられる。
領域Ⅱ ： 研究開発投資の社会経済的影響の測定と可視化
本領域には、政府の研究開発投資が社会・経済へ及ぼす影響を把握することを目的と
する研究開発が含まれる。不確実性の高さや長期的視野の必要性から、科学技術イノベ
ーション政策の効果・影響を評価することは非常に困難である一方、政府の科学技術イ
ノベーションへの投資に対する説明責任がますます求められている。そのようなニーズ
に対応するため、科学技術とイノベーションの関係やそのプロセス、特に政策との関係
を包括的に理解し、できる限り定量的に経済・社会への影響を把握するための努力を続
ける必要がある。
本領域に対応する主な政策目標としては、研究開発投資の目標の明確化、重要課題へ
の対応と基礎研究の抜本的強化、政策のＰＤＣＡサイクルの実効性の確保等が挙げられ
る。
領域Ⅲ ： 科学技術イノベーションの推進システムの構築
本領域の研究開発は、科学技術イノベーション政策を推進するシステム（制度・体制
等）のあり方と推進システムの科学技術イノベーション過程への影響の把握を目的とす
るものである。推進システムには、人的資源のマネジメント（人材の需給構造等）、研
究インフラのマネジメント（施設・設備、研究資源、知財等）、研究組織・ネットワー
ク（産学連携等）、研究開発プロジェクトのマネジメント等、領域II における資金配
分などの資金に関するマネジメント以外のものをすべて対象として含む。
本領域に対応する主な政策目標としては、科学技術人材の育成、科学技術イノベーシ
ョンの推進に向けたシステム改革、国際水準の研究環境及び基盤の形成等が挙げられる。
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領域Ⅳ ： 政策形成における社会との対話の設計と実装
本領域の研究開発は、科学技術イノベーション政策に関連して、政策形成において社
会の参画を促進するための仕組みの設計・方法論の開発と、実際の政策形成プロセスに
おける活用を目的とするものである。科学技術が社会・経済に広く浸透している現在、
社会との対話を通じた課題抽出、合意形成、政策効果の社会への説明等を適切に行うこ
とが必要であり、そのための方法論の開発や試行にとどまらず、現実の政策形成におけ
る活用が喫緊の課題となっている。
本領域に対応する主な政策目標としては、科学技術イノベーション政策の企画立案及
び推進への国民参画や、科学技術に関連する倫理的・法的・社会的課題への対応、科学
技術コミュニケーション活動の促進等が挙げられる。
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２０１２年
(平成24年度)

第３回公募分

評価結果を踏まえて平成27年度以降のプログラムを検討

データ・情報基盤の構築

（主テーマ：公的研究機関情報、イノベーション関連情報の整備）

２０１７年
(平成29年度)

RISTEX公募型
研究開発プログラム
第４回公募分

評価結果を踏まえて平成27年度以降のプログラムを検討

政策課題対応型調査研究

（主テーマ：政府の研究開発投資の経済的・社会的波及効果）

事業全体の
中間評価

２０１６年
(平成28年度)

中核的拠点機能

２０１５年
(平成27年度)

基盤的研究・人材育成拠点の整備

２０１４年
(平成26年度)

第２回公募分

人材育成
プログラムの開始

第１回公募分

立ち上げ
準備

実践
プログラム

２０１３年
(平成25年度)

（２０１１年から最長１５年間）

２０１１年
(平成23年度)

各プログラムの当面の進め方、評価時期等（案）
２０１８年以降
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H24

H25

H29

H30

H31

中核的拠点機能の
本格稼働（H26～）

政策課題の設定
政策オプションの作成
に一定の成果

第5期の検討
（H26後半～27）

〈第4期科学技術基本計画〉

政府研究開発投資の
質の向上

政策形成プロセスの進化
も着実に前進

客
観
科的
学根
技拠
術（
イエ
ビ
ノデ
ベン
ー
シス
ョ）
に
ン基
政づ
策く

合
理
的
な
政
策
形
成
プ
ロ
セ
ス

〈第6期科学技術基本計画〉

H34 H35 ･･･

中期的目標

H33

2020年

H32

〈第5期科学技術基本計画〉

データ・情報

知見・ノウハウを活用

中核的拠点機能

H28

政策課題対応型調査研究

H27

公募型研究開発

実
践

H26

短期的目標

基盤研究・人材育成

政策オプション
の作成

政策課題の設定
政策形成プロセスの進化

H23

2015年

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」推進事業全体の見通し（イメージ）

（データ・情報基盤整備関連）
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2013ᖺ11᭶29᪥䛻
web䝃䜲䝖䛷බ㛤῭
7



ᨻ⟇❧䛾䛯䜑䛾䜶䝡䝕䞁䝇ᥦ౪䝒䞊䝹
ॹঝই॓ॖ৹ਪਫ਼ด

ఐ৾ૼఏ+70/ග

1,67(3ਡ৹ਪਫ਼ด

َఐ৾ૼఏُधमऋবभఐ৾ૼણ॑௴؞
ॹॱشप੦तऌؚ৬௺पཔघॊञीभ੦ຊৱમदघ؛
ఐ৾ૼఏ+70/ගदमؚఐ৾ૼఏपൕൗऔोथः
ॊ॑தइॊఏपणःथؚਯகॹॱشभग़ॡ७ঝ॑ൕ
ൗखथःऽघ؛

1,67(3ਡ৹ਪभટभંਫ਼ดऋदऌऽघ؛ঽ੶
भਫ਼ด॑৷ःॊध1,67(3ਡ৹ਪऊै੭ैोञધஊਯ
ਐஊ॑தइॊଢ଼ृથभেभଢऋਫ਼ดदऌऽघ؛

ऒ॒ऩৎप૽য়ठऽघ؛
• ਏবभఐ৾ૼभৎ௺ഔ৲ऋੴॉञः؛
• ਏবभધਯभৎ௺ഔ৲ऋੴॉञः؛

ऒ॒ऩৎप૽য়ठऽघ؛
• ুଢ଼भ૾ய॑થमनअઅइथःॊभء
• ଢ଼ાभ੦স৲पणःथથमनअઅइथःॊभء

َॹঝই॓ॖ৹ਪُधमؚఐ৾ૼभలਟனपঢ়घॊ
॔থॣॺش৹ਪदघॹ؛ঝই॓ॖ৹ਪਫ਼ดदमؚফऊ
ैফऽदৰखञ৸थभ৹ਪટ॑य़شডॻشಉ
पेढथਫ਼ดदऌऽघ؛
ऒ॒ऩৎप૽য়ठऽघ؛
• ਞपऩॊँभૼमؚ୦ৎओौৰਠखजअء
• ফႃपमؚनभेअऩૼऋৰਠऔोथःॊء
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ᅜ
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༢
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㻞㻜㻑

ᅜෆᶵ㛵㛫ඹⴭ

㻱㼤㼏㼑㼘

ᅜ
ᅜ㝿ඹⴭ

㻜㻑
㻝㻥㻤㻝 㻤㻟 㻤㻡 㻤㻣 㻤㻥 㻥㻝 㻥㻟 㻥㻡 㻥㻣 㻥㻥 㻜㻝 㻜㻟 㻜㻡 㻜㻣 㻜㻥 㻝㻝 㻞㻜㻝㻞ᖺ

ఐ৾ધभব
ુ෩प੦तऎ
বभঢ়બभ
૭ଳ৲

1,67(3भ৸
ঞএॺشभਫ਼ด؞
३५ॸ
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⏘ᴗ䛾◊✲㛤Ⓨ䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍ᩚഛ
䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛾䝁䞁䝔䞁䝒ᴫせ㻌

ศᯒㄢ㢟䛾㻌

≉チ䝕䞊䝍䝧䞊䝇

z ≉チฟ㢪䛾ኚ䛾䛝䛔⏘ᴗ䚸ᢏ⾡㡿ᇦ䛿
䛹䛣䛛䠛
z ᴗ䛾◊✲㛤Ⓨ䛸≉チฟ㢪䛻䛿䛹䛾䜘䛖䛺
㛵ಀ䛜䛒䜛䛛䠛
z ᴗ䛻䛚䛡䜛≉チ䛸ᴗ⦼䛿䛹䛾䜘䛖䛻㐃ື
䛧䛶䛔䜛䛛䠛
z ◊✲⪅䞉ᢏ⾡⪅䛾ᴗ䠋⏘ᴗ㛫䛾⛣ື䛸
ᢏ⾡▱㆑⏕⏘ᛶ䠄≉チᩘ䠅䛾㛵ಀ䛿䠛
z ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛿䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻䛹䛾䜘䛖䛻
ᙳ㡪䛧䛯䛛䠛
z Ꮫ䜔බⓗᶵ㛵䛾◊✲㛤Ⓨᡂᯝ䛿⏘ᴗ
㒊㛛䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻䛹䛾䜘䛖䛻ᙳ㡪䛧䛯
䛛䠛

ᅜయ

◊✲㛤Ⓨ⤫ィ

ᅜ䜲䝜䝧䞊
䝅䝵䞁ㄪᰝ

䝉䜽䝍䞊

ᴗྡ㎡᭩

▱ⓗ㈈⏘
άືㄪᰝ

ಶูᴗ

ᢏ⾡㛤Ⓨ⪅

↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛻
㛵䛩䜛䝕䞊䝍

ᴗ㈈ົ
䝕䞊䝍

≉チ

⏘Ꮫ㐃ᦠ䛻㛵䛩䜛
䝕䞊䝍

䝕䞊䝍ᩚഛ䠖
2013ᖺᗘᐇ⦼
 ᴗྡ㎡᭩䛾᥋⥆ᑐ㇟䛾
䝟䝔䞁䝖䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᣑ
 ᴗྡ㎡᭩䛾ᣑᙇ
 Ⓨ᫂⪅ྡᐤ䛫䛾㧗⢭ᗘ
ͤ ᴗྡ㎡᭩䜋䛛䜢2013ᖺ
11᭶29᪥䛻webබ㛤

z ◊✲㛤Ⓨ⛯ไ䛿ᴗ䛾◊✲㛤Ⓨ䛻䛹䛾䜘䛖
䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛯䛛䠛

ᨻᗓ䛾⏘ᴗ㛵㐃䛾
ᨻ⟇䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍

ᡂᯝ䛾ά⏝䜢㏻䛨䛯᳨ウ䠖2013ᖺᗘᐇ⦼
᭷㆑⪅䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥
䜢タ⨨䛧䚸ᩚഛᡂᯝ䝕䞊䝍䜢
ά⏝䛧䛯ศᯒ䜢ᐇ䛧䚸Ⓨ
⾲䜢㛤ദ䛧䛯䚹ྠ䛻䚸ᩚ
ഛ䝕䞊䝍䛾㐣㊊䚸౽ᛶ
➼䛻䛴䛔䛶䛾ホ౯䜢⾜䛳䛯䚹

ඖᶫ୍அ
㕥ᮌ㻌 ₶
すᏹ୍㑻
すᮧ㝧୍㑻
୰ᮧኴ
ᒣෆ㻌 ຬ
㛗ᒸ㈆⏨

ᮾிᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉ ᩍᤵ
ᨻ⟇◊✲Ꮫ㝔Ꮫ䠄GRIPS䠅 ᩍᤵ
㜰ᕤᴗᏛ▱ⓗ㈈⏘Ꮫ㒊 ㅮᖌ
⚄ዉᕝᏛ⤒῭Ꮫ㒊䞉Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ
⚄ᡞᏛᏛ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉䞉⤒῭Ꮫ㒊 ᩍᤵ
⤒῭⏘ᴗ◊✲ᡤ䠄RIETI䠅 ◊✲ဨ
୍ᶫᏛ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁◊✲䝉䞁䝍䞊 ᩍᤵ



9㻌

䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ 㛵ಀᶵ㛵䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䛆┠ⓗ䛇䠖◊✲㛤Ⓨ䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾ᐇᶵ㛵䛚䜘䜃㛵㐃䝕䞊䝍ಖ᭷ᶵ㛵䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏
䛆2013ᖺᗘᐇ⦼䛇 䠖3ᅇ㛤ദ䠄ྛᶵ㛵䛾䝕䞊䝍ಖ᭷䞉ᩚഛ≧ἣ➼䛻䛴䛔䛶ሗ䜢ඹ᭷䠅

ཧຍᶵ㛵䠖

せ䛺᳨ウ䝫䜲䞁䝖

 ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ䠄NII䠅
 ◊✲㛤Ⓨ䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾
 (⊂)⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ䠄JST䠅
ሗ䛾ᩚഛ䞉ᶆ‽䛾ྍ⬟
 (⊂)Ꮫホ౯䞉Ꮫᤵᶵᵓ䠄NIAD䠅
ᛶ䛻䛴䛔䛶
 (⊂)᪥ᮏᏛ⾡⯆䠄JSPS䠅
 ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬䝺
 (⊂)⤒῭⏘ᴗ◊✲ᡤ䠄RIETI䠅
䝡䝳䞊䜈䛾ᑐᛂ䛾ྍ⬟ᛶ
䛻䛴䛔䛶
 (⊂)᪂䜶䝛䝹䜼䞊䞉⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ䠄NEDO䠅
 ᛶ᱁䛾␗䛺䜛ᶵ㛵䜢
䜸䝤䝄䞊䝞䞊ཧຍ䠖
ྵ䜐ᮏ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛷䚸
 (⊂)㎰ᴗ䞉㣗ရ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᶵᵓ䠄NARO䠅
ඹ㏻䛾άື䜢䛔䛛䛻⾜䛖䛛
 (⊂)་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ䠄NIBIO䠅
 (⊂)ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ䠄NICT䠅
㛵ಀᶵ㛵䝛䝑䝖䝽䞊䜽ཧຍᶵ㛵䛻䜘䜛➇தⓗ㈨㔠㓄ศ㢠䛿䚸ᡃ䛜ᅜ䛾➇தⓗ㈨㔠
䛾⣙8䜢༨䜑䜛䚹
ᖹᡂ24ᖺᗘ䛷䛿➇தⓗ㈨㔠ண⟬㢠(⣙4,250൨)䛾⣙82䠂(⣙3,480൨)䚹㻌
ฟ䠖ᖹᡂ25ᖺᗘ∧⛉Ꮫᢏ⾡ⓑ᭩䛾➨2-5-2⾲/➇தⓗ㈨㔠⥲ᣓ⾲䜘䜚⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛜㞟ィ
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㛤ദᐇ⦼

NISTEP International Conference 2012

⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾䝕䞊䝍ᇶ┙䛾ᵓ⠏䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿㆟
䛆㛤ദ┠ⓗ䛇
z 䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛟ᨻ⟇ᙧᡂ䜢ᨭ䛘䜛䝕䞊䝍ᇶ┙ᵓ⠏䛻䛴䛔䛶䛾ᅜ㝿ⓗ䛺ືྥ䛾ᢕᥱ
z ᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛ᚋ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛾᪉ྥᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸
䛆㛤ദ᪥䛇䠖ᖺ᭶᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸
䛆ཧຍ⪅ᐇ⦼䛇䠖200ே

䛆䝉䝑䝅䝵䞁㻌㻝䛇㻌 ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛾ྲྀ䜚⤌䜏㻦㻌㻌
䜶䝡䝕䞁䝇䞉䝧䞊䝇䛾ᨻ⟇ᙧᡂ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶㻌

䛆䝉䝑䝅䝵䞁㻌㻟㻌䛇㻌㻌 䝕䞊䝍ᇶ┙ᵓ⠏䜈䛾ᣮᡓ㻌㻦㻌㻌
◊✲䛾᭱๓⥺䛛䜙㻌

 㯮⏣ ᫀ⿱ 䠄ᮾබ┈ᩥ⛉Ꮫ Ꮫ㛗 / ⛉Ꮫᢏ⾡⯆
ᶵᵓ◊✲㛤Ⓨᡓ␎䝉䞁䝍䞊 ୖᖍ䝣䜵䝻䞊䠅

 Ed Noyons 䠄䜸䝷䞁䝎 䝷䜲䝕䞁Ꮫ CWTS䠄⛉Ꮫᢏ
⾡◊✲䝉䞁䝍䞊ᡤ㛗䠅

 ᐩ⃝ ᏹஅ 䠄⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶ┙ㄪᰝ
◊✲ᐊ㛗䠅

 Denis Besnainou 䠄Ḣᕞጤဨ ◊✲䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
⥲ᒁ 䝘䝅䝵䝘䝹䜶䜻䝇䝟䞊䝖䠅

 Julia Lane 䠄⡿ᅜ STAR METRICS䝥䝻䜾䝷䝮䠅

 䛆䝕䜱䝇䜹䝑䝃䞁䝖䛇㕥ᮌ ₶䠄ᨻ⟇◊✲Ꮫ㝔Ꮫ ᩍ
ᤵ䠅

㻌
䛆䝉䝑䝅䝵䞁㻌㻞㻌䛇㻌㻌 ඛ㥑ⓗ䛺䝕䞊䝍ᇶ┙䛾㻌㻦㻌㻌
බⓗᨭ䜢ཷ䛡䛯◊✲䛚䜘䜃Ꮫ䜢ᑐ㇟䛻㻌
 Alison Allden 䠄ⱥᅜ 㧗➼ᩍ⫱⤫ィᒁ 䝏䞊䝣䜶䜾䝊
䜽䝔䜱䝤䠅

㻌
䛆䝟䝛䝹䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛇㻌㻌 䝕䞊䝍ᇶ┙䛾ᑗ᮶㻌㻦㻌
᪥ᮏ䜈䛾♧၀㻌
 䛆ᗙ㛗䛇ඖᶫ ୍அ 䠄ᮾிᏛᕤᏛ⣔◊✲⛉ ᩍᤵ䠅

 Jürgen Güdler 䠄䝗䜲䝒 䝗䜲䝒◊✲⯆༠ ሗ䝬
䝛䞊䝆䝯䞁䝖㒊㛛㛗䠅

 䛆䝟䝛䝸䝇䝖䛇ᐩ⃝ ᏹஅ, Julia Lane, Alison Allden,
Jürgen Güdler, Ed Noyons, Denis Besnainou

 䛆䝕䜱䝇䜹䝑䝃䞁䝖䛇ᯘ 㝯அ 䠄Ꮫホ౯䞉Ꮫᤵᶵᵓ
ᩍᤵ䠅

㻌

㻌
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㻌㻌

㛤ദᐇ⦼
㻌

䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛾ά⏝䛻㛵䛩䜛䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
䡚ᨻ⟇ᙧᡂ䜢ᨭ䛘䜛䜶䝡䝕䞁䝇䛾ᐇ䛻ྥ䛡䛶䡚

䛆㛤ദ┠ⓗ䛇
z 䛂䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛾ᵓ⠏䛃䛾ᡂᯝ䛾ሗ࿌
z ◊✲⪅䛻䜘䜛䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛾ඛ㥑ⓗ䛺⏝≧ἣ䛾⤂䛸䛭䜜䛻䜘䜛⏝ಁ㐍
䛆㛤ദ᪥䛇䠖ᖺ᭶᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
䛆ཧຍ⪅ᐇ⦼䛇䠖86ே

➨㻝㒊㻌 䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䜈䛾ᮇᚅ㻌

➨㻞㒊㻌 䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛾ά⏝ྍ⬟ᛶ㻌

 㛤ᣵᣜ

 Ꮫ㢮ᆺ䛛䜙䜏䛯ᅜ❧Ꮫ䛾⛉Ꮫᢏ⾡⏕⏘ᛶ䛾ኚື

ᴬཎ ⿱

 ᇶㄪㅮ₇
䡚⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䜢ᨭ䛘䜛
䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛸䛿䡚
㯮⏣ ᫀ⿱

 ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ 䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛾
ᩚഛᴗ䛾ᴫせ
ᐩ⃝ ᏹஅ
㉥ụ ఙ୍

 䛂⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛻䛚䛡䜛
䛄ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛅䛃䜈䛾䝕䞊䝍䞉ሗ
ᇶ┙䛾⥅⥆ⓗ䛺㈉⊩
ᑠᒣ ❳ྖ

ᓥ ୍๎㻌 䠄ᗈᓥᏛ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊 ᩍᤵ䠅

 ◊✲㈨※䛾㓄ศ䛸ㄽᩥ⏕⏘ᛶ䛾ศᯒ
㟷ᮌ ࿘ᖹ㻌 䠄୍ᶫᏛ⤒῭Ꮫ◊✲⛉ ㅮᖌ䠅

 ᴗྡ㎡᭩䛚䜘䜃IIP䝟䝔䞁䝖DB䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛ᥦゝ
୰ᮧ ኴ㻌 䠄⚄ᡞᏛ⤒῭◊✲⛉ ᩍᤵ䠅

 䝃䜲䜶䞁䝇䝉䜽䝍䞊䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜈䛾㈉⊩䛻㛵䛩䜛ศᯒ
ඖᶫ ୍அ㻌 䠄ᮾிᏛᕤᏛ⣔◊✲⛉ ᩍᤵ䠅

 ≉チฟ㢪䛾ᴗ㞟୰䛻㛵䛩䜛ศᯒ
㕥ᮌ ₶㻌 䠄ᨻ⟇◊✲Ꮫ㝔Ꮫ ᩍᤵ䠅

 Ⓨ᫂⪅䛾⛣ື䛸⏕⏘ᛶ䛻㛵䛩䜛ศᯒ
ᒣෆ ຬ㻌 䠄⤒῭⏘ᴗ◊✲ᡤ ◊✲ဨ䠅
す ᏹ୍㑻㻌 䠄㜰ᕤᴗᏛ ㅮᖌ䠅

➨㻟㒊㻌 䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛻䜘䜛ᨻ⟇Ỵᐃ䛻ྥ䛡䛶㻌
 䝟䝛䝹䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁
12

άືᐇ⦼
䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛾≉ᐃ䝔䞊䝬䛻ಀ䜛䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䞉䝉䝭䝘䞊
䕿⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛻䛚䛡䜛ᨻ⟇䝕䞊䝍䛾⏝䜢㏻䛨䛯᪂䛯䛺ᨻ⟇ᙧᡂ䛸
ᨻ⟇◊✲䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥㻌 㻌 䡚ᨻ⟇ྐ䚸ᨻ⟇ຠᯝศᯒ䛾ほⅬ䛛䜙䡚
䛆┠ⓗ䛇䠖
¾ ᨻ⟇ᙧᡂཬ䜃ᨻ⟇◊✲䛾⌧ሙ䛻䛚䛡䜛㈨※㓄ศ䝕䞊䝍䝧䞊䝇ཬ䜃㔜せ⟇䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ά⏝
᪉⟇䛻㛵䛩䜛ウ㆟
¾ ᚋ䛾䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᣑᙇ䞉㧗ᗘ䛻㛵䛩䜛ウ㆟
¾ ᨻ⟇䝕䞊䝍䛾ᩚ⌮䜔බ㛤䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛ウ㆟
䛆㛤ദ᪥䛇 䠖2014ᖺ3᭶5᪥䠄Ỉ䠅㻌 13:00䡚17:30㻌 䠄ᣍᚅ⪅䛾䜏䛻䜘䜛㛤ദ䠅
䛆せ䝥䝻䜾䝷䝮䛇
㻌 㻌 ㊃᪨ㄝ᫂䚸䝉䝑䝅䝵䞁Ϩ䠖ᨻ⟇ྐ䚸䝉䝑䝅䝵䞁ϩ䠖ᨻ⟇ຠᯝศᯒ
䛆ཧຍ⪅ᐇ⦼䛇䠖⣙40ྡ䠄ᨻ⟇ᙜᒁ6ྡ䚸Ꮫ10ྡ䚸⊂ἲ 6ྡ䚸NISTEP 9ྡ㻌 䜋䛛䠅

䕿䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䝷䞁䝏䝍䜲䝮䝉䝭䝘䞊
䛆┠ⓗ䛇䠖
¾ NISTEP䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛾⏝ಁ㐍
¾ ⱝᡭ⾜ᨻᐁ➼䛾䛂䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛔䛯㈨ᩱ䜢స䜚䛯䛔䛃䚸䛂ᨻ⟇❧䛻ᙺ❧䛴䝒䞊䝹䜢Ꮫ䜃䛯䛔䛃
䛸䛔䛳䛯䝙䞊䝈䛻ᛂ䛘䜛
䛆2013ᖺᗘᐇ⦼䛇 䠖
➨1ᅇ㻌 䠄2014ᖺ1᭶17᪥䠅
➨2ᅇ㻌 䠄2014ᖺ3᭶6᪥䠅
➨䠏ᅇ㻌 䠄2014ᖺ3᭶13᪥䠅

NISTEPᐃⅬㄪᰝ᳨⣴
⛉Ꮫᢏ⾡ᣦᶆHTML∧
䝕䝹䝣䜯䜲ㄪᰝ᳨⣴
13

Part䠎

ᑗ᮶䛾ᨻ⟇ㄢ㢟䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌

14

⛉Ꮫᢏ⾡ண ㄪᰝ䞉䝅䝘䝸䜸
䝥䝷䞁䝙䞁䜾䛾ᡂᯝ䛾ά⏝䛸
ᚋ䛾ᒎ㛤

15

ᡃ䛜ᅜ䛾⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾₻ὶ䛸ண
䞉 䛂䝕䝹䝣䜯䜲ㄪᰝ䛃
ᑓ㛛ᐙ䛻ᑐ䛧䛶⧞䜚㏉䛧㉁ၥ䜢ᢞ䛢
䛛䛡䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸☜ᐇᛶ䛾㧗䛔
㇟䛻ᑐ䛩䜛ண 䜢⾜䛖ᡭἲ䚹
䞉䛂䝅䝘䝸䜸䝥䝷䞁䝙䞁䜾䛃
ᮍ᮶䛾䛥䜎䛦䜎䛺ጼ䜢ලయⓗ䛻ᥥ䛟
䛣䛸䛷䚸ㄡ䜒䛜ண䛩䜛ᮍ᮶䛾䜏䛺
䜙䛪䚸䜲䞁䝟䜽䝖䛾䛝䛔ᮍ᮶䛾₯
ᅾྍ⬟ᛶ䛻ഛ䛘䜛䛯䜑䛾ᡭἲ䚹

• 䜻䝱䝑䝏䜰䝑䝥ẁ㝵
• 䝪䝖䝮䜰䝑䝥䛻䜘䜛
1970-80
ពᛮỴᐃ
ᖺ௦
• 䝉䜽䝍䞊㛫䛾ྜព
ᙧᡂ

1990
ᖺ௦

• ⛣⾜ᮇ
• ⥙⨶ⓗ䛺⛉Ꮫᢏ⾡
ᨻ⟇䛸ண ㄪᰝ䛾
㻌 䝸䞁䜽

᪥ᮏ䛿⛉Ꮫᢏ⾡ண 䛾䝟䜲䜸䝙䜰
ୡ⏺䛾ᶆ‽ⓗᡭἲ䛸䛧䛶ྛᅜ䛜᥇⏝

ᾏእ䠖EU䚸APEC䚸ⱥᅜ䚸䝗䜲䝒䚸㡑ᅜ
䝗

ᾏእ䠖䝻䝅䜰䚸
እ 䝻䝅䜰䚸䝇䜴
䝇䜴䜵䞊䝕䞁䚸୰ᅜ
䝕䞁 ୰ᅜ

• 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛸
2010䛾୍య

2001-2005
➨䠎ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬

1971 ➨䠍ᅇᢏ⾡ண ㄪᰝ
䝕䝹䝣䜯䜲

1977㻌 ➨䠎ᅇᢏ⾡ண

ㄪᰝ

䝕䝹䝣䜯䜲

1982㻌 ➨䠏ᅇᢏ⾡ண

ㄪᰝ

䝕䝹䝣䜯䜲

1987㻌 ➨䠐ᅇᢏ⾡ண

ㄪᰝ

䝕䝹䝣䜯䜲

1992㻌 ➨䠑ᅇᢏ⾡ண

ㄪᰝ

䝕䝹䝣䜯䜲

1997㻌 ➨䠒ᅇᢏ⾡ண

ㄪᰝ

䝕䝹䝣䜯䜲

2001㻌 ➨䠓ᅇᢏ⾡ண
䝕䝹䝣䜯䜲

ㄪᰝ

䝙䞊䝈ㄪᰝ

2005㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡ண ㄪᰝ䠄➨䠔ᅇ䠅
2006-2010
➨䠏ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁25

2011-2015
➨䠐ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬

䝕䝹䝣䜯䜲

䝅䝘䝸䜸

ᛴ㏿Ⓨᒎ㡿ᇦㄪᰝ

䝙䞊䝈ㄪᰝ

2010㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡䛾ண ㄪᰝ䠄➨䠕ᅇ䠅
䝕䝹䝣䜯䜲

䝅䝘䝸䜸

ㄢ㢟ゎỴᆺ叹吮呄呎吘双后听吟

2000-

• 㔜Ⅼ
• 䝖䝑䝥䝎䜴䞁䛻䜘䜛
ពᛮỴᐃ䞉㔜Ⅼ
• ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇䛸
㻌 ண ㄪᰝ䛾䝸䞁䜽

1995
⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏἲ
1996-2000
➨䠍ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬

ㄪᰝ

ᆅᇦWS

➨䠍䠌ᅇண 䛿䚸♫䛛䜙䛾䛂ㄢ㢟ゎỴᆺ䜰䝥䝻䞊䝏䛃䛸ᢏ⾡䛛䜙䛾䛂ᵓᡂᆺ䜰䝥䝻䞊䝏䛃䛾䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᆺ
䜢┠ᣦ䛩
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ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㻌 ክ䝡䝆䝵䞁䠎䠌䠎䠌䛾⟇ᐃ䛻㈉⊩㻌
ᵐᵎᵐᵎ࠰ỆܱྵẲẺẟٹὉᴾ
ἉỹỴẲẺẟ̖͌ᚇᴾ
ὁἁὁἁ

Ⴚ᩿ẴỦᅈ˟ႎᛢ᫆

̊ảịίᵬᵧᵱᵲᵣᵮ২ᘐʖยᛦ௹ኽௐẦỤਁЈὸᴾ

ʴӝถݲẆ᭗ᱫ҄

ឬᐮئज़ỂૼẺễᚇửܱྵẴỦẺỜỉ২ᘐᴾ
ଐஜἓὊἲỉѨМửᙸỦẺỜỉࢍ҄ሊ
ỉẺỜỉ২ᘐᴾ
ỺὅἑὊἘỶἳὅἚἿἮἕἚỆợỦٶಮ
ễἇὊἥἋỉẺỜỉ২ᘐᴾ
˂ᎍểỉếễầụὉٶಮࣱ
ό๖ễٶ૨҄ὉٶᚕᛖἅἱἷἝἃὊἉἹὅ
ỉẺỜỉ২ᘐᴾ
࠰ᱫởᨦܹửբỪẵᚇὉᚇήửಏẲỜỦ
ἸἝἢὊἇἽἙἈỶὅỉẺỜỉ২ᘐᴾ
ࣛᢘࣱὉМࣱ̝ὉјྙࣱὉܤμὉ࣎ܤ
ࣛᢘỂܤμễʩᡫᆆѣἉἋἘἲ
Ệ᧙ẴỦ২ᘐᴾ
ܭܤὉἋἰὊἚễỺἽἀὊᄩ̬Ὁ̓
ዅỉẺỜỉ২ᘐᴾ
ɭမỂஇờܤμὉ࣎ܤễଐஜửૅảỦ২ᘐᴾ

Ṽ৸ᆣ߶ћဠࣱࠖ҆ല५ᵆ˞˵ˍ˓˹˗˹˘˛˸˘ᵇȻᵚᵐᵎᵏᵗ࠰Ệ২ᘐႎ
ᴾ
ܱྵᵜᴾ
ḷᴾᵐᵎᵐᵎ࠰ỆỊẆỸỹỴἻἨἽᇢሁỂẟếỂờὉỄẮỂờὉ
ᛡỂờឬᐮئज़Ểᚇᴾ
Ͷ߶҆ྏмѓଚˀ࡙ୟȻ
ͶݎџѼѿҥӑӗҽң̶ҩәӥફ࡙܍ୟȻȻ
Ͷݴদˀ˳˥˦˹˳ѢѓѵѢۥຌᆛҔҩҫҺ࡙ୟȻᵚᵐᵎᵐᵎ࠰২ᘐႎܱྵᵜᴾ
ḷᴾᵐᵎᵐᵎ࠰ỆỊἣἻἼὅἦἕἁỉᚡầỼἼὅἦἕἁỉᚡửឬ
ảỦᵝᴾ
ṼᴾҘҙҔӛӈӝൾႨѸല႖ਔङӐҖҡӟҳҵӉ҆ߊᄿы
ѓܙӔҽұӜӥҢ̠ڭᆑ࡙ୟᴾ ᵚᵐᵎᵐᵏ࠰Ệ২ᘐႎܱྵᵜᴾ
ḷᴾᾁᾁ࠰ỆỊẆἛὊἦὅἂ౨௹ởᚇܲͤࡍሥྸỂᴾ
ṼᴾࡂॵѸಹޔѢӜҔӝұҖӒᄫഐˀࠑഐ̜ཇ௸
࡙ୟᴾ ᵚᵐᵎᵏᵗ࠰Ệ২ᘐႎܱྵᵜᴾ
ḷᴾᵐᵎᵐᵎ࠰ỆỊஹଐٳʴờᐯỉἴἢỶἽᇢሁỂᴾ
ᴾ ᴾ עᩗᡮإở༏ɶၐᜩ়ऴإửἼỴἽἑỶἲỂᄩᛐᴾ

ϋࠊᙹئỉݱᴾ
іʴӝỉ࣯ถᴾ
Ҕၲᝲỉٻفᴾ
เỺἽἀὊỉСኖ
ϐဃỺἽἀὊỉἅἋἚ᭗ᴾ
҄ჽ༓૰ỉௗญᴾ
Ҿ܇щỉᅈ˟ႎɧࣱܭܤᴾ
ᤸཋเỉௗญẆ͞נᴾ
ỺἽἀὊ̖ỉ᭗
ᬸᴾ
ἂἿὊἢἽ҄ẆἮὊἒἾἋ҄
ᚕᛖỉُᴾ
᪽Ꮿࣅỉьᡮᴾ
ϋӼẨ࣓Ӽᴾ
ૼᐻỉӨ᪽ᴾ

૨҄ởܪẆ˳ឋỆờᣐॾẲẺ࣎ܤẲ
ềಏẲỜỦʙỉẺỜỉ২ᘐᴾ

ᾘᾣဇỉủᴾ

ͅټὉᐯܹỆ᧙ẴỦᢘЏễऴإ੩
̓ỉẺỜỉ২ᘐᴾ

ᐯܹẆؾբ᫆Ẇܤዜਤ

Ṽᴾయ್ˏˣ˴˒˹ˋଂ҆ݵწપыѓ̜തᅉযయ್ౠઌ࡙ୟѸᴾ
ᴾᴾᴾᴾఁศయ್රആᆍ࡙ୟȻ ᵚᵐᵎᵐᵎ࠰Ẇᵐᵎᵐᵔ࠰Ệ২ᘐႎܱྵᵜᴾ
ḷᴾᵐᵎᵐᵎ࠰ỆỊᇤ২˟ئởᢠሁỊႾỺὉࣛᢘϬภᴾ
ଐஜỉẰݣሊẆͤࡍዜਤỉẺỜỉ২ᘐᴾ

έᇢ২ᘐỆợỦˡወᑸ২ᘐỉ̬܍২ᘐᴾ

ᙹٻעᩗẆඬỉἼἋἁᴾ
ൢͅ٭ѣᴾ
૰բ᫆ᴾ
ἘἿỉᏣیᴾ

ᒉὉٳʴὉࣱڡᄂᆮᎍầἓἵἾὅἊỂẨỦؕႴ
јྙႎὉјௐႎễ
ᄂᆮᝲ

ͤμẦếщửဃỚЈẴ
ᚸ̖

ἙὊἑؕႴૢͳ

ᨥ҄ỉਖ਼ᡶ

ௐầૼငಅởᨽဇỆኽỎếẪ
17
ἉἋἘἲ

17

ㄞ᪂⪺
2014ᖺ䠄ᖹᡂ26ᖺ䠅
1᭶5᪥᪥᭙᪥

18

බඹᨻ⟇ศ㔝䛾ᑗ᮶䝡䝆䝵䞁⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛶䛾㈉⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ክ䝡
䝡䝆䝵䞁2020

2030ᖺ䛾ㄢ㢟
䠄ᅜ㆟ဨຮᙉ䜈䛾ሗᥦ౪䠅
SciREX ᨻ⟇䜸䝥䝅䝵䞁᳨ウ䛾ヨ⾜

䝞䝑䜽䜻䝱䝇䝔䜱䞁䜾䛾㉳Ⅼ䛸䛺䜛
⼥ྜᨻ⟇㡿ᇦ䚸」ྜᨻ⟇㡿ᇦ䛾
2020ᖺ䝡䝆䝵䞁䚸2030ᖺ䝡䝆䝵䞁
⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛶䛾㈉⊩

19

2013ᖺᗘᐇ῭㡯┠䛸2014ᖺᗘᐇணᐃ㡯┠
ᑗ᮶䝡䝆䝵䞁᳨ウ䠄WS䝔䞊䝬䠅
1. ୡ⏺䛾୰䛾᪥ᮏ
2. ேཱྀᵓᡂ
3. ▱㆑♫
4. 㒔ᕷ䞉ᆅᇦ䞉䝁䝭䝳䝙䝔䜱
5. 㣗
6. 䝁䝛䜽䝖䞉䜸䞊䝥䞁
7. 〇ရ䝃䞊䝡䝇䝅䝇䝔䝮
(PSS)

♫ㄢ㢟䞉䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䛾ᢳฟ
䠄ྛWS㆟ㄽ䜢ᶓ᩿ⓗ䛻᳨ウ䠅
䛘䜀䞉䞉䠄᳨ウ୰䠅
䞉ఏ⤫䛾Ⓨぢ
䞉䝻䜾䛾ྲྀᚓ䛸ά⏝
䞉ᖾ䛫䛾ᐃ⩏
䞉᪂䛧䛔ᩍ⫱䚸䛺䛹

⏕ά⩦័䠄ඛ⾜ㄪᰝ䠅
䞉䜸䞁䝷䜲䞁䝕䝹䝣䜯䜲
㻌 䠄R1,R2ᮇ㛫▷⦰ )
䞉ᑓ㛛Ꮫ㐃ᦠ
㻌 䠄䝡䝆䝵䞁䚸ㄢ㢟䛾⟇ᐃ䠅
㻌 䠄㧗ᑓ㛛ᐙ㞟ᅋㄪᰝ䠅
䞉SciREX㐃ᦠ
䛺䛹䛾᳨ウ

ᑗ᮶♫ኚཬ䜃⛉Ꮫ
ᢏ⾡Ⓨᒎ䛾᪉ྥᛶ䛾᥈
⣴
䕿⡿ᅜ᭱᪂ሗ䠄䝩䝷䜲
䝌䞁䝇䜻䝱䝙䞁䜾䠅
䕿ᾏእሗ䠄䝔䞊䝬䠖Ỉ䠅

2013ᖺᗘ䠄H25ᖺᗘ䠅
2014ᖺᗘ䠄H26ᖺᗘ䠅

㔜せ⛉Ꮫᢏ⾡䛾Ⓨᒎືྥㄪᰝ䠄䝕䞊䝍㞟䞉✚䠅㻌
䕿ᑗ᮶䝡䝆䝵䞁ཬ䜃㐣ཤ䝕䝹䝣䜯䜲ㄪᰝ䛛䜙䛾㔜
㔜せ⛉Ꮫᢏ⾡䛾ᑟฟ
䕿㔜せ⛉Ꮫᢏ⾡䛾ᑗ᮶Ⓨᒎືྥㄪᰝ䠄䝕䝹䝣䜯䜲ㄪᰝ䠅
㻌 㻌 㻌 㻌 Ꮫ䚸◊✲ᶵ㛵䠄⊂ἲ䠅䛸䛾㐃ᦠ

ᑗ᮶♫ኚཬ䜃⛉
Ꮫᢏ⾡Ⓨᒎືྥ䛾᥈
⣴䞉ศᯒ
⛉Ꮫᢏ⾡ண 䜢⾜䛖
ୖ䛷ᚲせ䛺ᇶ┙ሗ
䜢ᖖ㞟䞉ศᯒ䚹

Ⓨᒎືྥ䝕䞊䝍䠄䝕䝹䝣䜯䜲䝕䞊䝍䠅䛻ᇶ䛵䛟䚸
䝡䝆䝵䞁ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯ᯟ⤌䜏䛾᳨ウ㻌 䠄䠍䠅
 ≉ᐃ䝔䞊䝬䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䚸ᑗ᮶䝡䝆䝵䞁ཬ䜃䛭
䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯ᯟ⤌䜏䜢᳨ウ
• ᆅᇦ
• ≉ᐃ䝔䞊䝬䠄ᗣ䚸䜶䝛䝹䜼䞊䚸⎔ቃ䚸➼䠅
• ᇶ┙䞉ඹ㏻ᢏ⾡
➼

Ⓨᒎືྥ䝕䞊䝍䛻
ᇶ䛵䛟䚸
䝡䝆䝵䞁ᐇ⌧䛻ྥ䛡
䛯ᯟ⤌䜏䛾᳨ウ㻌
䠄䠎䠅

䕿⛉Ꮫᢏ⾡ືྥㄪᰝ
㻌 䠄ண ㄪᰝ䛸㛵㐃䜢
῝䜑䛶⥅⥆ᐇ䠅
䕿◊✲ືྥศᯒ䠄ᾏ
እືྥ䚸≉ᐃ㡿ᇦື
ྥ䠅

 WS䝔䞊䝬䛤䛸䛾
᳨ウ䛸䜎䛸䜑
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2013ᖺᗘ䛾᳨ウ⤖ᯝ
䐟㻌 䝡䝆䝵䞁WS䛻䜘䜛ᐇ⌧䛩䜉䛝♫ീ䚸♫ㄢ㢟䛾ᢳฟ
2030䡚2050ᖺ䛻Ⓨ⌧䛩䜛䛣䛸䛜ண䛥䜜䜛♫ㄢ㢟䜢ᇶ䛻ศ⛉䜢タ䛡WS
ᙧᘧ䛷㆟ㄽ䜢⾜䛳䛯䚹
⤒῭♫ീ䜢ᕥྑ䛩䜛せ䠏せ⣲䚸ேཱྀ䠄ே㛫䠅䚸⏘ᴗ䚸⎔ቃ䠄ᅜ㝿䠅䜢㆟ㄽ䛾
㍈䛸䛧䚸ୗグලయⓗ㡯┠䛻䛴䛔䛶᳨ウ䠄ヲ⣽䛿ཧ⪃䛻ῧ䠅䠖
ୡ⏺䛾୰䛾᪥ᮏ䚸ேཱྀᵓᡂ㻌 䠄ேཱྀ䠅䚸▱㆑♫㻌 䠄⏘ᴗ䠅䚸㒔ᕷ䞉ᆅᇦ䞉䝁䝭䝳䝙䝔䜱㻌 䠄ேཱྀ䠅䚸
㻌 㻌 㣗䠄㎰䞉Ỉ䞉Ỉ⏘䠅㻌 䠄⏘ᴗ䠅䚸䝁䝛䜽䝖䞉䜸䞊䝥䞁



䐠㻌 ⏕ά⩦័䠄⢾ᒀ䜢䛸䛧䛶䠅䛾ඛ⾜᳨ウ
㻌 㻌 㻌 SciREX䝥䝻䜾䝷䝮䛸䛧䛶᳨ウ
䝡䝆䝵䞁ĺ♫ㄢ㢟ĺᢏ⾡ㄢ㢟ĺ䝕䝹䝣䜯䜲ĺ⏘ᴗ㐃㛵ศᯒ䛾ヨ⾜
㻌 㻌 䠄䝡䝆䝵䞁䛛䜙ᢏ⾡ண 䚸ᑗ᮶ேཱྀືែ䚸⏘ᴗἼཬ䜢ྵ䜐୍㈏ㄪᰝ䛾ᐇ䠅
䜸䞁䝷䜲䞁䝕䝹䝣䜯䜲䛻䜘䜛䝕䝹䝣䜯䜲ㄪᰝᮇ㛫䛾ᖜ▷⦰
㻌 㻌 䠄ᚑ᮶䛾R1,R2ᐇ䝃䜲䜽䝹3䡚4䛛᭶䜢⣙1䞃᭶䛻ᖜ▷⦰䠅
つᶍᏛ㐃ᦠ䛻䜘䜛㧗ᗘᑓ㛛ᐙ䛻ᑐ䛩䜛䝕䝹䝣䜯䜲ㄪᰝᐇ
㻌 㻌 䠄⢾ᒀᏛ䠖ဨᩘ⣙17༓ྡ䛻ㄪᰝᐇ䚹1,007ྡ䛛䜙䛾ᅇ⟅䜢ᚓ䛯䠅
䝡䝑䜾䝕䞊䝍䠄䝺䝉䝥䝖䚸㟁Ꮚ䜹䝹䝔䚸᳨デ䝕䞊䝍䠅➼䜢⤫ྜ䛧䛯ḟୡ௦Ꮫㄪᰝ
䛸䛾㐃ᦠ䠄⚟ᒸ┴㣤ሯ㝔䛻䛚䛡䜛1000⛬ᗘ䛾⤫ྜ䝕䞊䝍䜢ゎᯒ䠅

䐡㻌 ᾏእ㐃ᦠ䛻䜘䜛䜾䝻䞊䝞䝹䝺䝧䝹䛾ㄢ㢟䛾᳨ウ
ண

ᅜ㝿㆟䛸䝸䞁䜽䛧䛯ᅜ㝿WS䜢䚸䜾䝻䞊䝞䝹䛺䛂Ỉ䛃䜢ㄢ㢟䛸䛧䛶㆟ㄽ
21

⏕ά⩦័䠄⢾ᒀ䜢䛸䛧䛶䠅䛾ඛ⾜᳨ウ
䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛻䛶᳨ウ

2013.7

2013.10

ᅜ䛾デ⒪䜺䜲䝗䝷䜲
䞁䛾ධᡭ

ᢏ⾡䝬䝑䝥䚸ᢏ⾡
䝅䝘䝸䜸䛾సᡂ

་⒪⌧ሙ䛷䛾⒪
䝥䝻䝖䝁䝹䛾ධᡭ

デ⒪䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻
ᇶ䛵䛟ᢏ⾡䝬䝑䝥䛾
సᡂ

䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛻䛶᳨ウ

2014.2

⢾ᒀᏛ䞉ᑓ㛛ᐙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻䛶ᐇ

2014.2䡚3

䝕䝹䝣䜯䜲
ㄢ㢟タᐃ

䜸䞁䝷䜲䞁
䝕䝹䝣䜯䜲

NISTEP

2014.3
㛫㍈䜢క䛳䛯
ᢏ⾡䝅䝘䝸䜸䛾⟇ᐃ

ᗣ㛗ᑑ♫䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯䚸⢾ᒀ䛻㛵䜟䜛⛉Ꮫᢏ⾡ືྥ䛾䛸䜚䜎䛸䜑㻌
䠄䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥㛤ദෆᐜ䚸㣤ሯ㝔䛸䛾ඹྠ◊✲⤖ᯝ䛾䛸䜚䜎䛸䜑䠅㻌

2013.3
⛉Ꮫᢏ⾡㛤Ⓨ
䝅䝘䝸䜸

䜽䝸䝙䜹䝹䝟䝇䛾
ศ㢮

2013.10
䝺䝉䝥䝖䝕䞊䝍䛾
ධᡭ

SciREX

2014.2

2013.12
⏘ᴗ㐃㛵⾲సᡂ
⛉Ꮫᢏ⾡㛤Ⓨ䛾
⤒῭♫ᵓ㐀ኚ
䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁
䝰䝕䝹㛤Ⓨ

䝺䝉䝥䝖䝕䞊䝍䛻
ᇶ䛵䛟ែ䝇䝔䞊䝆
ศ㢮䚸་⒪ᢏ⾡
䠄ᢞ⸆䞉⒪䠅
䝺䝉䝥䝖ᩘ䛻ᇶ䛵䛟
ᝈ⪅ᩘ䛾᥎ィ
䝺䝉䝥䝖䝕䞊䝍䛻
ᇶ䛵䛟ែ䝇䝔䞊䝆
ẖ䛾䝺䝉䝥䝖ᩘ䠄n䠅

2014.3

ែ㑄⛣䝰䝕䝹䛾
ᵓ⠏

2013.12

2013.12

ேཱྀᵓ㐀➼
䛾䝅䝘䝸䜸

⛉Ꮫᢏ⾡㛤Ⓨ䛻
䜘䜛ேཱྀᵓ㐀ኚ
䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁
䝰䝕䝹㛤Ⓨ

2014.2
♫⤒῭
䜲䞁䝟䜽䝖
ศᯒ

2014.3
ᨻ⟇䜸䝥
䝅䝵䞁సᡂ
䝰䝕䝹

2014.2

22

2014 䝇䜿䝆䝳䞊䝹
䠐䡚䠑᭶

䠒䡚䠓᭶

䠔䡚䠕᭶

䠍䠌䡚䠍䠍᭶

䠍䠎᭶䡚

䠆ㄢ㢟᳨ウ㻌 ĺĺㄢ㢟☜ᐃ㻌 䠆䝕䝹䝣䜯䜲䠄R1,R2䠅

䝣䜷䞊䝃䜲䝖

䠆ㄢ㢟᳨ウ㻌 ĺĺㄢ㢟☜ᐃ㻌 㻌 䠆䝕䝹䝣䜯䜲䠄R1,R2䠅

㻌 㻌 㻌ĺ㻌 ĺ㻌 ㄢ㢟☜ᐃ 䠆䝕䝹䝣䜯䜲䠄R1,R2䠅
䠆ㄢ㢟᳨ウ㻌

ᨻ⟇㒊ᒁ䜈䛾䜲䞁䝥䝑䝖䛿䚸
4䡚5᭶䛾ㄪᰝึᮇ䛸䚸11᭶
䛾➨䠑ᮇᇶᮏィ⏬䛾ṇᘧ䛺
㆟ㄽ㛤ጞᮇ䛻㔜Ⅼ

2014.9ᮎ䜎䛷䛻8ศ㔝3䜾䝹䞊䝥
䛻ศ䛡䛶䝣䜷䞊䝃䜲䝖䜢ᐇ
䝅䝘䝸䜸䝥䝷䞁
䝙䞁䜾

䠆䝔䞊䝬᳨ウ

䠆ே㑅᳨ウ

䠆WS㛤ദ䠄䝅䝘䝸䜸సᡂ䛾䛯䜑䛾䠅
䠆䝅䝘䝸䜸సᡂ

7䡚䠕᭶䛻䛴䛔䛶䜒䚸⤖ᯝ䛜
ฟḟ➨䚸㏲ḟ䜲䞁䝥䝑䝖
ᨻ⟇㒊ᒁ䜈䛾
䜲䞁䝥䝑䝖

ᩥ⛉┬⛉ᨻᒁ䚸⮧ᐁᡣᡓ␎ᐊ
ෆ㛶ᗓ䠄⛉ᢏᨻ⟇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᢸᙜ䠅

ᩥ⛉┬⛉ᨻᒁ䚸⮧ᐁᡣᡓ␎ᐊ
ෆ㛶ᗓ䠄⛉ᢏᨻ⟇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᢸᙜ䠅

23

䛂༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᵓ⠏䛃
㐍ᤖ≧ἣ䛻䛴䛔䛶



ᖹᡂ25ᖺᗘ 䛂༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾タィ䛸ά⏝䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃

༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠄DB䠅䛾ᵓ⠏
1. ༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠄DB䠅ᵓ⠏䛾┠ⓗ
z Ꮫ㝔ᩍ⫱䛻ᑐ䛧䚸䜾䝻䞊䝞䝹䜔⏘ᴗ⏺䛾䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯༤ኈேᮦ䛾⫱ᡂ䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛
z ༤ኈㄢ⛬ಟᚋ䛾㐍㊰ሗ䛾ྲྀᚓ䛿㝈ᐃⓗ䛷䛒䜚䚸♫䛻䛚䛡䜛༤ኈேᮦ䛾ά㌍≧ἣ䜢ᢕᥱ䛩䜛యไ䛜ᩚ䛘䜙䜜䛶䛔䛺䛔
z Ꮫ䜔㛵㐃ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚䚸༤ኈㄢ⛬ಟ⪅䛾ᒓᛶ䜔ಟᚋ䛾⥅ⓗ䛺䜻䝱䝸䜰㏣㊧䜢ྍ⬟䛸䛩䜛ሗᇶ┙䛸䛧䛶༤ኈேᮦDB䜢ᩚഛ

2. ༤ኈேᮦDBᵓ⠏䛾ᖺḟ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛸ᖹᡂ25ᖺᗘጤクᴗ䛾⨨䛡
ጤクᴗົ

H24ᖺᗘ

H23ᖺᗘ

9/21

8/22
༤ኈேᮦDB
䛾ᵓ⠏䛸
ά⏝

H25ᖺᗘ

H26ᖺᗘ

4 – 6᭶ 7 – 9᭶ 10–12᭶ 1 – 3᭶ 4 – 6᭶ 7 – 9᭶ 10–12᭶ 1 – 3᭶ 4 – 6᭶ 7 – 9᭶ 10–12᭶ 1 – 3᭶

䛂༤ኈㄢ⛬ಟ⪅䛾㏣㊧䝅䝇䝔䝮䞉㧗ᗘ
ேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯ᇶ┙ᩚഛ䛃

4 – 6᭶

7 – 9᭶

8/26

䛂༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾
ㄪᰝ䛚䜘䜃ᇶ┙ᩚഛ䛃

䝟䜲䝻䝑䝖㐠⏝䛾ᐇ

䛂༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾タィ䛸ά
⏝䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃

༤ኈㄢ⛬ಟ⪅䛾䜻䝱䝸䜰ᢕᥱ䛻㛵䛩䜛
ᅜ㝿䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛾㛤ദ(2/27)

3. ༤ኈேᮦDB䛾ᵓ
(i)

(ii)

ᖹᡂ25ᖺᗘ௨㝆䛻༤ኈㄢ⛬䜢ಟ䛩䜛⪅䠄ᖺ㛫⣙
15༓ேಟ䠅䜢༤ኈேᮦDB䛾Ⓩ㘓ᑐ㇟⪅䛸䛧䚸
༤ኈㄢ⛬ᅾ⡠䛾ᇶᮏሗ䛸༤ኈㄢ⛬ಟᚋ䛾
㐍㊰ሗ䜢㞟䛩䜛䚹

1 – 3᭶

10 – 12᭶

䝟䜲䝻䝑䝖∧༤ኈேᮦDB

䝅䝇䝔䝮䝣䝻䞊䛾䠖Ⓩ㘓⪅䛜༤ኈேᮦ㻰㻮䛻┤᥋ሗ䜢ධຊ䛩䜛ሙྜ
༤ኈᅾ⡠⪅㻛ಟ⪅㻌
༤ኈ㻰㻮䝟䞁䝣䝺䝑
䝑
䝖䞉౫㢗≧㻌

Ꮫ㻌

䝅䝇䝔䝮⟶⌮⪅㻌

㻺㻵㻿㼀㻱㻼㻌
䝕䞊䝍Ⓩ㘓䞉᭦᪂䚸
䜰䞁䜿䞊䝖౫㢗㻌

Ꮫᢸᙜ⪅㻌
Ꮫᢸᙜ⪅
Ꮫ㒊䞉◊✲⛉䠋ᣦᑟᩍᐁ㻌
Ꮫ㒊䞉◊✲⛉䠋ᣦᑟᩍᐁ
✲⛉䠋

NISTEP䛿༏ྡ䛧䛯䝕䞊䝍䜢㞟䛧䛶㐍㊰≧ἣ䜔
㞠⏝᮲௳➼䛻㛵䛩䜛ศᯒ䜢⾜䛔䚸ྛᏛ䛻䝣䜱䞊䝗
䝞䝑䜽䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸༤ኈ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛㧗ᗘᑓ㛛ே
ᮦ䛾⫱ᡂ䛾䛯䜑䛾ᨻ⟇❧䛻ᙺ❧䛶䜛䚹

ᇶᮏሗ䚸
㐍㊰ሗ➼
ධຊ
ධຊ㻌

(iii) ᵓ⠏䛧䛯༤ኈேᮦDB䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛻ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䞉
NISTEP䛜ᐇ䛧䛶䛔䜛䚸༤ኈㄢ⛬ಟ⪅䜔䝫䝇䝖䝗
䜽䝍䞊➼䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯㐍㊰ㄪᰝ䜢ᐇ䛩䜛ᇶ┙䛸䛧
䛶⏝䛩䜛䛸ྠ䛻䚸ಟᖺ䜢≉ᐃ䛧䛯䝟䝛䝹ㄪᰝ
䛾ᐇ䛻ᚲせ䛺ྎᖒ䛸䛧䛶ά⏝䛩䜛䚹

Ꮫෆ㻰㻮㻌
Ꮫෆ㻰㻮
㻮

⮬Ꮫศ㻌
༤ኈ㻰㻮㻌
᱁⣡䝕䞊䝍㻌

༏ྡ䛥䜜
䛯䝕䞊䝍㻌

༤ኈேᮦ
ᮦ
㻰㻮㻌
㻰㻮

䝕䞊䝍ෆᐜ䛾☜
䝕
䝍ෆᐜ䛾☜
ㄆ䞉ಟṇ㻌

㞟ィ䞉ศᯒ⤖ᯝ㻌
䞉ศᯒ

⏬㠃ୖ䛷ศᯒ㻌
⮬Ꮫศᯒ⤖ᯝ䛸ẚ㍑㻌

䜰䞁䜿䞊䝖౫㢗㻌
㢗
㐃⤡㻌

(iv) Ꮫ䛾せᮃ䛻ᛂ䛨䛶䚸⊂䠅⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ䛾◊
✲⪅DB䛷䛒䜛researchmap䜔JREC-IN䛸䛾㐃ᦠ䜢᳨
25 ウ䛧䚸⥲ྜⓗ䛺ᶵ⬟䜢ᐇ䛥䛫䜛䚹



䈜㻌 㻌 㻌 㻌 ᐇ
ᐇ㝿䛾⾜ື㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝕
䝕䞊䝍䛾ὶ䜜㻌

ᖹᡂ25ᖺᗘ 䛂༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾タィ䛸ά⏝䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃

㧗ᗘᑓ㛛ேᮦ䛾ᩍ⫱䛛䜙♫䜈䛾⛣⾜䛻㛵䛩䜛䝟䝛䝹䠄㏣㊧䠅ㄪᰝ䛾᳨ウ
1. 䝟䝛䝹ㄪᰝ䛾┠ⓗ
z ྠ୍ಶே䜢㏣㊧䛩䜛䛣䛸䛷䚸ከᵝ䛺䜻䝱䝸䜰䝟䝇䛾ᢕᥱ
z ༤ኈ䛾㞠⏝ᣦᶆ䛾⟬ᐃ(ᑵᴗ⋡䚸ኻᴗ⋡䚸㈤㔠⋡➼䠅
z ேᮦ⫱ᡂᨻ⟇ຠᯝ䛾᳨ド䚸ᨻ⟇ⓗ▱ぢ䜢ᥦၐ
z ᅜ㝿ẚ㍑䠄⡿ᅜ䚸ⱥᅜ䚸䝣䝷䞁䝇➼䠅䛾༤ኈ䛾≧ἣ䛸䛾ẚ㍑

ㄪᰝᑐ㇟
z 2012ᖺᗘ䛾༤ኈྕྲྀᚓ⪅ (⣙15,000/ᖺ䠅ဨ
ㄪᰝෆᐜ
z 㐍㊰䞉㞠⏝᮲௳䛾ヲ⣽䜔⏕ά≧ἣ䚸ព㆑➼䜢㏣㊧ⓗ䛻ㄪ
ᰝ䛧䚸༤ኈேᮦ䛾ከᵝ䛺䜻䝱䝸䜰䝟䝇䛾ᢕᥱ䚸㉳ᴗ䚸㞠⏝
≧ἣ䚸◊✲ᡂᯝ➼

2. 䝟䝛䝹ㄪᰝ䛾ᖺḟ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛸ᖹᡂ25ᖺᗘጤクᴗ䛾⨨䛡
ጤクᴗົ
༤ኈேᮦDB
䛾ᵓ⠏䛸
ά⏝

H25䠄2013䠅ᖺᗘ

H26䠄2014䠅ᖺᗘ

H27䠄2015䠅ᖺᗘ

H28䠄2016䠅ᖺᗘ

4 – 6᭶ 7 – 9᭶ 10–12᭶ 1 – 3᭶ 4 – 6᭶ 7 – 9᭶ 10–12᭶ 1 – 3᭶ 4 – 6᭶ 7 – 9᭶ 10–12᭶ 1 – 3᭶

4 – 6᭶

7 – 9᭶

10 – 12᭶

1 – 3᭶

8/26
䛂༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾タィ䛸ά⏝䛾
ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃㧗ᗘᑓ㛛ேᮦ䛾
ᩍ⫱䛛䜙♫䜈䛾⛣⾜䛻㛵䛩䜛䝟䝛䝹
䠄㏣㊧䠅ㄪᰝ䛾᳨ウ䛃

䝟䜲䝻䝑䝖㐠⏝䛾ᐇ
Ꮫ䛻䜘䜛
ᮏ✌ാ
䝟䜲䝻䝑䝖∧༤ኈேᮦDB
༤ኈಟ⪅䛾
ྎᖒ䛸䛧䛶⏝

Japan Doctoral Human
Resource Profile䠄JDP䠅
᪥ᮏ༤ኈேᮦ㏣㊧ㄪᰝ

㻌26

䞉䝁䝩䞊䝖A-wave1䠄2012༞䠅
䛾䝟䜲䝻䝑䝖ㄪᰝᐇ
䞉ຓゝጤဨ䛾ᐇ

䞉䝁䝩䞊䝖A-wave2䛾ᐇ
䞉䝁䝩䞊䝖B䠄2015༞䠅
㏣ຍ䛾᳨ウ䛸‽ഛ

䞉䝁䝩䞊䝖A-wave3䛾ᐇ
䞉䝁䝩䞊䝖B-wave1䛾ᐇ



༤ኈேᮦDB䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯ྜព㡯
ᖹᡂ25ᖺᗘጤクᴗ䛂༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾タィ䛸ά⏝䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃䛾୰䛷䚸ḟᖺᗘ䛛䜙䛾༤ኈ
ேᮦDB䝟䜲䝻䝑䝖㐠⏝䛾ᐇ䛻ྥ䛡䚸Ꮫ㛵ಀ⪅䜢୰ᚰ䛸䛧䛯䝽䞊䜻䞁䜾䞉䜾䝹䞊䝥䜢タ⨨
䝽䞊䜻䞁䜾䞉䜾䝹䞊䝥䛻䛚䛡䜛᳨ウ䞉ྜព㡯
䝟䜲䝻䝑䝖㐠⏝ᐇ䛻ྥ䛡䛯Ꮫෆ䛷䛾ㄪᩚ㡯
DBⓏ㘓㡯┠䚸䝅䝇䝔䝮䛾タィ䛸ᨵⰋ
Ⓩ㘓⪅䞉Ꮫ䛻ᑐ䛩䜛䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾タィ
䝟䜲䝻䝑䝖㐠⏝ᐇィ⏬䞉㐠⏝ᡭ㡰᭩䛾⟇ᐃ
䝟䜲䝻䝑䝖㐠⏝䛻㛵䛩䜛ྜព㡯䛾Ỵᐃ

ᵓᡂጤဨ
䕿 ᵽཱྀ⨾㞝

ὸ㔝 ⱱ㻌 㻌 㻌
ぢ㻌 Ṋ
㛛ᮧᖾኪ 㻌
ᕝཱྀྖ
Ἑ㔝 ᗣ㻌 㻌 㻌
ᅧ⚽Ꮚ
➲℩㻌 ᕑ
Ⳣ⃝㈗அ
㮖ぢⰾᙪ㻌 㻌
⋢ᒸ㞞அ㻌 㻌
୰ᓥᚊᏊ㻌 㻌
ྜྷ⏣⪔㻌 㻌

᠕⩏ሿᏛၟᏛ㒊 ᩍᤵ
⊂❧⾜ᨻἲே㻌 Ꮫホ౯䞉Ꮫᤵᶵᵓ㻌 ᩍᤵ
ி㒔Ꮫ ⌮⿵㻌 ᆅ⌫⎔ቃᏛᇽ㻌 ᩍᤵ
㜰Ꮫ⏘Ꮫ㐃ᦠᮏ㒊 ≉௵ᩍᤵ
୍ᶫᏛᏛ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ
ྡྂᒇᏛ♫㈉⊩ேᮦ⫱ᡂᮏ㒊䝡䝆䝛䝇ேᮦ⫱ᡂ䝉䞁䝍䞊 ≉௵ᩍᤵ
ⰪᾆᕤᴗᏛᏛ㝔 Ꮫ㛗⿵బ
᠕⩏ሿᏛ⌮ᕤᏛ㒊ሗᕤᏛ⛉㻌 ᩍᤵ
ዉⰋඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㝔Ꮫ䜻䝱䝸䜰ᨭᐊ ≉௵ᩍᤵ
ᾏ㐨Ꮫேᮦ⫱ᡂᮏ㒊䝟䜲䜸䝙䜰ேᮦ⫱ᡂ䝇䝔䞊䝅䝵䞁 ≉௵ᩍᤵ
⚄ᡞᏛ⤒῭Ꮫ◊✲⛉㻌 ᩍᤵ
⊂❧⾜ᨻἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ▱㆑ሗ㒊㻌 ㄪᰝᙺ
㜰Ꮫ⏘Ꮫ㐃ᦠᮏ㒊 ≉௵ᩍᤵ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䜸䝤䝄䞊䝞䞊
⊦⫤ᚿ㔝
㧗➼ᩍ⫱ᒁᏛ⯆ㄢᏛᨵ㠉᥎㐍ᐊ㻌 ᐊ㛗
ᆏୗ㕥㮵㻌 㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇ᒁ⏬ホ౯ㄢᨻ⟇⛉Ꮫ᥎㐍ᐊ㻌 ᐊ㛗
ᒣཱྀ 㢧㻌 㻌 㻌 ◊✲⯆ᒁᏛ⾡◊✲ຓᡂㄢ⏬ᐊ㻌 ᐊ㛗
⏣⾜
⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇ᒁேᮦᨻ⟇ㄢேᮦᨻ⟇᥎㐍ᐊ㻌 ᐊ㛗

䝽䞊䜻䞁䜾䞉䜾䝹䞊䝥䚸䜸䝤䝄䞊䝞䞊ཧຍᏛ䜢୰ᚰ
䛻ᖹᡂ26ᖺᗘ䜘䜚䝟䜲䝻䝑䝖㐠⏝䛾㛤ጞ
⊂䠅⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ䚸ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ䛸㐃ᦠ䛧䚸
ᣢ⥆ྍ⬟䛺༤ኈேᮦDB䛾ᑗ᮶ീ䛾タィ䛸ᵓ⠏
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䝽䞊䜻䞁䜾䞉䜾䝹䞊䝥ཧຍᏛ

ពぢ䞉䜸䝤䝄䞊䝞䞊ཧຍᏛ

ᾏ㐨Ꮫ
᠕⩏ሿᏛ
ྡྂᒇᏛ
ி㒔Ꮫ
ዉⰋඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㝔Ꮫ
㜰Ꮫ
⚄ᡞᏛ

ᮾᏛ
⟃ἼᏛ
ᮾிᕤᴗᏛ
ᮾிᏛ
᪩✄⏣Ꮫ
ᗈᓥᏛ
ᕞᏛ



༤ኈேᮦDB䛾䝅䝇䝔䝮ᩚഛ䛸ά⏝᪉ἲ
㻌
㻌

༤ኈேᮦDB䛾≉ᚩ

㻌

Ⓩ㘓⪅䛻ᑐ䛩䜛䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤

•

ᅾ⡠୰䛾ᩍ
ᩍ⫱◊✲≧ἣ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ䛺ሗ䛸ಟᚋ䛾ከ
ከᵝ䛺䜻䝱䝸䜰䝟
䝇䛻ᑐᛂ䛧䛯Ⓩ㘓㡯┠䚸䝅䝇䝔䝮ୖ䛷䛾ศᯒᶵ⬟䜢ഛ䛘䜛㻌

•

䜻䝱䝸䜰ᵓ⠏ᨭ䠖㻌ዡᏛ㔠䞉䝫䝇䝖䞉ᾏእ◊✲άື䞉䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥➼䛻㛵䛩䜛
ሗ䜔ᶵ䛜ᥦ౪䛥䜜䜛䚸ᴗ䜔◊✲ᐊ㻻㻮䞉㻻㻳䛻䜘䜛䝸䜽䝹䞊䝔䜱䞁䜾㻌

•

༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕䛾䛖䛱⣙
⣙㻞䛜እᅜேᏛ⏕䛾䛯䜑䚸᪥ᮏㄒ䞉ⱥㄒ䛾䠎䜹ᅜㄒ䛻
ᑐᛂ㻌

•

༤ኈேᮦ㛫䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠖㻌Ꮫ䞉◊✲⛉䞉ᡤᒓ◊✲ᐊ༢䜔␃Ꮫ⏕ྠኈ
䛾ὶ䛾ሙ䛸䛧䛶⏝䛜䛷䛝䜛㻌

•

༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕䛾䛖䛱⣙
⣙㻠䛜♫ேᏛ⏕䛾䛯䜑䚸♫ேᏛ⏕䛾᭷⫋䞉⫋䜢
⪃៖䛧䛶㐍㊰ሗ䜢ྲྀᚓ䞉ศᯒ㻌

•

ಟᚋ䛾䝃䞊䝡䝇䛸䛧䛶䠖㻌Ꮫྲྀᚓド᫂᭩䞉ᡂ⦼ド᫂᭩䛾Ⓨ⾜౫㢗䚸ᣦᑟᩍဨ
䛻ᑐ䛩䜛ಟᚋ䛾㐍㊰ሗ䛾䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽㻌

•

䜻䝱䝸䜰ᵓ⠏䛾ཧ⪃ሗ䠖㻌༏ྡ䛧䛯Ⓩ㘓⪅䛾䜻䝱䝸䜰ሗ䜢ಶே༢䛷㜀
ぴ䞉᳨⣴䛩䜛ᶵ⬟䛻䜘䜚䚸䝻䞊䝹䝰䝕䝹䜔䝯䞁䝍䞊䛾᥈⣴䛜ྍ⬟㻌

༤ኈேᮦDB䞉Web䝅䝇䝔䝮䠄సᡂ୰䠅

㻌

㻌

㻌

Ꮫ䛻ᑐ䛩䜛䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤

•

Ꮫ⏕䛾άື䞉ᑵ⫋≧ἣ䛾ᢕᥱ䠖㻌◊✲䞉㐍㊰䞉ᾏእ◊✲άື䞉䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥➼䛻
ᑐ䛩䜛Ꮫ⏕䛾ᕼᮃ䛸㐍ᤖ≧ἣ䛾䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛺ᢕᥱ䛻䜘䜚䚸䛒䜎䜚άືⓗ䛷䛺䛔
Ꮫ⏕䚸ᑵ⫋ඛ䛜ᮍỴᐃ䛾Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䛶㐺ษ䛺䝍䜲䝭䞁䜾䛷ᨭ䛜ᐇ䛷䛝䜛㻌

•

ᚑ᮶ㄪᰝ䛾䝅䝇䝔䝮䠖 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䞉NISTEP䛜ᐇ䛧䛶䛔䜛䚸༤ኈㄢ⛬ᅾ⡠⪅䞉
ಟ⪅➼䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ㄪᰝ䛻䛚䛡䜛ົⓗ䛺㈇ᢸ䛾㍍ῶ

•

༤ኈㄢ⛬ಟ⏕䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽⥔ᣢ䠖㻌༤ኈㄢ⛬ಟᚋ䛾ಟ⪅䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䛾ᵓ⠏䜔䚸ྠ❆ྡ⡙䛾సᡂ䚸ᐤ㝃㔠䛾౫㢗㻌

•

ேᮦ⫱ᡂ䛻㛵䛩䜛┠ᶆタᐃ䛸⤖ᯝ䛾ᢕᥱ䠖㻌 ᩍ⫱◊✲≧ἣ䛸㐍㊰ሗ䛾⤫ྜゎ
㻌
ᯒ䛻䜘䜚䚸Ꮫ䛾ㄆドホ౯䜔ἲேホ౯䛻ᚲせ䛺ேᮦ⫱ᡂຠᯝ䛾䜶䝡䝕䞁䝇䞉ᣦ
ᶆ䜢ᥦ౪㻌

㻌
•

䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䞉ᗈሗ䠖㻌䜻䝱䝸䜰䝟䝇䛾ዲ䜔䚸ධᏛ⪅䛾ᒓᛶู䛻䜘䜛䜻䝱䝸䜰
㻌
䛾ศᯒ⤖ᯝ䜢䚸ඃ⚽䛺༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕䜢⋓ᚓ䛩䜛䛯䜑䛾䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾ᡓ␎䛾❧
䞉Ꮫ䛾ᗈሗάື䛻ά⏝㻌

㻌
㻌
㻌

http://hr.nistep.go.jp
㻌28

༤ኈேᮦDB䛾ᣑᙇᛶ

•

䝛䝑䝖䝁䝰䞁䝈䛷ᵓ⠏䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸㼞㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㼙㼍㼜䛸䛾ぶᛶ䛜㧗䛟䚸Ꮫ䛾ᕤ
ኵḟ➨䛷⊂⮬䝰䝆䝳䞊䝹䛾㏣ຍ䛻䜘䜚ᶵ⬟ᣑᙇ䛜ྍ⬟㻌

•

༤ኈㄢ⛬ಟ⪅䛻㝈䜙䛪䚸ಟኈ䞉䝫䝇䝖䝗䜽䝍䞊➼䛻䜒ᑐᛂ䛧䛯ỗ⏝ⓗ䛺Ⓩ㘓㡯
┠タィ㻌

•

䜰䞁䜿䞊䝖ᐇᶵ⬟䛻䜘䜚䚸Ẹ㛫ᴗᑵ⫋⪅䚸ᾏእ㌿ฟ⪅➼䚸ᑐ㇟⪅䜢㝈ᐃ䛧䛯
28
ヲ⣽ㄪᰝ䛾ᐇ䛜㻺㻵㻿㼀㻱㻼㻛Ꮫ䛸䜒䛻ྍ⬟㻌

༤ኈேᮦDB䛾ධຊ⏬㠃䛾
䐡ㄢ⛬ಟ┤ᚋධຊ

䐟ᇶᮏሗධຊ

䐠ㄢ⛬ᅾ⡠ሗධຊ

䐢ㄢ⛬ಟ䛭䛾ᚋධຊ
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ᖹᡂ26ᖺᗘ

䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛺༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᵓ⠏ཬ䜃㐠⏝䛃
1. ༤ኈேᮦDBᵓ⠏䛾ᖺḟ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛸ᖹᡂ26ᖺᗘጤクᴗ䛾⨨䛡
ጤクᴗົ

2012ᖺᗘ

2011ᖺᗘ

9/21

8/22
༤ኈேᮦDB
䛾ᵓ⠏䛸
ά⏝

2013ᖺᗘ

2014ᖺᗘ

4 – 6᭶ 7 – 9᭶ 10–12᭶ 1 – 3᭶ 4 – 6᭶ 7 – 9᭶ 10–12᭶ 1 – 3᭶ 4 – 6᭶ 7 – 9᭶ 10–12᭶ 1 – 3᭶

䛂༤ኈㄢ⛬ಟ⪅䛾㏣㊧䝅䝇䝔䝮䞉㧗ᗘ
ேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯ᇶ┙ᩚഛ䛃

8/26

䛂༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾
ㄪᰝ䛚䜘䜃ᇶ┙ᩚഛ䛃

༤ኈㄢ⛬ಟ⪅䛾䜻䝱䝸䜰ᢕᥱ䛻㛵䛩䜛
ᅜ㝿䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛾㛤ദ(2/27)

༤ኈ㻰㻮䝟䞁䝣
౫㢗≧
䝺䝑䝖䞉౫㢗≧㻌

䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙㻌

Ꮫᢸᙜ⪅㻌
Ꮫᢸᙜ

Ꮫෆ㻰㻮㻌
Ꮫෆ㻰㻮

䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾䝅䝇䝔䝮

༤ኈᅾ⡠
⪅䝸䝇䝖㻌

㼑㻙㻾㼍㼐㻛㻶㻿㻼㻿㻌
㼑㻙㻾㼍㼐㻛㻶㻿㻼㻿
㻾㼍㼐㻛㻶㻿
㼐㻛㻶㻿㻼㻿
◊✲⪅␒ྕ
◊✲⪅␒ྕⓎ⾜౫
ྕⓎ⾜౫
㢗䞉Ⓨ
Ⓨ⾜
㢗䞉Ⓨ⾜㻌

㼞㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㼙㼍㼜୍ᣓⓏ㘓㻌
㼞㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㼙㼍㼜୍ᣓⓏ㘓

1 – 3᭶

䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛺༤ኈேᮦ䝕䞊䝍
䝧䞊䝇䛾ᵓ⠏ཬ䜃㐠⏝䛃

ͤ༤ኈㄢ⛬䜢᭷䛩䜛䛶䛾ᅜෆᏛ䛻࿘▱

Ꮫ㻌

10 – 12᭶

5/8

༤ኈேᮦDB䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛾㛤ദ (6/2)

Ꮫ㒊䞉◊✲⛉䠋ᣦᑟᩍᐁ㻌
Ꮫ㒊䞉◊✲
Ꮫ
Ꮫ㒊䞉◊✲⛉䠋ᣦᑟᩍᐁ
✲⛉䠋
䠋ᣦᑟᩍᐁ
༤ኈᚋᮇㄢ⛬
㐍Ꮫ㻌

7 – 9᭶

䛂༤ኈㄢ⛬ேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾タィ䛸 䠄ணᐃ䠅
ά⏝䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃

2. ᣢ⥆ྍ⬟䛺༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᑗ᮶ീ䛾タィ䛸‽ഛ
༤ኈᅾ⡠⪅㻛ಟ⪅㻌

4 – 6᭶

䝟䜲䝻䝑䝖∧༤ኈேᮦDB

䈜㻌 㻌 㻌 㻌 ᐇ
ᐇ㝿䛾⾜ື㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝕䞊䝍䛾ὶ䜜㻌
䝕

㻺㻵㻿㼀㻱㻼㻌
䝕䞊䝍Ⓩ㘓䞉᭦᪂
౫㢗㻌
䝟䝛䝹ㄪᰝ㻌 㻌 㻌 㻌
䜿䞊䝖
䜰䞁䜿䞊䝖౫㢗㻌

ሗ᭦᪂㻌
ሗ᭦᪂


㼞㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㼙㼍㼜㻌㻗㻌
㻗
༤ኈேᮦ㻰㻮䝰䝆䝳䞊䝹㻌
༤ኈேᮦ㻰㻮䝰䝆䝳䞊䝹
༤

㐃⤡ඛ䜢ྵ䜐༏
ඛ䜢ྵ
ྡ䛥䜜䛯䝕䞊䝍㻌
ྡ䛥䜜䛯䝕䞊䝍

㼞㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㼙㼍㼜ሗ᭦᪂㻌
㼞㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㼙㼍㼜ሗ᭦᪂
㼑㻙㻾㼍㼐㻛㻶㻿㻼㻿⏝㻌

ሗ᭦᪂㻌
ሗ᭦᪂

ሗ᭦᪂

㞟ィ䞉ศᯒ㻌
㞟ィ䞉ศᯒ
ィ䞉ศ

◊✲㈝䞉ዡᏛ㔠䛾⏦ㄳ㻌
ㄳ

㻶㻾㻱㻯㻙㻵㻺⏝㻌
ồேᛂເ䞉䜻䝱䝸䜰ᨭ㻌


䜰䞁䜿䞊䝖౫㢗䝯䞊䝹
㐃⤡䠋ᅇ⟅㻌

㻌30

㻶㻾㻱㻯㻙㻵㻺㻌
㻶
㻶㻾㻱㻯㻙㻵㻺

䜻䝱䝸䜰ᨭ䝅䝇䝔䝮

༤ኈேᮦDB䛿
䛿୰㛗ᮇⓗ䛻㐍㊰㏣㊧䝰䝆䝳䞊䝹䛸䛧䛶researchmap䛸
䛸㐃ᦠ䞉⤫ྜ䛩䜛᪉ྥ䛷᳨ウ䞉ㄪᩚ

30

㈨ᩱ㻞㻌
➨䠎ᅇホ౯䝟䝛䝹ྜ㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ㻡᭶㻞㻟᪥㻌㻌

➨1ᅇホ౯䝟䝛䝹ྜ䠄4᭶24᪥㛤ദ䠅ᚋ䛾
⿵㊊㈨ᩱ

2014ᖺ5᭶23᪥
⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ

䠍䠊NISTEP䛾⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛻䛚䛡䜛
䛂ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃ᴗ䛾㐩ᡂ┠ᶆ

2

䛂ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃ᴗయ䛜ᑐ㇟䛸䛩䜛◊✲㡿ᇦ㻌
䠄䛄⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛻䛚䛡䜛䛂ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃ᇶᮏ᪉㔪䠄2011.5.26 ᩥ⛉┬ ᥎㐍ጤဨ➨1ᅇ㈨ᩱ䠅䛅䛾p4-6䜢ᢤ⢋䠅

㡿ᇦϨ䠖ᡓ␎ⓗ䛺ᨻ⟇ᙧᡂ䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛾タィ䛸ᐇ

⛉Ꮫᢏ⾡ண

䞉䝅䝘䝸䜸䝥䝷䞁䝙䞁䜾

z ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇య䛾ᡓ␎ᛶ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾ᨻ⟇ᙧᡂ㐣⛬䛻㛵㐃䛩䜛◊✲㛤
GRIPS, ᮾ
Ⓨ䠄䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䞉⤌䜏䛾タィ䚸᪉ἲㄽ䛾㛤Ⓨ➼䠅䚹
z ᑐᛂ䛩䜛ᨻ⟇┠ᶆ䠖┠ᣦ䛩䜉䛝ᅜ䛾ጼ䠄ᨻ⟇䛾┠ᶆ䠅䛾ᥦ♧䚸⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇
䛷ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝㔜せㄢ㢟䛾タᐃ䚸ᐇຠᛶ䛾䛒䜛⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾᥎㐍యไ䛾ᵓ
ᨻ⟇ㄢ㢟ᑐᛂᆺㄪᰝ◊✲
⠏➼䚹㻌

㡿ᇦϩ䠖◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾♫⤒῭ⓗᙳ㡪䛾

ᐃ䛸ྍど

୍ᶫ䚸

z ᨻᗓ䛾◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛜♫䞉⤒῭䜈ཬ䜌䛩ᙳ㡪䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䚹
z ᑐᛂ䛩䜛䛺ᨻ⟇┠ᶆ䠖◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾┠ᶆ䛾᫂☜䚸㔜せㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ䛸ᇶ♏◊✲䛾ᢤ
ᮏⓗᙉ䚸ᨻ⟇䛾PDCA䝃䜲䜽䝹䛾ᐇຠᛶ䛾☜ಖ➼䚹
༤ኈㄢ⛬ಟ⪅䛾㏣㊧䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏

㡿ᇦϪ䠖⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏

䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᩚഛ

z ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䝅䝇䝔䝮䠄ไᗘ䞉యไ➼䠅䛾䛒䜚᪉䛸᥎㐍䝅䝇䝔䝮䛾⛉
ᕞ䚸
Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁㐣⛬䜈䛾ᙳ㡪䛾ᢕᥱ䚹
z ᑐᛂ䛩䜛䛺ᨻ⟇┠ᶆ䠖⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ䛾⫱ᡂ䚸⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍䛻ྥ䛡䛯䝅䝇䝔
䝮ᨵ㠉䚸ᅜ㝿Ỉ‽䛾◊✲⎔ቃཬ䜃ᇶ┙䛾ᙧᡂ➼䚹

㡿ᇦϫ䠖ᨻ⟇ᙧᡂ䛻䛚䛡䜛♫䛸䛾ᑐヰ䛾タィ䛸ᐇ

JST/RISTEX, CRDS

㜰䞉ி

z ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛻㛵㐃䛧䛶䚸ᨻ⟇ᙧᡂ䛻䛚䛔䛶♫䛾ཧ⏬䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛾
⤌䜏䛾タィ䞉᪉ἲㄽ䛾㛤Ⓨ䛸䚸ᐇ㝿䛾ᨻ⟇ᙧᡂ䝥䝻䝉䝇䛻䛚䛡䜛ά⏝䚹
z ᑐᛂ䛩䜛䛺ᨻ⟇┠ᶆ䠖⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾⏬❧ཬ䜃᥎㐍䜈䛾ᅜẸཧ⏬䜔䚸
⛉Ꮫᢏ⾡䛻㛵㐃䛩䜛⌮ⓗ䞉ἲⓗ䞉♫ⓗㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ䚸⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁άື䛾
ಁ㐍➼䚹
䠆NISTEP䛾䛂ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃ᴗෆᐜ䠄ୖグ䚸䕕㉥ᅄゅ䠅䛿䚸ୖグ䛾◊✲㡿ᇦ䜢㋃䜎䛘䛶タᐃ䛧䛯䚹
䠆ୖグ䛾䕕㟷ᅄゅ䛿䚸ᇶ┙ⓗ◊✲䞉ேᮦ⫱ᡂᣐⅬ➼䚸䛾㛵㐃䝥䝻䜾䝷䝮䛾ྲྀ⤌䜏ᑐ㇟䚹

3

䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᩚഛ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛾ᣑ䛜䜚䠄సᴗ䝰䝕䝹䠅
I. ᨻᗓ䛚䜘䜃බⓗ◊✲㛤Ⓨ䝅䝇䝔䝮
 බⓗ◊✲㛤Ⓨ䝅䝇䝔䝮䠄䛻Ꮫ䠅䛾ᵓ㐀ศᯒ
 ᨻᗓண⟬䛷ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛◊✲㛤Ⓨ䛾ᐇែ䜔
䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛾ᢕᥱ䞉ศᯒ䞉ホ౯䠄ᅜ䚸䝉䜽䝍䞊䚸
ಶูᶵ㛵䞉◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛺䛹䛾ྛ䝺䝧䝹䠅
 ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇䛾㐍ᤖ䞉ᡂᯝ䛾ᢕᥱ䛸ྍど
䠄⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ㄪᰝ䛺䛹䠅

II. ⏘ᴗ䛻䛚䛡䜛⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᐇែ䛚䜘䜃䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝥䝻䝉䝇
䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䛾῝
 ⏘ᴗ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻䛚䛔䛶ᨻᗓ䛜ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䠋
ᯝ䛯䛩䜉䛝ᙺ䛾ゎ᫂
 ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛾ຠᯝศᯒ䞉᪉ྥᛶ
 ᢏ⾡▱㆑䛸▱㈈䛾ᛶ㉁䛾ゎ᫂

V. ⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ䛚䜘䜃▱㆑♫䜢ᢸ䛖ேᮦ
 ⛉Ꮫᢏ⾡▱㆑䛾⏕⏘䜢ᢸ䛖ேᮦ䛾ᒓᛶู䛾㟂⤥
䜔⫱ᡂ䞉ά⏝䛻㛵䛩䜛ㅖၥ㢟䛾ᢕᥱ
 䝫䝇䝗䜽ၥ㢟䚸༤ኈ㞳䜜䚸ⱝᡭ◊✲⪅䛾ฎ㐝䚸 ◊
✲⪅䛾䜻䝱䝸䜰䝟䝇ᩚഛ䚸◊✲⪅䛾ὶືᛶ䚸 ➼䛾
ၥ㢟䛾᳨ウ
 ▱㆑♫䜢ᢸ䛖ேᮦ䛾⫱ᡂ䞉ά⏝䛻㛵䛩䜛ㅖၥ㢟
䛻䛴䛔䛶䛾◊✲

IV. ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾♫ⓗἼཬຠᯝ
 ⤒῭౯್䛷䛿 䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛺䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾Ἴ
ཬຠᯝ䠄♫ⓗ౯್䠅䛾 ᐃ
 ⛉Ꮫᢏ⾡䛸♫䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䛾῝
 ಖ⾨⏕䞉ᗣ䚸⎔ቃ䛺䛹䛾♫ⓗ䞉ே㢮ⓗㄢ㢟䜈
䛾⛉Ꮫᢏ⾡䛾ᐤ䛾ᢕᥱ

III. ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾⤒῭ᡂ㛗䜈䛾ᐤ
 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛸⤒῭ᡂ㛗䛸䛾㛵ಀ䛾ゎ᫂䠄≉䛻
ᨻᗓ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⥲ྜⓗ䛺ᐤ䛾᥎ィ䠅
 ᪥ᮏ䛾ᕷሙ≉ᛶ䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾㛵ಀ䛾ศᯒ
 〇ရ䛾ᛶ⬟䜔౯᱁䛺䛹䚸ᚑ᮶䛾SNA䛷⪃៖䛥䜜䛶
䛔䛺䛔せ⣲䜢ᫎ䛧䛯ᐇ㉁ⓗ⤒῭ᡂ㛗䛾 ᐃ
 ᡂ㛗ᡓ␎䛾ᇶᮏⓗᣦᶆ䛾ᥦ♧

䠆ᙜึ䚸ᩥ⛉┬䛂ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃➨1ᅇ᥎㐍ጤဨ䠄2011ᖺ5᭶16᪥䠅䛻ㄝ᫂㈨ᩱ䛸䛧䛶ᥦฟ䛧䚸ᚋ䛻䝺䜲䜰䜴䝖ಟṇ䛧䛯䜒䛾
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䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᩚഛ䛾ᴗᙜึẁ㝵䛻䛚䛡䜛┠ᶆ
䠄 2011.7.25 ➨䠍ᅇᨻ⟇ㄢ㢟ᑐᛂᆺㄪᰝ◊✲ཬ䜃䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᩚഛ䛻㛵䛩䜛ຓゝጤဨ㈨ᩱ䜘䜚䠅

䠄యⓗ䛺᪉㔪䠅
䕿୰᰾ⓗ䝕䞊䝍䝧䞊䝇ᵓ⠏
¾ ⤫ィ➼䛾ಶ⚊䝺䝧䝹䛾䝕䞊䝍䜢㞟䞉᱁⣡
¾ ྡᐤ䛫䜔」ᩘ䝕䞊䝍㛫䛾䝸䞁䜽
¾ ᚲせ䛻ᛂ䛨䚸᪂䛯䛺ㄪᰝ䜢ᐇ

䕿◊✲⪅䜈䛾䝕䞊䝍ᥦ౪䞉䝃䝫䞊䝖
¾ ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛷䝕䞊䝍䜢ᥦ౪
¾ ᨻᗓ⤫ィ䛾ḟ⏝⏦ㄳ䛺䛹䚸ᡭ⥆䛝䛾䝃
䝫䞊䝖
¾ බ㛤䛜ᅔ㞴䛺⤫ィ䝕䞊䝍➼䛿䚸ㄪᰝᐈయྡ
⡙䜔䚸䝕䞊䝍䜢㐃⤖䛩䜛䛯䜑䛾䝁䞁䝁䞊䝎䞁
䝇䚸䠎ḟຍᕤሗ䛺䛹䜢ᩚഛᥦ౪

䕿୍⯡⏝⪅䜈䛾䝕䞊䝍ᥦ౪
¾ ୍⯡බ㛤ྍ⬟䛺䝕䞊䝍䞉㈨ᩱ䠄୍㒊䛾⾜ᨻ
㈨ᩱ䞉䝕䞊䝍䚸᪤Ꮡ⤫ィ䞉䝕䞊䝍䛾ᡤᅾሗ䚸
ྛ✀ㄪᰝ◊✲䝺䝫䞊䝖䛺䛹䠅䜢web䛷බ㛤

䕿ෆእ䛾◊✲䛸䛾㐃ᦠ
¾ 䛂ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䜘䜚⏘
䜏ฟ䛥䜜䛯䝕䞊䝍䜢䝕䞊䝍ᇶ┙䛻㞟⣙
¾ ◊✲⪅䛜⾜䛖䝕䞊䝍ᩚഛάື䜈䛾䝃䝫䞊䝖

䠄ᴗ䛾ෆᐜ䠅
䕿䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛾య䝅䝇䝔䝮䛾᳨ウ
¾ ᨻ⟇◊✲䞉ᨻ⟇⟇ᐃ䛾䛯䜑䛾䝕䞊䝍䞉ሗ䛾
䝙䞊䝈䜢ㄪ䜉䚸୰㛗ᮇⓗ䛺ᴗ䜢⟇ᐃ
¾ ᑓ㛛ᐙ䜔㛵ಀᶵ㛵䛾ᐇົ⪅䛻䜘䜛㆟䛾タ
⨨䞉㐠Ⴀ

䕿ྛ✀䝕䞊䝍䛾ᩚഛ㻌 䠄䛻◊✲⏝䠅
¾ ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛾ㄪᰝ䝕䞊䝍➼
¾ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾⾜ᨻ㈨ᩱ䞉ྛ✀ㄪᰝ䝕䞊䝍
¾ 䛭䛾䛾䝕䞊䝍䞉ሗ

䕿䝕䞊䝍බ㛤⏝web䝃䜲䝖㻌 䠄୍⯡ྥ䛡䠅
¾
¾
¾
¾

NISTEP䛾䝺䝫䞊䝖䛾᳨⣴䝅䝇䝔䝮
⛉Ꮫᢏ⾡ᣦᶆHTML∧
እ㒊䝕䞊䝍䛾䝫䞊䝍䝹
䛭䛾䛾䝕䞊䝍䞉ሗ

䠆2014ᖺⅬ䛻䛚䛔䛶䚸ᙜึ䛾┠ᶆ䜢䛚䛚䜐䛽㐩ᡂ䛧䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

5

ᨻ⟇ㄢ㢟ᑐᛂᆺㄪᰝ◊✲䛾ᴗᙜึẁ㝵䛻䛚䛡䜛┠ᶆ
䠄 2011.7.25 ➨䠍ᅇᨻ⟇ㄢ㢟ᑐᛂᆺㄪᰝ◊✲ཬ䜃䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᩚഛ䛻㛵䛩䜛ຓゝጤဨ㈨ᩱ䜘䜚䠅

䠄యⓗ䛺᪉㔪䠅

z ▷୰ᮇ䛻䛚䛡䜛ᨻ⟇䜈䛾ά⏝䜢┠ᣦ䛧䚸⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛜୰ᚰ䛸
䛺䛳䛶䠆䚸ලయⓗ䛺ᨻ⟇ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛧䛯ㄪᰝ◊✲䜢ᐇ䛧䚸◊✲ᡂᯝ䜢
య⣔ⓗ䛻ᩚ⌮䛧䛶ᐈほⓗ᰿ᣐ䛸䛧䛶ᥦ♧䚹
z ᳨ウ䛻ᙜ䛯䜚䚸እ㒊䛾ᖜᗈ䛔ศ㔝䛾◊✲䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞊䛛䜙䛾ཧ⏬䜢ᚓ䜛
䛣䛸䛸䛧䚸᭦䛻ᨻ⟇ㄢ㢟䛾タᐃ䜔ᡂᯝ䛾㐺ษ䛺ゎ㔘䛾䛯䜑䚸ᨻ⟇ᢸᙜ⪅
䛸䛾㐃ᦠ䞉༠ാ䜢ᙉ䚹
z ᙜ㠃䛿䚸ᨻᗓ䛾◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⤒῭ⓗ䞉♫ⓗἼཬຠᯝ䛻㛵䛩䜛⥲ྜ
ⓗ䛺ㄪᰝ◊✲䜢ᐇ䚹
㻌 䠆୰㛗ᮇⓗ䛻ᨻ⟇䛻ᐤ䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䛻䛴䛔䛶䛿RISTEX䛜බເᆺ◊✲㛤Ⓨ䝥䝻䜾䝷䝮䛻䜘䜚ᐇ

䠄ᴗ䛾ෆᐜ䠅
䕿 ᨻᗓ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⤒῭ⓗ䞉♫ⓗἼཬຠᯝ䛻䛴䛔䛶
• 䝭䜽䝻䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䛯ᨻᗓR&Dᢞ㈨䛾ຠᯝศᯒ
• ᨻᗓR&Dᢞ㈨䛾䝬䜽䝻⤒῭ⓗຠᯝ䛾ศᯒ
• ᨻᗓR&Dᢞ㈨䛾♫ⓗຠᯝ䠄㠀⤒῭ⓗຠᯝ䠅䜢ศᯒ䛩䜛䛯䜑䛾ᡭἲ➼䛾㛤Ⓨ
• ⥲ྜⓗ᳨ウ䠖䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥➼䛾㛤ദ䚸ㅖእᅜ䛻䛚䛡䜛ືྥ䛾ㄪᰝศᯒ䛺䛹
6

䠎䠊NISTEP䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛻㛵㐃䛩䜛
䛾䝕䞊䝍䞉ሗ䛻䛴䛔䛶

7

䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛾ᙜึ䛾䜲䝯䞊䝆
 2011ᖺᗘ䠄ᴗ㛤ጞᖺ䠅䛻䚸ᑓ㛛ጤဨ䜔᭷㆑⪅➼䜈䛾䜰䞁䜿䞊䝖䠋䜲䞁䝍䝡䝳䞊ㄪᰝ
䛻䜘䜚䚸䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛸䛧䛶ఱ䜢ᩚഛ䛩䜛䜉䛝䛛䜢᳨ウ䠄ୗᅗ䛿䛭䛾ᡂᯝ䛾୍䛴䠅

ᅗ䠊⏝䝙䞊䝈䛾㧗䛔䝕䞊䝍䛾ศ㢮
ฟ䠖NISTEP NOTE No.3, 䛂䛄⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛅 䛻䛚䛡䜛䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᵓ⠏䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃, 2012ᖺ, p.2

8

ᙜึ䛾䜲䝯䞊䝆䠄๓ᥖᅗ䠅䛸⌧ᅾ䛾䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛾㛵ಀ
 ᙜึ䛾䜲䝯䞊䝆䛾䛖䛱䚸┦䛻㐃⤖䛩䜛ព⩏䞉౯್䛾㧗䛔䝕䞊䝍䜔

ซ

ᨻ⟇䛾ホ౯䛻䛴䛺䛜䜚䛖䜛䝕䞊䝍➼䜢㔜ど䛧䛶ᩚഛ䞉㐃⤖ᑐ㇟䛸䛧䛯䚹
 䝕䞊䝍䜢┦䛻㐃⤖䛩䜛䛯䜑䛾䝝䝤䛸䛺䜛Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩䛸
ᴗྡ㎡᭩䛾సᡂ䛻㔜Ⅼ䜢⨨䛔䛯䚹
ேᮦ䝕䞊䝍㻌
Ꮫᰯᇶᮏㄪᰝ㻌

䝕䞊䝍ྡ㻌 䋻㻌せ䛺ᩚഛ䞉㐃⤖ᑐ㇟㻌
䝕䞊䝍ྡ㻌 䋻㻌㒊ศⓗ䛺ᩚഛ䞉㐃⤖ᑐ㇟㻌

ㄽᩥ䝕䞊䝍㻌

ᴗ䞉♫䞉⤒῭䝕䞊䝍㻌

㻿㻯㻻㻼㼁㻿㻌

ᴗάືᇶᮏㄪᰝ㻌

Ꮫᰯᩍဨ⤫ィㄪᰝ㻌

ᚋ䚸㛵ಀ
ᶵ㛵䝛䝑䝖
䝽䞊䜽䛷
᳨ウ

ᾏእᴗάືᇶᮏㄪᰝ㻌

㻯㼕㻺㼕㼕㻌

᪥ᮏேᾏእ␃Ꮫ⪅ᩘㄪᰝ㻌

ู㏵䚸༤ኈே
ᮦDB䜢ᵓ⠏䚸
㐃ᦠ䞉⤫ྜ䜢
᳨ウ

ᕤᴗ⤫ィㄪᰝ㻌

㼃㼑㼎㻌㼛㼒㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㻌

እᅜே␃Ꮫ⏕ᅾ⡠≧ἣㄪᰝ㻌

㐃⤖ணᐃ

⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ㄪᰝ㻌
Ꮫ䞉බⓗ㻌
ᶵ㛵ྡ㻌
㎡᭩㻌

㻾㼑㼍㻰㻒㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㼙㼍㼜㻌
䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾ሗ㛵㐃䝕䞊䝍㻌

㻶㻙㻰㼞㼑㼍㼙㻵㻵㻌

ᴗ㈈ົ䝕䞊䝍㻌
ྛᴗ䛾㼃㼑㼎䝨䞊䝆㻌

䝃䜲䜶䞁䝇䝸䞁䜿䞊䝆䝕䞊䝍㻌

ᐙィㄪᰝ㻌

◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝕䞊䝍䠄㻺㻱㻰㻻㻘㻌㻶㻿㼀㻕㻌

㻷㻭㻷㻱㻺㻌 ḟᮇ㼑㻙㻾㼍㼐㻌

⤒῭䝉䞁䝃䝇㻌

ᴗྡ㎡᭩㻌

≉チ䝕䞊䝍㻌

ᅜẸ⤒῭ィ⟬㻌

▱ⓗ㈈⏘άືㄪᰝ㻌
⛉Ꮫᢏ⾡㈨㔠㛵㐃䝕䞊䝍㻌
⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ㄪᰝ㻌

㻵㻵㻼䝟䝔䞁䝖䝕䞊䝍䝧䞊䝇㻌

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䝕䞊䝍㻌

≉チ㟁Ꮚᅗ᭩㤋㻌

ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ㻌

ྛᏛ䛾⏘Ꮫ㐃ᦠ䚸ඹྠ◊✲㻰㻮㻌

㻼㻭㼀㻿㼀㻭㼀➼ᾏእ䛾≉チ㻰㻮㻌

Ẹ㛫ᴗ䛾◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ㻌

Ꮫ➼䛻䛚䛡䜛⛉Ꮫᢏ⾡䞉㻌
Ꮫ⾡άືᐇែㄪᰝ㻌

㼀㼔㼛㼙㼟㼛㼚㻌㻵㼚㼚㼛㼢㼍㼠㼕㼛㼚㻌

ᩚഛணᐃ

9

ᴗ㛵ಀ䛾䝕䞊䝍䛸䛾䝕䞊䝍䝋䞊䝇䛸䛾㛵ಀ䞉┦㐪Ⅼ
䠄䖃䛿ᩚഛ䞉㐃⤖ᑐ㇟䛸䛧䛯䜒䛾䠅

䝕䞊䝍㻌 㻌

≉㻌 㻌 ᚩ

䖃NISTEPᴗྡ㎡᭩

• ྛ✀䝕䞊䝍䠄⤫ィ䛾ಶ⚊䝕䞊䝍䜔≉チ䝕䞊䝍➼䠅䜢ᴗ䝺䝧䝹䛷
㐃⤖䛩䜛䛯䜑䛾䝝䝤ᶵ⬟䠄䝁䞁䝁䞊䝎䞁䝇䝔䞊䝤䝹䠅
• ≉チ䝕䞊䝍䛻䛚䛡䜛ᴗྡ䛾⾲グᦂ䜜䜢ゎᾘ䠄ྡᐤ䛫䠅
• ᴗ䛾྾䞉ྜే䞉ศ♫䛺䛹䛾ኚ㑄ሗ䜢ᐃ㔞ศᯒ䛻ά⏝䛷䛝䜛
ᙧ䛷㘓

ᴗሗ䝕䞊䝍
䠄ᖇᅜ䝕䞊䝍䝞䞁䜽䚸䖃ᮾ
ὒ⤒῭䝕䞊䝍䚸ᮾிၟᕤ
䝸䝃䞊䝏䚸᪥⤒䝕䞊䝍➼䠅

• ᴗᴫせ䚸ᴗ⦼䚸㈈ົ䛺䛹ᴗ䛾ᇶᮏⓗ䛺䝕䞊䝍䜢㘓
• ◊✲㛤Ⓨ䜔䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛ሗ䛿䜋䛸䜣䛹↓䛔
• 䝁䝇䝖ຠᯝᛶ䛾㧗䛔ᮾὒ⤒῭䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶䝁䞁䝁䞊䝎䞁䝇䝔䞊䝤
䝹䜢సᡂ

⤒῭䝉䞁䝃䝇
䠷⥲ົ┬⤫ィᒁ䠹

• ᴗᡤཬ䜃ᴗ䛾⏘ᴗ䚸ᚑᴗ⪅つᶍ➼䛾ᇶᮏⓗᵓ㐀䜢ᅜⓗཬ
䜃ᆅᇦู䛻᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ
• ཎ๎䛸䛧䛶⏘ᴗ䜢䜹䝞䞊䛩䜛୍ḟ⤫ィ

䖃ᴗάືᇶᮏㄪᰝ
䠷⤒῭⏘ᴗ┬䠹

• ᴗ䜢༢䛸䛧䛯ᴗάື䛾ከゅ䛾ᐇែ➼䛻䛴䛔䛶䛾䝕䞊䝍
• ◊✲㛤Ⓨ䞉⬟ຊ㛤Ⓨ 䚸≉チᶒ➼䛾ᡤ᭷䞉⏝≧ἣ䞉ᢏ⾡ྲྀᘬ➼䛻
䛴䛔䛶䛾ሗ 䜢ྵ䜐

䖃ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ
䠷⛉ᨻ◊䠹

• ᴗ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁άື䛻䛴䛔䛶䛾ヲ⣽䛺ㄪᰝ
• ᅜ㝿ⓗ䛺ᇶ‽䛻‽ᣐ䠄せ㡯┠䛻䛴䛔䛶䛾ᅜ㝿ẚ㍑䛜ྍ⬟䠅

䖃Ẹ㛫ᴗ䛾◊✲άື䛻
㛵䛩䜛ㄪᰝ䠷⛉ᨻ◊䠹

• ᴗ䛾◊✲άື䛻䛴䛔䛶䛾ヲ⣽䛺ㄪᰝ
• ㈨ᮏ㔠1൨௨ୖ䛾◊✲㛤Ⓨάືᐇᴗ䠄⣙3500♫䠅䜢ᑐ㇟
10

䠏䠊༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᵓ⠏ཬ䜃㐠⏝
䛻ಀ䜛Ꮫഃ䛾ᨭ䛻䛴䛔䛶
䠄Ⓩ㘓⪅ಶே䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜢ྵ䜐䠅

11

༤ኈேᮦDB䛾ᵓ⠏ཬ䜃㐠⏝䛻ಀ䜛Ꮫഃ䛾ᨭ䛻䛴䛔䛶
䠄Ⓩ㘓⪅ಶே䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜢ྵ䜐䠅
㻌

㻌

༤ኈேᮦDB䛾≉ᚩ

㻌

Ⓩ㘓⪅䛻ᑐ䛩䜛䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤

•

ᅾ⡠୰䛾ᩍ
ᩍ⫱◊✲≧ἣ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ䛺ሗ䛸ಟᚋ䛾ከ
ከᵝ䛺䜻䝱䝸䜰䝟
䝇䛻ᑐᛂ䛧䛯Ⓩ㘓㡯┠䚸䝅䝇䝔䝮ୖ䛷䛾ศᯒᶵ⬟䜢ഛ䛘䜛㻌

•

䜻䝱䝸䜰ᵓ⠏ᨭ䠖㻌ዡᏛ㔠䞉䝫䝇䝖䞉ᾏእ◊✲άື䞉䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥➼䛻㛵䛩䜛
ሗ䜔ᶵ䛜ᥦ౪䛥䜜䜛䚸ᴗ䜔◊✲ᐊ㻻㻮䞉㻻㻳䛻䜘䜛䝸䜽䝹䞊䝔䜱䞁䜾㻌

•

༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕䛾䛖䛱⣙
⣙㻞䛜እᅜேᏛ⏕䛾䛯䜑䚸᪥ᮏㄒ䞉ⱥㄒ䛾䠎䜹ᅜㄒ䛻
ᑐᛂ㻌

•

༤ኈேᮦ㛫䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠖㻌Ꮫ䞉◊✲⛉䞉ᡤᒓ◊✲ᐊ༢䜔␃Ꮫ⏕ྠኈ
䛾ὶ䛾ሙ䛸䛧䛶⏝䛜䛷䛝䜛㻌

•

༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕䛾䛖䛱⣙
⣙㻠䛜♫ேᏛ⏕䛾䛯䜑䚸♫ேᏛ⏕䛾᭷⫋䞉⫋䜢
⪃៖䛧䛶㐍㊰ሗ䜢ྲྀᚓ䞉ศᯒ㻌

•

ಟᚋ䛾䝃䞊䝡䝇䛸䛧䛶䠖㻌Ꮫྲྀᚓド᫂᭩䞉ᡂ⦼ド᫂᭩䛾Ⓨ⾜౫㢗䚸ᣦᑟᩍဨ
䛻ᑐ䛩䜛ಟᚋ䛾㐍㊰ሗ䛾䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽㻌

•

䜻䝱䝸䜰ᵓ⠏䛾ཧ⪃ሗ䠖㻌༏ྡ䛧䛯Ⓩ㘓⪅䛾䜻䝱䝸䜰ሗ䜢ಶே༢䛷㜀
ぴ䞉᳨⣴䛩䜛ᶵ⬟䛻䜘䜚䚸䝻䞊䝹䝰䝕䝹䜔䝯䞁䝍䞊䛾᥈⣴䛜ྍ⬟㻌

༤ኈேᮦDB䞉Web䝅䝇䝔䝮䠄సᡂ୰䠅

㻌

㻌

㻌

Ꮫ䛻ᑐ䛩䜛䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤

•

Ꮫ⏕䛾άື䞉ᑵ⫋≧ἣ䛾ᢕᥱ䠖㻌◊✲䞉㐍㊰䞉ᾏእ◊✲άື䞉䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥➼䛻
ᑐ䛩䜛Ꮫ⏕䛾ᕼᮃ䛸㐍ᤖ≧ἣ䛾䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛺ᢕᥱ䛻䜘䜚䚸䛒䜎䜚άືⓗ䛷䛺䛔
Ꮫ⏕䚸ᑵ⫋ඛ䛜ᮍỴᐃ䛾Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䛶㐺ษ䛺䝍䜲䝭䞁䜾䛷ᨭ䛜ᐇ䛷䛝䜛㻌

•

ᚑ᮶ㄪᰝ䛾䝅䝇䝔䝮䠖 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䞉NISTEP䛜ᐇ䛧䛶䛔䜛䚸༤ኈㄢ⛬ᅾ⡠⪅䞉
ಟ⪅➼䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ㄪᰝ䛻䛚䛡䜛ົⓗ䛺㈇ᢸ䛾㍍ῶ

•

༤ኈㄢ⛬ಟ⏕䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽⥔ᣢ䠖㻌༤ኈㄢ⛬ಟᚋ䛾ಟ⪅䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䛾ᵓ⠏䜔䚸ྠ❆ྡ⡙䛾సᡂ䚸ᐤ㝃㔠䛾౫㢗㻌

•

ேᮦ⫱ᡂ䛻㛵䛩䜛┠ᶆタᐃ䛸⤖ᯝ䛾ᢕᥱ䠖㻌 ᩍ⫱◊✲≧ἣ䛸㐍㊰ሗ䛾⤫ྜゎ
㻌
ᯒ䛻䜘䜚䚸Ꮫ䛾ㄆドホ౯䜔ἲேホ౯䛻ᚲせ䛺ேᮦ⫱ᡂຠᯝ䛾䜶䝡䝕䞁䝇䞉ᣦ
ᶆ䜢ᥦ౪㻌

㻌
•

䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䞉ᗈሗ䠖㻌䜻䝱䝸䜰䝟䝇䛾ዲ䜔䚸ධᏛ⪅䛾ᒓᛶู䛻䜘䜛䜻䝱䝸䜰
㻌
䛾ศᯒ⤖ᯝ䜢䚸ඃ⚽䛺༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕䜢⋓ᚓ䛩䜛䛯䜑䛾䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾ᡓ␎䛾❧
䞉Ꮫ䛾ᗈሗάື䛻ά⏝㻌

㻌
㻌
㻌
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༤ኈேᮦDB䛾ᣑᙇᛶ

•

䝛䝑䝖䝁䝰䞁䝈䛷ᵓ⠏䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸㻾㼑㼍㼐㻒㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㼙㼍㼜䛸䛾ぶᛶ䛜㧗䛟䚸
Ꮫ䛾ᕤኵḟ➨䛷⊂⮬䝰䝆䝳䞊䝹䛾㏣ຍ䛻䜘䜚ᶵ⬟ᣑᙇ䛜ྍ⬟㻌

•

༤ኈㄢ⛬ಟ⪅䛻㝈䜙䛪䚸ಟኈ䞉䝫䝇䝖䝗䜽䝍䞊➼䛻䜒ᑐᛂ䛧䛯ỗ⏝ⓗ䛺Ⓩ㘓㡯
┠タィ㻌

•

䜰䞁䜿䞊䝖ᐇᶵ⬟䛻䜘䜚䚸Ẹ㛫ᴗᑵ⫋⪅䚸ᾏእ㌿ฟ⪅➼䚸ᑐ㇟⪅䜢㝈ᐃ䛧䛯
12
ヲ⣽ㄪᰝ䛾ᐇ䛜㻺㻵㻿㼀㻱㻼㻛Ꮫ䛸䜒䛻ྍ⬟㻌

༤ኈேᮦDB䛾ᵓ⠏ཬ䜃㐠⏝䛻ಀ䜛Ꮫഃ䛾ᨭ䛻䛴䛔䛶
䠄Ⓩ㘓⪅ಶே䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜢ྵ䜐䠅
䠘༤ኈேᮦDB䛻ᑐ䛩䜛ධຊሗ䛻䛴䛔䛶䠚
䐟 ᑓᨷศ㔝➼ᇶᮏ䝕䞊䝍㻌 䠄༤ኈㄢ⛬ධᏛ䛻ධຊ䠅
䐠 㐍㊰䝕䞊䝍㻌 䠄༤ኈㄢ⛬ಟ䛻ධຊ䠅
䐡 ᑵᴗ≧ἣ➼㏣㊧䝕䞊䝍㻌 䠄༤ኈㄢ⛬ಟᚋ䚸୍ᐃᮇ㛫䛤䛸䛻ධຊ䠅
䐟䐠䛻䛴䛔䛶
 Ꮫ⮬య䛜ᇶᮏሗ䜢ಖ᭷
•

Ⓩ㘓⪅ಶே䛻䜘䜛ሗධຊ䛻ຍ䛘䚸Ꮫ䛻䜘䜛䝕䞊䝍䛾䜲䞁䝫䞊䝖
䛜ྍ⬟

Ⓩ㘓⪅ಶே䛾ධຊ㈇ᢸ䛾㍍ῶ
 Ꮫ䞉Ⓩ㘓⪅ಶே䛻ᑐ䛩䜛ᅾ⡠୰䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤⟇
•
•

Ꮫู䛾䝕䞊䝍ศᯒᶵ⬟䛾ᥦ౪
ᒚṔ᭩⮬ືసᡂᶵ⬟䞉ሗ䛾䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䝅䝇䝔䝮䛾ᩚഛ

⿵㊊⋡䛾ྥୖ䜢ᮇᚅ
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༤ኈேᮦDB䛾ᵓ⠏ཬ䜃㐠⏝䛻ಀ䜛Ꮫഃ䛾ᨭ䛻䛴䛔䛶
䠄Ⓩ㘓⪅ಶே䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜢ྵ䜐䠅
䠘༤ኈேᮦDB䛻ᑐ䛩䜛ධຊሗ䛻䛴䛔䛶䠚
䐟 ᑓᨷศ㔝➼ᇶᮏ䝕䞊䝍㻌 䠄༤ኈㄢ⛬ධᏛ䛻ධຊ䠅
䐠 㐍㊰䝕䞊䝍㻌 䠄༤ኈㄢ⛬ಟ䛻ධຊ䠅
䐡 ᑵᴗ≧ἣ➼㏣㊧䝕䞊䝍㻌 䠄༤ኈㄢ⛬ಟᚋ䚸୍ᐃᮇ㛫䛤䛸䛻ධຊ䠅
䐡䛻䛴䛔䛶
 Ⓩ㘓⪅ಶே䛻ᑐ䛩䜛ಟᚋ䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤⟇
䠄ᑓ㛛ጤဨ䛻䜘䜚᳨ウ୰ 䠅
•

๓ㄪᰝ䛛䜙䛾♧၀䛸䛧䛶䚸Ⓩ㘓⪅ಶே䛿ලయⓗ䛺ぢ㏉䜚䠄㔠㖹
ⓗ䛺䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䠅䜘䜚䜒ㄪᰝ䛾᪨䞉㔜せᛶ䜢㔜ど

•

ㄪᰝ䞉ศᯒ⤖ᯝ䛾䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䛻䜘䜛
ሗ䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾ຍ

H26ᖺᗘ䜘䜚ᐇ䛩䜛㏣㊧ㄪᰝ䝁䝩䞊䝖䠄2012ᖺᗘಟ⪅㞟ᅋ䠅
䛾୰䛷䚸䜘䜚ຠᯝⓗ䛺᪉⟇䜢᳨ウ
14
14

䠐䠊⏘ᴗ䛾◊✲㛤Ⓨ䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛
䝕䞊䝍ᇶ┙䛾ᴫせ
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⏘ᴗ䛾◊✲㛤Ⓨ䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍ᇶ┙䛾ᴫせ
 ⏘ᴗ䛾◊✲㛤Ⓨ䜔䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻䛴䛔䛶ᴗ༢䛷ศᯒ䜢⾜䛖䛯䜑䛾ᴗྡ㎡᭩䜢ᵓ⠏
 ᵓ⠏䛧䛯ᴗྡ㎡᭩䜢୰ᚰ䛸䛧䛶䚸䛂⛉Ꮫᢏ⾡䛃䛂䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃䛂⤒῭䞉⏘ᴗ䛃䛾ྛ✀⤫ィ䜢᥋⥆

ᅗ㻌 ᴗྡ㎡᭩䛸㛵㐃䝕䞊䝍䛾㛵ಀ
䠥䠥䠬
䝟䝔䞁䝖䝕䞊䝍䝧䞊䝇
⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ㄪᰝ㻌
䠄⥲ົ┬䠅㻌
㻞㻜㻜㻞䡚㻞㻜㻜㻥ᖺ㻌

䠟䠰
䠟䠰

䠟䠰
ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ㻌
䠄ᨻ⟇◊䠅㻌
㻝㻥㻥㻥䡚㻞㻜㻜㻝ᖺ㻛㻌
㻞㻜㻜㻢䡚㻞㻜㻜㻤ᖺ㻌

ᴗάືᇶᮏㄪᰝ㻌
䠄⤒῭⏘ᴗ┬䠅㻌
㻝㻥㻥㻟ᖺ㻛㻝㻥㻥㻡䡚㻞㻜㻝㻜ᖺ㻌

䠟䠰

ᴗྡ㎡᭩

䠟䠰

▱ⓗ㈈⏘άືㄪᰝ㻌
䠄≉チᗇ䠅㻌
㻞㻜㻜㻞䡚㻞㻜㻝㻜ᖺ㻌

䠟䠰

䠟䠰

⏘ᴗศ㢮䝕䞊䝍䝧䞊䝇㻌
䠄᪥ᮏᶆ‽⏘ᴗศ㢮䠅㻌

᪥ᮏ䛾♫䝕䞊䝍㻠♫㻌
䠄ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫䠅㻌
ၟᴗ䝕䞊䝍㻌
ᴗ㈈ົ䝕䞊䝍䝧䞊䝇
ୖሙᴗ㻌 2001䡚2010ᖺศ

䈜㻌㻯
㻯㼀䠖䝁䞁䝁䞊䝎䞁䝇䝔䞊䝤䝹㻌
ᴗ䜢䜻䞊䛸䛧䛶䝕䞊䝍䝧䞊䝇㛫䜢㐃⤖䛩䜛䛯䜑䛾䝔䞊䝤䝹㻌
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䝕䞊䝍ᥦ౪䞉බ㛤䛾≧ἣ
 ྑᅗ䛾䛖䛱䚸ᴗྡ㎡᭩䚸㛵ಀ
᥋⥆䝔䞊䝤䝹䜢ጞ䜑䛸䛩䜛
䝕䞊䝍䚸୪䜃䛻䚸⏝䝬䝙䝳䜰
䝹➼䛿᪤䛻බ㛤῭䚹䠄ὀ䠖ᴗ
≉チฟ㢪ᩘDB䛿᭱⤊☜ㄆ୰䠅

እ㒊䝕䞊䝍䝧䞊䝇
䠄୍㈈䠅▱ⓗ㈈⏘◊✲ᡤ䜘䜚ධᡭྍ⬟
ᴗ≉チฟ㢪ᩘ㻌
䝕䞊䝍䝧䞊䝇㻌
䠄ᖺᗘู䠅㻌

㻵㻵㻼䝟䝔䞁䝖㻌
䝕䞊䝍䝧䞊䝇㻌

ᨻᗓ⤫ィㄪᰝ䝕䞊䝍
ྛ✀ᴗሗ䝕䞊䝍

ฟ㢪ே␒ྕ
ฟ㢪ே
㢪 ␒ྕ
䠄
㼞㼛
㼞㼛㼣
㼛㼣䠅
㼛㼣
䠄㼞㼛㼣䠅㻌
ݰ࿈җ̔ҏș
ౢҖ̔Ҧһș

ɇɂɌɍȾɉࠉࢢႬଢ଼ș

ͤ
ݰ࿈җ̔ҏș
ౢҖ̔Ҧһș

ᴗྡ㎡᭩
㼕㼐㻌

ᥖ㍕ᴗᩘ㻌 䠙㻌 5,616♫
ኚ㑄ྡ⛠ᩘ㻌 䠙㻌 7,430♫ศ

ᴗྡ㎡᭩
㼕㼐㻌
ᴗ㻵㻰㻌
ᴗ
ᴗ㻵㻰

ɇɂɌɍȾɉнњѝș
ҥѱѴһݫཅٵș

ᴗྡ㎡᭩
ᴗྡ
ᴗྡ㎡᭩
㼕㼐㻌
㼐 ̔ҏ
ݰ࿈җ̔ҏș
̔Ҧһ
ౢҖ̔Ҧһș

ドๆ䝁䞊䝗㻌
ドๆ䝁䞊
ཪ䛿㻌
ཪ䛿
㻱㻰㻵㻺㻱㼀䝁䞊
㻱㻰㻵㻺㻱㼀
䝗㻌
ὒ⤒῭♫
ὒ⤒῭♫䝁䞊䝗
䝗 䝗
ᮾὒ⤒῭♫䝁䞊䝗

᪥ᮏ䛾♫䝕䞊䝍㻠♫㻌
䝕䞊䝍
䝍㻠♫
䠄ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫䠅㻌

㈈ົ䝕䞊䝍䝧䞊䝇㻌
㈈
ᰴ౯䝕䞊䝍䝧䞊䝇㻌
ᰴ
䛺䛹㻌

እ㒊䝕䞊䝍䝧䞊䝇
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（政策課題対応型調査研究／予算・実施体制・ガバナンス関連）
㈨ᩱ㻟㻌
➨䠎ᅇホ౯䝟䝛䝹ྜ㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ㻡᭶㻞㻟᪥㻌㻌

ᨻ⟇ㄢ㢟ᑐᛂᆺㄪᰝ◊✲䛾ྲྀ⤌䛸ᡂᯝ
2014ᖺ5᭶23᪥
⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ

ᨻ⟇ㄢ㢟ᑐᛂᆺㄪᰝ◊✲䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌
ᑐ㇟䛸䛩䜛◊✲㡿ᇦ䠖
㻌 㻌 ᨻᗓ䛾◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⤒῭ⓗ䞉♫ⓗἼཬຠᯝ䛻㛵䛩䜛⥲ྜⓗ䛺ㄪᰝ◊✲

Part 1.䝬䜽䝻どⅬ䛛䜙䛾R&Dᢞ㈨䛾ຠᯝศᯒ
z
z
z
z

ᨻ⟇◊㛤Ⓨ䛾䝬䜽䝻⤒῭䝰䝕䝹䛾ᨵⰋ
⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛸⤒῭ᨻ⟇య⣔䛾᥋⥆䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲
ㅖእᅜ䛻䛚䛡䜛ᨻᗓ䠮䠃䠠ᢞ㈨䛾⤒῭ⓗ䞉♫ⓗἼཬຠᯝ䛻㛵䛩䜛ືྥㄪ
ᰝ䛸ศᯒ
≉ᐃ䛾ศ㔝䞉㡿ᇦ䞉ᨻ⟇➼䛻䛚䛡䜛R&Dᢞ㈨䛾⤒῭ⓗ䞉♫ⓗຠᯝ䛾ศᯒ

Part 2. 䝭䜽䝻どⅬ䛛䜙䛾Ꮫ䛸ᴗ䛸䛾㛫䛾▱㆑⛣ື
䛻╔┠䛧䛯ศᯒ
z

Ꮫ䞉ᴗ➼䛾⤌⧊㛫䜔⤌⧊ෆ䛾▱㆑⛣ື䛻㛵䛩䜛ศᯒ

Part 3. 䝭䜽䝻䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䛯R&Dᢞ㈨䛾ຠᯝศᯒ
z
z

↓ᙧ㈨⏘䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉⏕⏘ᛶ䛻㛵䛩䜛䝭䜽䝻䝕䞊䝍ศᯒ
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ
2

䜲䝯䞊䝆

NISTEP䛻䛚䛡䜛ᨻ⟇ㄢ㢟ᑐᛂᆺㄪᰝ◊✲

䠘㊃᪨䠚
㻌 䞉䜘䜚ຠᯝⓗ䛺R&Dᢞ㈨䛻ྥ䛡䛯ᨻ⟇ᙧᡂ䛾䛯䜑䛾䜶䝡䝕䞁䝇䜢ᥦ♧䛩䜉䛟䚸R&Dᢞ㈨䛜䜒䛯䜙䛩Ἴཬ
㻌 㻌 ຠᯝ䛻䛴䛔䛶䚸䝬䜽䝻䛛䜙䝭䜽䝻䜎䛷䛾ྛ䝇䜿䞊䝹䛷䛾✀䚻䛾䝥䝻䝉䝇䚸䝰䝕䝹䛻❧⬮䛧䛶ㄪᰝศᯒ䜢ᐇ䚹
Part1

ᢏ⾡㛤Ⓨ䝅䝘䝸䜸
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛿ᡤ

Part1

Part2,3

䝬䜽䝻䠄䝬䜽䝻⤒῭䝰䝕䝹䛾ᨵⰋ䠅
ᢏ⾡ᑟධ䝅䝘䝸䜸䛻䜘䜛
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⏘ᴗ㐃㛵ศᯒ

Part2 ˫˓˶ઽпѽѢȻ
ോќࠫࣄќѢࠖѢ
ඐૡڤຌက౷Ȼ
R&Dᢞ㈨
ேⓗ㈨ᮏ䜈䛾ᢞ㈨
⤌⧊ᨵ⦅ᢞ㈨㻌 etc.

䝕䞊䝍䛾ά⏝

Part3 ӑҡӟҹ̶ұ҆ߊᄿыѓȻ
ɭɁɟૃѢলݐက౷Ȼ
ᴗ䛾䡮䢅䢉䢚䡬䡸䡪䢙ฟ䢈䢛䢗䡺䡹䛾ศᯒ

⏕⏘ᛶ
㻌 䛾ྥୖ

䝕䞊䝍䛾✚

䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙
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Part 1.
䝬䜽䝻どⅬ䛛䜙䛾R&Dᢞ㈨䛾ຠᯝศᯒ

4

ᨻᗓ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⤒῭ຠᯝ䜢ィ 䛩䜛䛯䜑䛾䝬䜽䝻⤒῭䝰䝕䝹䛾ᨵⰋ
⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬䛷䛿䚸➨2ᮇᇶᮏィ⏬䠄2001䡚2005ᖺᗘ䠅௨᮶䚸㔜Ⅼศ㔝䛜⨨䛵䛡䜙䜜䚸䛭䜜䛻ᑐ
ᛂ䛧䛯◊✲㛤Ⓨ䛜ᐇ䛥䜜䛶䛝䛯䚹䛣䛾䛯䜑䚸1998ᖺ䛻ᙜ◊✲ᡤ䛜㛤Ⓨ䛧䛯䝬䜽䝻⤒῭䝰䝕䝹䜢ᨵⰋ䛧䚸
◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛜ᑗ᮶䛾⤒῭ᡂ㛗䛻ཬ䜌䛩ຠᯝ䜢䚸ศ㔝ู䛻ホ౯䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛯䚹

㻌 䝬䜽䝻⤒῭䝰䝕䝹䛻䛴䛔䛶䚸ᐇ㉁GDP䛾ቑศ䜢䚸㈨ᮏ䝇䝖䝑䜽䛻䜘
䜛ᐤศ䚸ປാ䛻䜘䜛ᐤศ䚸ᢏ⾡▱㆑䝇䝖䝑䜽䛻䜘䜛ᐤศ䛻ศ
ゎ䛧䛯䚹䛥䜙䛻䚸ᢏ⾡▱㆑䝇䝖䝑䜽䛻䜘䜛ᐤศ䛻䛴䛔䛶ྛศ㔝䛾ᢏ
⾡㐍Ṍ䛻ศゎ䛧䛯䚹
㻌
㻌 䞉➨iศ㔝䛻䛚䛡䜛ᐇ㉁䠣䠠䠬䛾ኚ䛻ᑐ䛩䜛ᢏ⾡▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 ᐤᗘ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠙➨䡅ศ㔝䛾䜲䞁䝟䜽䝖ಀᩘ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㽢ᐇ㉁䠣䠠䠬䛾ኚ䛻ᑐ䛩䜛ᢏ⾡▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾ᐤᗘ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 䜲䞁䝟䜽䝖ಀᩘ䠖ศ㔝ู▱㆑䝇䝖䝑䜽✌ാ⋡䜢䚸ศ㔝ู▱㆑䝇䝖䝑䜽䛻䛨䜛

⤒῭ᡂ㛗䛻ᑐ䛩䜛▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾ศ㔝ูᐤᗘ䠄䠂䠅
0.60

䛭䛾
ᾏὒ㛤Ⓨ
Ᏹᐂ㛤Ⓨ
䜶䝛䝹䜼䞊
䝘䝜䝔䜽䝜䝻䝆䞊ศ㔝

0.50

≀㉁䞉ᮦᩱ
⎔ቃ
ሗ㏻ಙ
䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇

0.40
0.36
0.33
0.30
0.27

0.26

㻌 ⤖ᯝ䚸ᢏ⾡▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾ᐤᗘ䜢ศ㔝ู䛻ศゎ䛩䜛䛸䚸᭱䜒
䛝䛺ᐤᗘ䜢♧䛧䛶䛔䜛䛾䛿ከᵝ䛺ศ㔝䛜ྵ䜎䜜䜛䛂䛭䛾䛃
䛷䛒䜛䛜䚸䠔ศ㔝䛾୰䛷䛿䛂ሗ㏻ಙ䛃䚸䛂䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇䛃䚸䛂䜶
䝛䝹䜼䞊䛃䛾㡰䛻ᐤᗘ䛜䛝䛟䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹

0.26

0.26

0.24
0.21
0.19

0.20

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ྛศ㔝䛾䜲䞁䝟䜽䝖䜢ィ 䚹䜲䞁䝟䜽䝖䛾ศ㔝
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ูᵓᡂẚ䜢䚸ྛศ㔝䛾䜲䞁䝟䜽䝖ಀᩘ䛸䛧䛶ồ䜑䛯䚹

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

0.25

0.30

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03
0.02

0.10

0.12

0.11

0.10

0.09

0.08

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

2000

2001

2002

2003

2004

0.09

0.01

0.09

0.03
2005

2006

0.09

0.09

0.02

0.00

0.01

0.01

0.02
2007

0.01

0.09

0.02
2008

ฟ䠖⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛂ᨻᗓ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⤒῭ຠᯝ䜢ィ
㻌 㻌 㻌 㻌 䝬䜽䝻⤒῭䝰䝕䝹䛾ヨ⾜ⓗᨵⰋ䛃䠄NISTEP NOTE No.7䠅

0.01

0.08

0.02
2009

0.02
2010

䛩䜛䛯䜑䛾
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⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛸⤒῭ᨻ⟇య⣔䛾᥋⥆䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲
⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾⤒῭ᨻ⟇య⣔䛸䛾᥋⥆䛻䛴䛔䛶䚸≉䛻䚸䐟つᶍ䛺䝬䜽䝻ィ㔞䝰䝕䝹䜈
䛾⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾ᑟධ䚸ཬ䜃䚸䐠▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾ィ 䛻㛵䛧䛶௨ୗ䛾ㄪᰝ◊✲䜢⾜䛳䛯䚹
ඛ⾜◊✲䛻䛚䛡䜛▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾ᐇ⏝䜎䛷䛾䝍䜲䝮䝷䜾
䠄ዷᮇ㛫䠅䛸㝞⭉⋡

䠄䠍䠅ෆእ䛾᪤Ꮡㄪᰝ◊✲䛾䝺䝡䝳䞊
㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䜔◊✲㛤Ⓨ䛾⤒῭ຠᯝ
䛻㛵䛩䜛䝰䝕䝹䜔䚸▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾ィ 䛻ᚲせ䛺ᐇ⏝
䜎䛷䛾䝍䜲䝮䝷䜾䞉㝞⭉⋡䛾ᣦᶆ䛻䛴䛔䛶䛾䝺䝡䝳䞊
䜢⾜䛳䛯䚹
䠄䠎䠅⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇ཬ䜃◊✲㛤Ⓨ䜢ᑟධ䛧
䛯⡆᫆䝰䝕䝹䛾㛤Ⓨ
㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡㛵ಀ⤒㈝䜔◊✲㛤Ⓨ㈝䜢ᑟධ䛧䛯ᴟ䜑䛶⡆
᫆䛺⤒῭䝰䝕䝹(MaeSTIP)䜢㛤Ⓨ䛧䚸䛭䛾≉ᛶ䛻㛵䛩䜛
᳨ド䜢⾜䛳䛯䚹
䠄䠏䠅◊✲䛾㛤ദ
㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇ཬ䜃◊✲㛤Ⓨ䛾⤒῭ຠ
ᯝ ᐃ䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㯮⏣ᫀ⿱ᗙ㛗䠅䜢㛤ദ䛧䚸≉䛻䚸
▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾ᴫᛕᩚ⌮䠄ᅜẸ⤒῭ィ⟬䛻䛚䛡䜛R&D䛾
㈨ᮏྵ䜐䠅䚸⏕⏘ᛶศᯒ➼䛻㛵䛩䜛ຓゝ䜢ᚓ䛯䚹ෆ㛶
ᗓ⤒῭♫⥲ྜ◊✲ᡤ䠄ESRI䠅ཬ䜃ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㛵ಀ㒊
ᒁ䛜䜸䝤䝄䞊䝞䞊ཧຍ䚹

ฟ䠖⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛂⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾䝬䜽䝻⤒῭ᨻ⟇య⣔
6
㻌 㻌 㻌 㻌 䜈䛾ᑟධ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲䛃䠄ㄪᰝ㈨ᩱ226䠅

ᡃ䛜ᅜ䛾ᅜẸ⤒῭ィ⟬䛻䛚䛡䜛R&D㈨ᮏᑟධ᳨ウ䜈䛾ᐤ
z ᭱᪂䛾ᅜ㝿ᇶ‽䛷䛒䜛2008ᖺ∧ᅜẸ⤒῭ィ⟬䠄08SNA䠅䛻䛚䛔䛶䛿䚸R&D㈨ᮏ䛾ᑟධ䛜ᅜ㐃䜘
䜚່࿌䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛻ᇶ䛵䛝䚸せྛᅜ䛻䛚䛔䛶ᑟධ䛾ື䛝䛜㐍䜣䛷䛚䜚䚸ᡃ䛜ᅜ䛷䜒䚸ෆ㛶
ᗓ䛻䛚䛔䛶ᑟධ䛾䛯䜑䛾᳨ウ䛜㐍ᤖ䚹
z R&D㈨ᮏ䛾䛯䜑䛻䛿䚸◊✲㛤Ⓨ㈝䛾䝣䝻䞊䜢䝇䝖䝑䜽䛸䛧䛶ᤊ䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛜䚸䛭䛾㝿䚸◊✲
㛤Ⓨ䝇䝖䝑䜽䛜ᐇ⏝䛥䜜䜛䜎䛷䛾䝍䜲䝮䝷䜾䜔㝞⭉⋡䛸䛔䛳䛯ᣦᶆ䛜ᚲせ䚹
z 䛣䜜䜙䛾ᣦᶆ䛾᳨ウ䝥䝻䝉䝇䛻NISTEP䛾◊✲ᡂᯝ䛜ᐤ䚹
¾

ᨻᗓ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⤒῭ຠᯝ䜢ィ
䜑䛾䝬䜽䝻⤒῭䝰䝕䝹䛾ᨵⰋ

䛩䜛䛯

䝬䜽䝻⤒῭䝰䝕䝹୰䛷⏝䛥䜜䛶䛔䜛ᢏ⾡▱㆑䝇䝖䝑
䜽䛾䛖䛱䚸බⓗ▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾ィ⟬䛻⏝䛔䜛ሗ䜢㞟
䛩䜛䛯䜑䛻䚸Ꮫ䞉බⓗ◊✲ᶵ㛵䛾◊✲⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧
䛯㉁ၥ⚊ㄪᰝ䜢⾜䛳䛯䚹䠄㞟䛧䛯ሗ䛻ᇶ䛵䛔䛶ィ
⟬䛥䜜䛯ᩘ್䛿ྑୗ⾲䜢ཧ↷䠅
–

•

•

ㄪᰝ䛾ᴫせ
•
•

•

–

¾ ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛸⤒῭ᨻ⟇య⣔䛾᥋
⥆䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲䠄NISTEPㄪᰝ㈨ᩱ226䠅

ᐇᮇ䠖2012ᖺ1᭶ࠥ2᭶
㏦ᑐ㇟⪅䠖⏘Ꮫ㐃ᦠㄢ㢟⤒㦂䛾䛒䜛◊✲⪅䠄JGLOBAL䛻䜘䜛䠅480ྡ䚸NEDOᢏ⾡ᡓ␎䝻䞊䝗䝬䝑
䝥᳨ウጤဨ⤒㦂⪅168ྡ䚸NEDO䝘䝅䝵䝘䝹䝥䝻
䝆䜵䜽䝖ホ౯ጤဨ⤒㦂⪅309ྡ䚸➼
᭷ຠᅇ⟅⋡䠖25.7%㻌 䠄ᅇᩘ297/㏦⥲ᩘ960䠅

㉁ၥ㡯┠
•
•
•

ᐇ⏝䛥䜜䛯ᢏ⾡䛾◊✲㛤Ⓨ㛤ጞᖺ䛸⤊ᖺ
◊✲㛤Ⓨ⤊ᚋ䚸㛤Ⓨᡂᯝ䛜Ẹ㛫ᴗ➼䛻䛚䛔
䛶ᐇ⏝䛥䜜䜛䜎䛷䛾ᮇ㛫
ᙜヱᢏ⾡䜢ᐇ⏝䛧䛯〇ရ䚸〇ἲ➼䛜䚸䜘䜚᪂䛧
䛔ᢏ⾡䜢⏝䛔䛯〇ရ䚸〇ἲ➼䛻⨨䛝䛘䜙䜜䜛䜎
䛷䛾ᮇ㛫䠄▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾䝷䜲䝣䝍䜲䝮䠅

䛂⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇ཬ䜃◊✲㛤Ⓨ䛾⤒
῭ຠᯝ ᐃ䛻㛵䛩䜛◊✲䛃䠄㯮⏣ᫀ⿱ᗙ㛗䚸ෆ
㛶ᗓ⤒῭♫⥲ྜ◊✲ᡤ䛜䜸䝤䝄䞊䝞䞊ཧຍ䠅䜢
㛤ദ䚹
▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾ᴫᛕᩚ⌮䠄ᅜẸ⤒῭ィ⟬䛻䛚䛡䜛
R&D䛾㈨ᮏྵ䜐䠅䚸⏕⏘ᛶศᯒ➼䛻㛵䛩䜛᳨ウ
䜢ᐇ䚹

ศ㔝ูࡢ▱㆑ࢫࢺࢵࢡࡢᐇ⏝ࡲ࡛ࡢࢱ࣒ࣛࢢ
㝞⭉⋡㸦බⓗ㒊㛛㸧㸸ᅇࡉࢀࡓᅇ⟅ࡢ୰ኸ್
◊✲㛤Ⓨᡂᯝ
▱㆑䝇䝖䝑䜽䛾
◊✲㛤Ⓨ䛻せ 䛜ᐇ⏝䛥䜜 䝍 䜲䝮䝷 䜾
䝷䜲䝣䝍䜲䝮
䛧䛯ᮇ㛫䠄ᖺ䠅㻭 䜛䜎䛷䛾ᮇ㛫 䠄 ᖺ 䠅 㻯㻩 㻭 㻗 㻮
䠄ᖺ䠅㻰
䠄ᖺ䠅㻮

㝞⭉  ⋡
㻝㻛㻰

䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇

㻠㻚㻜

㻟㻚㻜

㻣 㻚㻜

㻤㻚㻜

㻝 㻞 㻚㻡 㻑

ሗ㏻ಙ

㻠㻚㻡

㻟㻚㻜

㻣 㻚㻡

㻢㻚㻜

㻝 㻢 㻚㻣 㻑

⎔ቃ

㻡㻚㻜

㻟㻚㻜

㻤 㻚㻜

㻡㻚㻜

㻞 㻜 㻚㻜 㻑

≀㉁ᮦᩱ

㻠㻚㻜

㻟㻚㻜

㻣 㻚㻜

㻥㻚㻜

㻝 㻝 㻚㻝 㻑

䝘䝜䝔䜽䝜䝻䝆䞊

㻡㻚㻜

㻟㻚㻜

㻤 㻚㻜

㻡㻚㻜

㻞 㻜 㻚㻜 㻑

䜶䝛䝹䜼䞊

㻠㻚㻜

㻞㻚㻟

㻢 㻚㻟

㻥㻚㻜

㻝 㻝 㻚㻝 㻑

Ᏹᐂ㛤Ⓨ

㻥㻚㻜

㻟㻚㻜

㻝 㻞 㻚㻜

㻝㻡㻚㻜

ᾏὒ㛤Ⓨ

㻝㻜㻚㻜

㻜㻚㻡

㻝 㻜 㻚㻡

㻝㻡㻚㻜

㻢 㻚㻣 㻑

䛭䛾

㻟㻚㻜

㻝㻚㻡

㻠 㻚㻡

㻡㻚㻜

㻞 㻜 㻚㻜 㻑

య

㻠㻚㻜

㻟㻚㻜

㻣 㻚㻜

㻣㻚㻜

㻝 㻠 㻚㻟 㻑

㻢 㻚㻣 㻑

ฟ䠖⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛂ศ㔝ู▱㆑䝇䝖䝑䜽䛻ಀ䜛䝕䞊䝍䛾㞟䞉ศᯒ䛃䠄NISTEP NOTE No.1䠅
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◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⤒῭ⓗ䞉♫ⓗἼཬຠᯝ䛾 ᐃ䛻㛵䛩䜛ᾏእ䛾ㄪᰝ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄NISTEPㄪᰝ㈨ᩱ219䠅
䛆┠ⓗ䛇
බⓗ䛺R&Dᢞ㈨䝥䝻䜾䝷䝮䛾⤒῭ⓗ䞉♫ⓗ䜲䞁䝟䜽䝖䛾 ᐃ䛜ඛ⾜䛧䛶ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛Ḣ⡿ㅖᅜ䛾䜢
ㄪᰝ䛧䚸䜲䞁䝟䜽䝖 ᐃ䛾ᡭἲ➼䛻㛵䛩䜛▱ぢ䜢ᚓ䜛䚹
䛆ㄪᰝ䛇
⡿ᅜ䠄STAR METRICS䚸SciSIP䝥䝻䜾䝷䝮䠅
EU䠄⤒῭ⓗἼཬຠᯝ䛾 ᐃ䠖NEMESIS䚸♫ⓗἼཬຠᯝ䛾

ᐃ䠖SIAMPI䠅

䛆䛺⤖ᯝ䛇
⡿ᅜ
䞉STAR METRICS䛷䛿䚸ᅜ䛾◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛜♫⤒῭䛻䜒䛯䜙䛧䛶䛔䜛ຠᯝ䛻ಀ䜛ㄪᰝ◊✲䜢ᐇ䚹SciSIP
㻌 䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛿⛉Ꮫ䛾⤒῭ⓗ䞉♫ⓗἼཬຠᯝ䛻㛵㐃䛩䜛◊✲άື䛻ຓᡂ䚹
䞉䛣䜜䜙䛻䛚䛔䛶䚸◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⤒῭ⓗἼཬຠᯝ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛿ẚ㍑ⓗከ䛟⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛜䚸◊✲ᡭἲ䛿
㻌 䛔䛪䜜䜒䝭䜽䝻䝕䞊䝍ศᯒ䛻䜘䜛䜒䛾䚹
䞉♫ⓗἼཬຠᯝ䛾 ᐃ䛻䛴䛔䛶䜒ヨ䜏䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᐃᛶⓗ䛺⤖ᯝ䛻䛸䛹䜎䛳䛶䛔䜛䚹
EU
䞉NEMESIS䛿䚸◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⤒῭ⓗἼཬຠᯝ䜢ホ౯䞉ศᯒ䛩䜛EU䛻䜘䜚㛤Ⓨ䛜㐍䜑䜙䜜䛯䝬䜽䝻⤒῭
㻌 䝰䝕䝹䛷䚸➨7ḟ䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䝥䝻䜾䝷䝮䛾⤒῭ⓗἼཬຠᯝ䛾᥎ィ䚸䛒䜛䛔䛿⤒῭༴ᶵୗ䛷䛾◊✲
㻌 㛤Ⓨᢞ㈨ᨻ⟇䛾ຠᯝ䛾᥎ィ䛻⏝䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䞉SIAMPI䛿䚸♫ⓗ䜲䞁䝟䜽䝖䜢ྵ䜐㠀⤒῭ⓗ䜲䞁䝟䜽䝖䛾 ᐃ䜢┠ᣦ䛧䛯EU䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䚸◊✲⪅䛸♫
㻌 䠄䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䠅䛸䛾┦స⏝䛻╔┠䛧䚸䜲䞁䝍䝡䝳䞊ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䛯䛜䚸ᐃᛶⓗ䛺⤖ᯝ䛻䛸䛹䜎䛳䛶
㻌 䛔䜛䚹
8

᪂ᢏ⾡䛾ᑟධ䛻䜘䜛⤒῭䞉⎔ቃ䜈䛾Ἴཬຠᯝ䛾⏘ᴗ㐃㛵ศᯒ䠄1/3䠅
┠ⓗ
㻌 ᪂ᢏ⾡䛾ᑟධ䛻䜘䜛⤒῭Ἴཬຠᯝ(⏕⏘㢠䞉㞠⏝㔞)䜔
䜶䝛䝹䜼䞊䞉⎔ቃ䜈䛾ᙳ㡪(䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝㔞䞉CO2ฟ
㔞)䜢⏘ᴗ㐃㛵ศᯒ䛻䜘䜚᥎ィ䛧䚸⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵
䞁ᨻ⟇䛻㈨䛩䜛䜶䝡䝕䞁䝇䜢ᥦ౪䛩䜛䚹
㻌 䛺䛚䚸ᮏㄪᰝ◊✲䛿᪩✄⏣Ꮫ䛸䛾༠ຊ䛻䜘䜚ᐇ䚹

ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ
ᨻᗓ◊
◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛻䜘䜛⤒
⤒῭䞉♫ⓗᙳ㡪䛾ศᯒ
᪂䛧䛔〇ရ䞉
䝃䞊䝡䝇䚸
ᕷሙ䛾ฟ

⛉Ꮫᢏ⾡
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䛾᥎㐍

⏘ᴗ䜔♫䛾
㐃⥆䛺ኚ

z ᑗ᮶䛾♫䜔⏘ᴗᵓ㐀䛾ኚ䜢ᐃ䛧䛯ᡭἲ

◊✲䛾యീ䛸ᐇෆᐜ

⏘ᴗ㐃㛵ศᯒ

⛉Ꮫᢏ⾡ືྥ䛾ㄪᰝ䛸ᑗ᮶䝅䝘䝸䜸䛾సᡂ
ண ㄪᰝ䞉ᢏ⾡䝻䞊䝗䝬䝑䝥䞉
ᨻ⟇䛾ືྥ➼䛻䛴䛔䛶ㄪᰝ

ᑗ᮶䝅䝘䝸䜸䛾సᡂ

◊✲⪅䞉ᢏ⾡⪅䜈䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊

⏕ྍ⬟㻌
䜶䝛䝹䜼䞊㻌
㻺㻵㻿㼀㻱㻼㻌 㻰㻼㻌㻌
㻺㼛㻚㻌㻥㻢㻌

z ⤒῭Ἴཬຠᯝ䛾⏘ᴗ㒊㛛ูศᯒ
(⏕⏘䞉㞠⏝)
z 䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝䜔⎔ቃ㈇Ⲵ䛾ศᯒ

⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ
⛉Ꮫᢏ⾡ືྥ◊✲䝉䞁䝍䞊

ᚤ⣽⸴㢮䛻䜘䜛
䝞䜲䜸⇞ᩱ〇㐀
䛻䛴䛔䛶᳨ウ

᪩✄⏣Ꮫ
⥲ྜ◊✲ᶵᵓ

᭱᪂ᢏ⾡䛾Ἴཬຠᯝ䜢ศᯒ

ᑗ᮶ᢏ⾡䛾Ἴཬຠᯝ䜢ศᯒ

⌧ᅾ䡚ᑗ᮶䛻⮳䜛⤒㊰䛾ศᯒ

᪂⏘ᴗ䜢ᫎ䛧䛯
ᣑᙇ⏘ᴗ㐃㛵⾲䛾సᡂ

㠉᪂ⓗᢏ⾡䜢ᫎ䛧䛯
ᣑᙇ⏘ᴗ㐃㛵⾲䛾సᡂ

ᣑᙇ⏘ᴗ㐃㛵⾲䜢
ືⓗ䛺䝰䝕䝹䛻ᣑᙇ

㠉᪂ⓗᢏ⾡䛻䜘䜛
⤒῭Ἴཬຠᯝ䛸䜶䝛䝹䜼䞊䞉
⎔ቃ䜈䛾ᙳ㡪䛾ศᯒ

㛫Ⓨᒎ䜢ྵ䜑䛯
⤒῭Ἴཬຠᯝ䛸䜶䝛䝹䜼䞊䞉
⎔ቃ䜈䛾ᙳ㡪䛾ศᯒ

ᣑᙇ⏘ᴗ㐃㛵⾲䜢⏝䛔䛯
⤒῭Ἴཬຠᯝ䛸䜶䝛䝹䜼䞊䞉
⎔ቃ䜈䛾ᙳ㡪䛾ศᯒ

⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛻㈨䛩䜛䜶䝡䝕䞁䝇䞉ᨻ⟇䜸䝥䝅䝵䞁䛾ᥦ౪

9

᪂ᢏ⾡䛾ᑟධ䛻䜘䜛⤒῭䞉⎔ቃ䜈䛾Ἴཬຠᯝ䛾⏘ᴗ㐃㛵ศᯒ䠄2/3䠅
䞉⏕⏘ㄏⓎ㢠䛸㞠⏝ㄏⓎᩘ: 㻌 㻌 ┤᥋ຠᯝ(㟷)䛻ᑐ䛧䛶㛫᥋ຠᯝ(㉥)䛜┦ᑐⓗ䛻ᑠ䛥䛔
䞉䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝㔞䛸CO2ฟ㔞: ┤᥋ຠᯝ(㟷)䛻ᑐ䛧䛶㛫᥋ຠᯝ(㉥)䛜┦ᑐⓗ䛻䛝䛔
䞉䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝㔞䛸CO2ฟ㔞䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ἴཬ(㛫᥋)ຠᯝ䜢ྵ䜑䛯᳨ウ䛜ᚲせ

ᘓタ䝁䝇䝖䛜ప䛔௦䜟䜚䛻
⏕⏘ㄏⓎ㢠䜒ప䛔

䝯䜺䝋䞊䝷䞊䛿ᘓタ䝁䝇䝖䛜ప䛔䛻
㞠⏝ㄏⓎᩘ䛜ከ䛔
༢Ⓨ㟁ᐜ㔞䛒䛯䜚䛾䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝㔞䛷ぢ䜜䜀䚸
㢼ຊⓎ㟁(㝣ୖ䚸ὒୖ╔ᗋ)䛸ᮌ㉁䝞䜲䜸䝬䝇䛾Ⓨ㟁タᘓタ䛜ᑡ䛺䛔䚹

༢Ⓨ㟁ᐜ㔞䛒䛯䜚䛾CO2 ฟ㔞䛷ぢ䜜䜀䚸ኴ㝧ගⓎ㟁(ᡞᘓఫᏯ䚸
䝯䜺䝋䞊䝷䞊)䚸㢼ຊⓎ㟁(㝣ୖ䚸ὒୖ㢼ຊ)䚸ᮌ㉁䝞䜲䜸䝬䝇Ⓨ㟁䛜ᑡ䛺䛔
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⏕⏘ㄏⓎ㢠䠄ᘓタ䝁䝇䝖䠅䜢
ୗ䛢䜛䛣䛸䜢ඃඛ䛩䜛䛛䠛
㞠⏝ㄏⓎᩘ䛜㧗䛔䛣䛸䜢
ඃඛ䛩䜛䛛䠛

Ⓨ㟁タᘓタ䛻䜘䜛㞠⏝ㄏⓎᩘ [ே/kW]

0.100

Ⓨ㟁タᘓタ䛻䜘䜛CO2ฟ㔞 [t-CO2/kW]

᪂ᢏ⾡䛾ᑟධ䛻䜘䜛⤒῭䞉⎔ቃ䜈䛾Ἴཬຠᯝ䛾⏘ᴗ㐃㛵ศᯒ䠄3/3䠅
⏕⏘䞉㞠⏝ຠᯝ䛿
䛝䛔䛜౯᱁➇தຊ
䛿ప䛔

0.075
䝣䝷䝑䝅䝳䝃䜲䜽䝹
ᆅ⇕Ⓨ㟁
ὒୖ╔ᗋᘧ
㢼ຊⓎ㟁

0.050
䝯䜺䝋䞊䝷䞊
ኴ㝧ගⓎ㟁

┤᥋ຠᯝ
┤᥋+㛫᥋ຠᯝ

0.025
Ⓨ㟁タᘓタ䛻䜘䜛
⏕⏘ㄏⓎ㢠䛜ῶᑡ䛧䚸
㞠⏝ㄏⓎᩘ䜒ῶᑡ

㛫᥋㒊㛛䛾CO2ฟ㔞
䜢๐ῶ䛧䛴䛴Ⓨ㟁䝁䝇䝖

3

㛫᥋㒊㛛(Ⓨ㟁䞉㖧㕲)
䜢๐ῶ
䛾CO2ฟ㔞䜢๐ῶ䛧
䛴䛴Ⓨ㟁䝁䝇䝖䜢๐ῶ
䝣䝷䝑䝅䝳䝃䜲䜽䝹
ᆅ⇕Ⓨ㟁

2

┤᥋ຠᯝ
┤᥋+㛫᥋ຠᯝ

䝯䜺䝋䞊䝷䞊
ኴ㝧ගⓎ㟁

1
ὒୖ╔ᗋᘧ
㢼ຊⓎ㟁

0

0.000
0.0

0.5
1.0
Ⓨ㟁タᘓタ䛻䜘䜛⏕⏘ㄏⓎ㢠 [ⓒ/kW]

1.5

⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊Ⓨ㟁タᘓタ䛻䜘䜛⏕⏘ㄏⓎ㢠䛸㞠⏝ㄏⓎ㔞

䝁䝇䝖䝎䜴䞁䛾䛯䜑䛻䛿ኴ㝧㟁ụ〇㐀
䛾䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ䛜ຠᯝⓗ

䝯䜺䝋䞊䝷䞊ᘓタ䛻䜘䜛⏘ᴗ㒊㛛ู䛾⏕⏘ㄏⓎ㢠
(┤᥋ຠᯝ䛸㛫᥋ຠᯝ䛾⥲䛾䛝䛔ୖ10 㒊㛛)

0.0

0.5
1.0
Ⓨ㟁タᘓタ䛻䜘䜛⏕⏘ㄏⓎ㢠 [ⓒ/kW]

1.5

⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊Ⓨ㟁タᘓタ䛻䜘䜛⏕⏘ㄏⓎ㢠䛸CO2ฟ㔞

䛂㖧㕲䛃㒊㛛䛻䛚䛡䜛CO2ฟ๐ῶ䛾
䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䛜ຠᯝⓗ

䝯䜺䝋䞊䝷䞊ᘓタ䛻䜘䜛⏘ᴗ㒊㛛ู䛾CO2 ฟ㔞
(┤᥋ຠᯝ䛸㛫᥋ຠᯝ䛾⥲䛾䛝䛔ୖ10 㒊㛛)
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Part 2.
䝭䜽䝻どⅬ䛛䜙䛾Ꮫ䛸ᴗ䛸䛾㛫䛾▱㆑⛣ື
䛻╔┠䛧䛯ศᯒ

12

Ꮫ䞉ᴗ➼䛾⤌⧊㛫䜔⤌⧊ෆ䛾▱㆑⛣ື䛻㛵䛩䜛ศᯒ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ㄪᰝ䛾ၥ㢟ព㆑䠖㻌
Ꮫ䛾◊✲ᡂᯝ䛿ᨻᗓR&Dᢞ㈨䛾䜰䜴䝖䝥䝑䝖䚹⏘Ꮫ㐃ᦠ䜢㏻䛨䛶⏕ᡂ䛥䜜䛯◊✲ᡂᯝ䛜䚸ᴗ䛻䛚䛔䛶ၟᴗ
䛥䜜䜛䜎䛷䛾⤒㊰䚸ືែ䜢య⣔ⓗ䛻᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹

ㄪᰝ᪉ἲ䠖㻌
⏘Ꮫ㐃ᦠ◊✲䛾ᚑ⪅3500ே䛻䚸⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᙧᡂ䛸䛭䛾ᇶᮏᵓ㐀䚸ືᶵ䛸䛝䛳䛛䛡䚸䝬䝛䝆䝯䞁䝖䚸
ᡂᯝ䛸Ἴཬຠᯝ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䜢ᐇ䚹䠄Ꮫ◊✲⪅743ྡ䚸ᴗ◊✲⪅704ྡ䛜ᅇ⟅ 䠄Ꮫ䛸ᴗ䛾
ᅇ⋡䛿ྛ䚻24䠂䛸26䠂䠅䠅
ᮏㄪᰝ䛿୍ᶫᏛ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁◊✲䝉䞁䝍䞊䛸䛾ඹྠᐇ䚹

ㄪᰝᑐ㇟⪅䛾㑅ᐃ䠖㻌

≉チ䛾Ⓨ᫂⪅䛜⏘Ꮫ㐃ᦠ䛻ᡤᒓ
䛧䛶䛔䛯ᶵ㛵䜢ྠᐃ䛩䜛䛯䜑䚸䛻
䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ሗ䛛䜙䚸⥙⨶ⓗ䛻
㏣ຍㄪᰝ䜢ᐇ䚹

⣙1௳
⣙2௳
⣙150௳

⣙3500௳

ᮏㄪᰝ䛾≉㛗䠖
㻌 䞉⏘Ꮫඹྠ≉チ䜢ᇶ䛻䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾༢䛷
㻌 㻌 ㄪᰝ䜢䛩䜛䛣䛸䛷䚸⏘Ꮫ㐃ᦠ䛾ヲ⣽䝥䝻䝉䝇
㻌 㻌 䜢ศᯒ
㻌 䞉Ꮫ◊✲⪅䛚䜘䜃ᴗ◊✲⪅䜢ㄪᰝᑐ㇟⪅
㻌 㻌 䛸䛩䜛䛣䛸䛷䚸⏘Ꮫ᪉䛾どⅬ䛛䜙ᐇែ䜢
㻌 㻌 ㄪᰝ

⣙6༓௳
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ㄪᰝศᯒ⤖ᯝ䐟䠖⏘Ꮫ㐃ᦠ䜈䛾ཧຍ䛾ືᶵ䚸䛝䛳䛛䛡
䞉ᴗ◊✲⪅䛻䛸䛳䛶⏘Ꮫ㐃ᦠ䜈䛾ཧຍືᶵ䛿䚸≉ᐃ䛾ᢏ⾡ⓗㄢ㢟䜈䛾ゎỴ䜢Ꮫ䛸䛾㐃ᦠ䛻ồ䜑䚸ྠ䛻Ꮫ䛸䛾ᚋ䛻㻌
㻌 ⏕䛛䛫䜛䜘䛖䛺ேⓗ䞉⤌⧊ⓗ䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᙧᡂ䛸䛔䛘䜛䚹䛭䛾㝿䚸Ꮫ䛛䜙䛾䝜䜴䝝䜴䛾྾䛜ᴗ◊✲⪅䛻䛸䛳䛶㔜せ䛷㻌
㻌 䛒䜚䚸ᏛⓎ䛾⛉ᏛⓗⓎぢ䚸ᢏ⾡ⓗ▱ぢ䛺䛹䜢᪂䛯䛻ᴗ䛩䜛ᶵ䜒ᶍ⣴䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䞉Ꮫ◊✲⪅䛻䛸䛳䛶⏘Ꮫ㐃ᦠ䜈䛾ཧຍືᶵ䛿䚸◊✲ᡂᯝ䛾♫㑏ඖ䜔ᐇ⏝䛻ྥ䛡䛯♫ືྥ䛾ᢕᥱ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛᪉㻌
㻌 䛜ከ䛔䚹ྠ䛻䚸Ꮫഃ䛾㈨㔠⧞䜚䛜ཝ䛧䛔≧ἣ䜢ᫎ䛧䛶䚸◊✲㈨㔠䛾☜ಖ䛾ᡭẁ䛸䛧䛶䛾⏘Ꮫ㐃ᦠ䛾㔜せᛶ䜒䛒䜛䚹㻌
㻌 䛥䜙䛻䚸ᚋ䛾㛗ᮇⓗ䛺㛵ಀᵓ⠏䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ᴗ䛸䛾ேⓗ䞉⤌⧊ⓗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䜒㔜せ䛺ືᶵ䛷䛒䜛䚹㻌

ฟ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䚸୍ᶫᏛ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁◊✲䝉䞁䝍䞊䛂⏘Ꮫ㐃ᦠ䛻䜘䜛▱㆑ฟ䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾◊✲䛃䠄ㄪᰝ㈨ᩱ-221䠅

䞉⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᙧᡂ䛷䛿䚸⏘Ꮫᙜ⪅䛾䛔䛪䜜䛛䛒䜛䛔䛿᪉䛜㻌
㻌 ⮬䜙㐃⤡䞉↷䛧䚸䛭䛾ᙧᡂ䛻┤᥋㛵䜟䛳䛶䛔䜛ሙྜ䛜༙䛷䛒䜛䛜䚸Ꮫ㻌
㻌 䛾⏘Ꮫ㐃ᦠᨭᶵ㛵䜒㻞㻌⛬ᗘ䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻㛵䛧䛶䛚䜚䚸Ꮫ䚸◊✲㻌
㻌 㛤Ⓨ⊂❧⾜ᨻἲே䜢䛝䛳䛛䛡䛸䛧䛶⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢ᙧᡂ䛧䛶䛔䜛㻌
㻌 䜿䞊䝇䜒䛒䜛䚹㻌

ฟ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䚸୍ᶫᏛ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁◊✲䝉䞁䝍䞊
㻌 㻌 㻌 㻌 䛂⏘Ꮫ㐃ᦠ䛻䜘䜛▱㆑ฟ䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾◊✲䛃䠄ㄪᰝ㈨ᩱ-221䠅
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ㄪᰝศᯒ⤖ᯝ䐠䠖⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾䜲䞁䝥䝑䝖䠄㈨㔠䠅
䞉⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜈䛾◊✲㈨㔠䛾㈨㔠※ู䛾⥲ᢞධ㢠䜢ぢ䜛䛸䚸㻌
㻌 Ꮫ䛷䛿䚸ᶵ㛵䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛බເᆺ◊✲㈨㔠䚸㻺㻱㻰㻻䚸㻶㻿㼀➼䛾እ㒊㻌
㻌 ㈨㔠䛾䝅䜵䜰䛜㧗䛔䚹㻌
䞉㏫䛻ᴗ䛷䛿ᴗⓎ᫂⪅ᡤᒓᶵ㛵䛾䝅䜵䜰䛜ᅽಽⓗ䛻㧗䛔䚹㻌
䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝧䞊䝇䛾➇தⓗ㈨㔠䛷䛿䚸Ꮫ䛚䜘䜃ᴗ䛾䛔䛪䜜䛻㻌
㻌 䛚䛔䛶䜒㔠㢠⥲㢠䛷㻺㻱㻰㻻䚸㻶㻿㼀䚸⛉◊㈝䛾㡰䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌

ฟ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䚸୍ᶫᏛ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁◊✲䝉䞁䝍䞊
㻌 㻌 㻌 㻌 䛂⏘Ꮫ㐃ᦠ䛻䜘䜛▱㆑ฟ䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾◊✲䛃䠄ㄪᰝ㈨ᩱ-221䠅

䞉Ꮫ䛻䛚䛡䜛⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛚䜘䜃䛭䛾๓ẁ㝵䛷䛒䜛䝥䝺◊✲㻌
㻌 䛾䛭䜜䛮䜜䛾㈨㔠※䛾㛵ಀ䜢ᕥ䛾䛸䛚䜚♧䛩䚹㻌
㻌㻌
㻌 䠄ὀ䠅ᕥ䛿ྛ䚻䛾䝥䝺◊✲䛸⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾᭱䛾㈨㔠※䛾㛵ಀ䜢⾲䛻♧䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛺䛚䚸㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ᭱䛾㈨㔠※䛜」ᩘ䛻䜟䛯䜛ሙྜ䛻䛿䚸ẚศ䜢䛧䛶䛔䜛䚹㻌

㻌
䞉䝥䝺◊✲䛸⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾᭱䛾㈨㔠※䛿ྠ୍䛷䛒䜛ሙྜ䛜㻌
㻌 ከ䛔䚹㻌
䞉䜎䛯䚸ᡤᒓᶵ㛵䛾ෆ㒊◊✲㈝䚸ᶵ㛵䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛බເᆺ◊✲㈝ཬ䜃㻌
㻌 ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠䛜䝥䝺◊✲䛾㈨㔠※䛸䛺䛳䛶䛔䜛ሙྜ䚸䛥䜙䛻㻌
㻌 ⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛚䛔䛶䛾බເᆺ㈨㔠䜔Ẹ㛫㈨㔠䛜ᑟධ㻌
㻌 䛥䜜䜛䝅䞊䝈䛾ᙧᡂ䛻㈉⊩䛧䛶䛔䜛䛜ከ䛔䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹㻌

ฟ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䚸୍ᶫᏛ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁◊✲䝉䞁䝍䞊
㻌 㻌 㻌 㻌 䛂⏘Ꮫ㐃ᦠ䛻䜘䜛▱㆑ฟ䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾◊✲䛃䠄ㄪᰝ㈨ᩱ-221䠅
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ㄪᰝศᯒ⤖ᯝ䐡䠖⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᡂᯝ䛸Ἴཬຠᯝ
䞉᭱㔜せ≉チ䛾ၟᴗཬ䜃ୖ䜈䛾㈉⊩䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᴗつᶍ䛜ᑠ䛥䛔䜋䛹ၟᴗ⋡䛸㈉⊩ᗘ䛜ୖ᪼㻌
䞉䛣䜜䛿ᴗつᶍ䛜ᑠ䛥䛔䜋䛹♫ෆ◊✲㛤Ⓨ䛻䛚䛡䜛⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾⨨䛵䛡䛜䛝䛔ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛟䚸䜎䛯䚸ᴗつᶍ䛜㻌
㻌 ᑠ䛥䛔䜋䛹⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛚䛔䛶ၟᴗ䜈䛾ᒎ㛤䛜ᐜ᫆䛺ᛂ⏝◊✲䜢ᐇ䛧䛯ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
᭱㔜せⓎ᫂䛾ୖ䜈䛾㈉⊩

⏘Ꮫ㐃ᦠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛛䜙ฟ䛥䜜䛯᭱㔜せ≉チ䛾ၟᴗ⋡
㻝㻜㻜㻑
㻥㻜㻑
㻤㻜㻑
㻣㻜㻑
㻢㻜㻑
㻡㻜㻑
㻠㻜㻑
㻟㻜㻑
㻞㻜㻑
㻝㻜㻑
㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻟㻤㻑㻌

㻟㻞㻑㻌

㻟㻤㻑㻌

㻠㻜㻑㻌

㻝㻣㻑㻌

㻠㻜㻑㻌
㻡㻜㻑㻌

㻠㻡㻑㻌
㻞㻤㻑㻌

㻝㻢㻑㻌
ᴗ㻔㻺㻩㻢㻢㻤㻕㻌

㻝㻜㻑㻌
ᑠつᶍᴗ⪅䠄㻺㻩㻞㻥㻕㻌 ୰ᑠᴗ䠄㻺㻩㻝㻡㻝㻕㻌
ά⏝㻌

㠀ά⏝㻌

᳨ウ୰㻌

ᴗ䠄㻺㻩㻠㻣㻢䠅㻌

㻝㻡㻑㻌

㻝㻡㻑㻌

㻝㻜㻑㻌

㻤㻜㻑
㻟㻝㻑㻌
㻢㻜㻑

㻠㻢㻑㻌

㻝㻞㻑㻌

㻢㻝㻑㻌

㻢㻤㻑㻌

㻠㻜㻑

㻣㻜㻑㻌

㻟㻤㻑㻌

㻞㻜㻑

㻞㻝㻑㻌

㻜㻑

㻢㻑㻌

㻝㻡㻑㻌
㻞㻑㻌
ᑠつᶍᴗ⪅䠄㻺㻩㻝㻟㻕㻌 ୰ᑠᴗ䠄㻺㻩㻠㻝㻕㻌
㻝㻡㻑㻌

ᴗ㻔㻺㻩㻝㻜㻤㻕㻌

䛔䛻㈉⊩㻌

㈉⊩㻌

ᑡ䛧㈉⊩㻌

㻞㻜㻑㻌
㻜㻑㻌
ᴗ䠄㻺㻩㻠㻥䠅㻌

㈉⊩䛫䛪㻌

ฟ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䚸୍ᶫᏛ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁◊✲䝉䞁䝍䞊䛂⏘Ꮫ㐃ᦠ䛻䜘䜛▱㆑ฟ䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾◊✲䛃䠄ㄪᰝ㈨ᩱ-221䠅ᅗ⾲8-6䜢䜒䛸䛻సᡂ㻌
㻌 㻌 㻌 ͤ⏘Ꮫඹྠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧຍ䛧䚸2004䡚2007ᖺᗘ䛻ඹྠ䛷≉チฟ㢪䜢⾜䛳䛯Ꮫཬ䜃ᴗ䛾◊✲⪅䠄Ꮫ◊✲⪅743ྡ䚸ᴗ◊✲⪅704ྡ䛛䜙䛾ᅇ⟅䠅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛾⤖ᯝ䛻
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᇶ䛵䛟ศᯒ
㻌 㻌 㻌 ͤᴗ䚸୰ᑠᴗ䚸ᑠつᶍᴗ⪅䛾ᐃ⩏䛿䚸୰ᑠᴗᇶᮏἲ䛻ᇶ䛵䛟䠄ᑠつᶍᴗ⪅䠖〇㐀ᴗ䛭䛾䛷䛿ᚑᴗဨ20ே௨ୗ䚸ၟᴗ䞉䝃䞊䝡䝇ᴗ䛷䛿ᚑᴗဨ5ே௨ୗ䠅

ㄪᰝ⤖ᯝ䐡䛾⟇䜈䛾ᐤ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ꮫ䛷ฟ䛥䜜䛯▱㆑䛾ၟᴗ䛻䛚䛡䜛୰ᑠᴗ䛾㔜せᛶ
⤒῭⏘ᴗ┬
୰ᑠᴗ䛜Ꮫ➼䛸㐃ᦠ䛧䛶⾜䛖䝅䞊䝈Ⓨ᥀䛛䜙ᴗ䜎䛷୍㈏䛧䛶ᨭ䛩䜛䛂䜒䛾䛵䛟䜚୰ᑠᴗ䞉ᑠつᶍ
ᴗ⪅➼㐃ᦠᴗ㐀ಁ㐍ᴗ䛃䜢2014ᖺᗘ䛻タ
ᚋ䛾ศᯒணᐃ
⏘ᏛඹྠⓎ᫂≉チ䛸䛭䛾ᴗⓎ᫂⪅䛻䜘䜛≉チ䛾᫂⣽᭩⮬ືゎᯒ䛻䜘䜛ศᯒ䜢ᐇ୰
⏘Ꮫ㐃ᦠ䛾ᡂᯝ䛷䛒䜛≉チ䜢㉳Ⅼ䛻䛧䛯ᴗෆ䛾ᢏ⾡Ἴཬ䜢ྍど䛩䜛ヨ䜏
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Part 3.
䝭䜽䝻䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䛯R&Dᢞ㈨䛾ຠᯝศᯒ
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䝭䜽䝻䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䛯R&Dᢞ㈨䛾ຠᯝศᯒ
• ┠ⓗ䠖◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⤒῭ຠᯝ䛾ᐃ㔞ⓗศᯒ
䐟 ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾⤒῭ຠᯝᢕᥱ䛾䛯䜑䛾䝭䜽䝻䝕䞊䝍ศᯒ
• ᴗ䞉බⓗᶵ㛵䛾R&Dᢞ㈨䛜䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢㏻䛨䛶䚸⏕⏘ᛶ䛻䛘䜛ຠᯝ䜢
ᢕᥱ䛩䜛䚹
• ㄪᰝศᯒ䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟㞟ィ⤖ᯝཬ䜃ྛ✀ᣦᶆ䜢䛂䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᩚഛ
ᴗ䛃䛻ᥦ౪䛧䚸ᗈ䛟බ㛤䛩䜛䚹

䐠 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁 ᐃ䛾䛯䜑䛾⤫ィㄪᰝ䠄ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䠅
• ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛜⏕⏘ᛶྥୖ䛻⤖䜃䛴䛟䜎䛷䛾䝯䜹䝙䝈䝮䜢ṇ☜䛻ศᯒ䛩䜛
䛯䜑䛾䚸ᴗ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁άື䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢㞟䛩䜛䚹
• ᅜ㝿ẚ㍑䜢⾜䛖䚹

᪂〇ရ䞉䝃䞊䝡䝇䛾㛤Ⓨ
ရ㉁ᨵၿ䞉ᕤ⛬ᨵၿ
≉チ䞉ㄽᩥ

◊✲㛤Ⓨᢞ㈨
ᴗ䛾◊✲㛤Ⓨ
බⓗᶵ㛵䛾◊✲㈝
ᨻᗓ䛾◊✲㈝ᨭฟ

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊ຠᯝ
⿵ⓗ㈨⏘

⏕⏘ᛶྥୖ
ᴗ౯್䛾ྥୖ
18

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᡂᯝ䠄䠍䠅
•

䛂ᕤᴗ⤫ィㄪᰝ䛃䛸䛂⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ㄪᰝ䛃䛾ಶ⚊䜢᥋ྜ䛧䛯ᕤሙ䝺䝧䝹䛾䝟䝛䝹䝕䞊䝍䠄⣙䠍ᕤሙ䠅䜢⏝䛔䛶䚸ᴗ⮬㌟
䛾R&D䛾䜏䛺䜙䛪䚸Ꮫ➼බⓗᶵ㛵䛾R&D䜒〇㐀ᴗᴗ䛾せ⣲⏕⏘ᛶ䛻ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䠄DP93䠅
–
ᴗ㛫R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊ຠᯝ䛾ῶᑡ䛜㏆ᖺ䛾TFPୖ᪼⋡䛾ῶ㏿䛾ᅉ䠄ୗᅗ䐟䠅䚹
–
ᴗ㛫䛾R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊ຠᯝ䛿ᕤሙྠኈ䛾❧ᆅ䛜㏆䛔䜋䛹䛝䛟䛺䜛䠄ୗᅗ䐠䠅䚹
–
㒔ᕷᅪ䛻❧ᆅ䛧䛶䛔䛯R&D㞟⣙ᗘ䛾㧗䛔ᴗ䛾ᕤሙ䛾㏥ฟ䛜䚸㏆ᖺ䛾ᴗ㛫䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊ຠᯝ䛾ῶᑡ䜢䜒
䛯䜙䛧䛶䛔䛯䠄ୗᅗ䐡䠅

•

䛣䜜䜙せ䛺⤖ᯝ䛿ᨻ⟇ᢸᙜ⪅ྥ䛡䛾䛂NISTEP䝤䝑䜽䝺䝑䝖䛃䠄3.⏘Ꮫ㐃ᦠ䛸ᏛⓎ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ฟ䠅䛻䜒
㘓䚹
䐟⏘ᴗయ䛾TFPୖ᪼⋡䛾せᅉศゎ
䠄〇㐀ᴗయ䛾Ꮡ⥆ᕤሙ䛾TFPୖ᪼⋡䜈䛾ᐤ䚸ᖺ⋡䚸䠂䝫䜲䞁䝖䠅

4.0
3.0

2.12

2.0

1.67

䐠ᴗ㛫R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊ຠᯝ䛾㊥㞳䛻ᑐ䛩䜛ῶ⾶㛵ᩘ

䛭䛾せᅉ䛾ᐤ
බⓗR&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䛾ᐤ
ᴗ㛫R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䛾ᐤ
⮬♫R&D䛾ᐤ
TFPᡂ㛗⋡

0.46

1.0

0.8
0.6
0.4

0.61
0.34
0.19

0.80
0.36

0.0

1.0

0.49
0.16
0.12
-0.72

0.36
0.16
0.14
-0.33

1997-2002

2002-2007

0.2
0.0
0

-1.0
1987-1992

1992-1997

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
ᕤሙ㛫䛾㊥㞳䠄km䠅

䐡1997䠉2007ᖺ䛾㒔㐨ᗓ┴ูR&D䝇䝖䝑䜽䛾ᴗ㛫䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊ຠᯝ䜈䛾ᐤ
䠄〇㐀ᴗయ䛾Ꮡ⥆ᕤሙ䛾TFPୖ᪼⋡䜈䛾ᐤ䚸ᖺ⋡䚸䠂䝫䜲䞁䝖䠅
ᕤሙ䛾᪂タ䛻䜘䜛R&D䝇䝖䝑䜽ቑຍຠᯝ
ᕤሙ䛾㏥ฟ䛻䜘䜛R&D䝇䝖䝑䜽႙ኻຠᯝ
Ꮡ⥆ᕤሙ䛾R&Dቑῶ䛾ຠᯝ

0.09
0.04
-0.01

ᮾி
රᗜ
ᾏ㐨
᪂₲
㜰
⛅⏣
ᒣ
ᐩᒣ
ᐑᇛ
ᒱ㜧
㤶ᕝ
㟷᳃
ᓥ᰿
ி㒔
㮵ඣᓥ
ᐑᓮ
㧗▱
Ἀ⦖
㫽ྲྀ
⚟
㟼ᒸ
ឡ
ᒣᙧ
▼ᕝ
ᒣཱྀ
బ㈡
ḷᒣ
ዉⰋ
ᚨᓥ
ᒸᒣ
㛗㔝
⩌㤿
ศ
㛗ᓮ
⇃ᮏ
ᇸ⋢
ᒾᡭ
༓ⴥ
Ⲉᇛ
⚟ᓥ
ᗈᓥ
㈡
⚟ᒸ
ᰣᮌ
୕㔜
⚄ዉᕝ
ឡ▱

-0.06
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䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᡂᯝ䠄䠎䠅
䛂ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛃䠄➨2ᅇ䠅䛸୍ᶫᏛ䛜ᐇ䛧䛯᪂つ㛤ᴗᴗ䜈䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛾ಶ⚊䝕䞊䝍䠄ྜィ⣙2000♫䚸䛖䛱
᪂つ㛤ᴗᴗ䛿880♫䠅䜢⏝䛔䛶䚸᪂つ㛤ᴗᴗ䛷䛿බⓗ㈨㔠ຓᡂ䜘䜚䜒䚸እ㒊㐃ᦠ䛾᪉䛜䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻ᙉ䛟ᙳ㡪䛩䜛䛣䛸
䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䠄DP104䠅
–
බⓗ㈨㔠ຓᡂ䛿ᴗ䛾◊✲㛤Ⓨ㞟⣙ᗘ䜢㧗䜑䜛䛜䚸᪂つ㛤ᴗᴗ䛷䛿ຠᯝ䛜ᑠ䛥䛔䠄ୗᅗ䐟䠅䚹
–
◊✲㛤Ⓨ㞟⣙ᗘ䛜㧗䛔ᴗ䜋䛹䚸䝥䝻䝎䜽䝖䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ᐇ⌧䛩䜛☜⋡䛜㧗䛔䠄ୗᅗ䐠䠅

•

ྲྀᘬඛᴗ䜔Ꮫ䛸䛾እ㒊㐃ᦠ䛿䚸䝥䝻䝎䜽䝖ཬ䜃䝥䝻䝉䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᐇ⌧☜⋡䜢㧗䜑䚸䛭䛾ຠᯝ䛿᪂つ㛤ᴗ
ᴗ䛷䜘䜚㢧ⴭ䠄ୗᅗ䐡䠅䚹
–
䝥䝻䝎䜽䝖䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛸䝥䝻䝉䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛿ປാ⏕⏘ᛶ䜢㧗䜑䜛䠄ୗᅗ䐢䠅
䛣䜜䜙せ䛺⤖ᯝ䛿ᨻ⟇ᢸᙜ⪅ྥ䛡䛾䛂NISTEP䝤䝑䜽䝺䝑䝖䛃䠄3. ⏘Ꮫ㐃ᦠ䛸ᏛⓎ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ฟ䠅䛻䜒㘓䚹
–

•

䐟බⓗ㈨㔠ຓᡂ䛾R&D㞟⣙ᗘ䛻ᑐ䛩䜛ຠᯝ
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

0.193
0.155

0.160
0.071
No

䐠R&D㞟⣙ᗘ䛜䝥䝻䝎䜽䝖䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᐇ⌧☜⋡䛻䛘䜛ຠᯝ
1.00
0.80
0.60
Start-up firm (N=880) 0.40
0.20
Established firm
(N=1283) 0.00

Yes

0.621

0

䐢䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛜ປാ⏕⏘ᛶୖ᪼⋡䛻䛘䜛ຠᯝ
0.40

0.777
0.655

0.665

0.359

0.20
Start-up firm

0.364

3

R&D intensity in log.

䐡Ꮫ䛸䛾እ㒊㐃ᦠ䛜䝥䝻䝎䜽䝖䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻䛘䜛ຠᯝ
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

0.592

0.467

0.346

-3

Public financial support

0.978

0.877

Established firm

0.081

0.00
-0.20

-0.119
-0.248

-0.40
No

Yes

University cooperations

No
Yes
Product or process innovation
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•

䛂ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛃䠄➨1ᅇཬ䜃➨2ᅇ䠅䛾ಶ⚊䝕䞊䝍䠄➨1ᅇ䠖⣙6000
♫䚸➨2ᅇ䠖⣙1500♫䠅䜢⏝䛔䛶䚸ᴗ䛾ᾏእάື䛜䛭䛾ᴗ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵
䞁䛻ᙳ㡪䜢䛘䛶䛔䜛䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䠄DP94䠅
–
–

ᅜ㝿䜢䛧䛶䛔䜛ᴗ䛿䚸䜘䜚ከ䛟䛾䜲䞁䝥䝑䝖䠄R&D➼䠅䜢⏝䛔䛶䜘䜚ከ䛟䛾䜲䝜䝧䞊
䝅䝵䞁ᡂᯝ䜢⏕䜏ฟ䛧䛶䛔䜛䠄ୗᅗ䐟䠅䚹
䜘䜚ᖜᗈ䛟ᅜ㝿ⓗ䛺ᴗᒎ㛤䜢⾜䛳䛶䛔䜛ᴗ䠄ᾏእ䛷⏕⏘䛸㈍䛾୧᪉䜢⾜䛳䛶䛔
䜛ᴗ䜔◊✲㛤Ⓨ䜎䛷⾜䛳䛶䛔䜛ᴗ➼䠅䜋䛹䚸ᐇ⌧䛧䛯䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛛䜙䜘䜚䛝
䛺ᡂᯝ䠄ୖ䠅䜢ᚓ䜙䜜䜛䠄ୗᅗ䐠䠅䚹
䐠᪂〇ရ䞉䝃䞊䝡䝇䛾ୖ㧗䛾䛝䛥䛾せᅉศゎ
䠄2003ᖺ䠅

䐟䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡂຌ☜⋡䛾せᅉศゎ
䠄2003ᖺ䠅
ᴫせᅗ⾲1䠖
䠖䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ィ⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡂຌ☜⋡䛾せᅉศゎ
䠄䛩䜉䛶䛾〇㐀ᴗ䠖2003ᖺ䠅
0.5
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ຠ⋡ᛶ

ᴫせᅗ⾲3䠖
䠖䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ィ⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟᪂䝥䝻䝎䜽䝖ୖ㧗䛾䛝䛥䛾せᅉศゎ
䠄䛩䜉䛶䛾〇㐀ᴗ䠖2003ᖺ䠅

6

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ຠ⋡ᛶ

5
4

0.4
እⓗ⎔ቃせᅉ

0.3

እⓗ⎔ቃせᅉ

3
2

0.2

R&D㞟⣙ᗘせᅉ

0.1

ᴗ䛾つᶍ䛸⤌⧊䛻䜘䜛せᅉ

R&D㞟⣙ᗘせᅉ

1
ᴗ䛾つᶍ䛸⤌⧊䛻䜘䜛せᅉ

0
-1

0
⏘ᴗせᅉ

⏘ᴗせᅉ

-2

-0.1
ほᐹ䛥䜜䜛᪂䝥䝻䝎䜽䝖䛾ୖ㧗
䠄ᑐᩘ್䠖ᖹᆒ್2.5䛛䜙䛾㞳䠅

ほᐹ䛥䜜䜛䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᐇ⌧☜
⋡䠄ᖹᆒ್0.3䛛䜙䛾㞳䠅
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•

䝖䝮䝋䞁䞉䝻䜲䝍䞊♫䛂Web of Science䛃䛸䛂⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ㄪᰝ䛃䛾Ꮫ䝺䝧䝹䛾ಶ⚊䝕䞊䝍䠄◊✲ά
ື䛾ẚ㍑ⓗάⓎ䛺145Ꮫ䛾2001䡚2009ᖺ䛾䝕䞊䝍䠅䜢⏝䛔䛶䚸Ꮫ䛾ㄽᩥᩘ䛻䛿ᩍဨᩘ䜔◊
✲㈝䛜ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ᐃ㔞ⓗ䛻᫂䜙䛛䛻䛧䛯䠄DP89䠅
–
–
–

ᩍဨᩘ䛜ከ䛟䛺䜛䛸䚸ㄽᩥᩘ䜒ከ䛟䛺䜛䠄ୗᅗ䠅䚹㻌
◊✲㈝䛻䛴䛔䛶䛿㈨㔠※䛸䛧䛶⮬ᕫ㈨㔠䛜ከ䛔䜋䛹䚸ㄽᩥᩘ䜒ከ䛟䛺䜛䠄ୗᅗ䠅䚹㻌
ྛᏛ䛻䛚䛡䜛䜲䞁䝥䝑䝖䛾ኚ䛜ㄽᩥᩘ䛻䛹䛾⛬ᗘ䛾ᙳ㡪䜢䜒䛯䜙䛩䛛䜢ᐃ㔞ⓗ䛻䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛩䜛
䛣䛸䜢ྍ⬟䛻䛧䛯䚹㻌

䐟ㄽᩥᩘ䛾Ỵᐃせᅉ䛻㛵䛩䜛ᅇᖐศᯒ⤖ᯝ䛾䠄◊✲㈝䛾㈨㔠※ู䛾ຠᯝ䛾ศᯒ䠅
䜰䜴䝖䝥䝑䝖䠖 䚷ᑐᩘ䠄 ᩚᩘㄽᩥᩘ䠅
䜲䞁䝥䝑䝖䠖 䚷◊✲⪅ᩘ䝟䝍䞊䞁㻮䠄 ᑐᩘ䠅 䚸◊✲㈝䝟䝍䞊䞁㼎䠄 ᑐᩘ䠅
ㄝ᫂ኚᩘ
ᑐᩘ䠄ᩍဨᩘ䠅
ᑐᩘ䠄Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬ᅾ⡠⪅ᩘ䠅
ᑐᩘ䠄⮬ᕫ㈨㔠䠄ෆ㒊⏝䠅䠅
ᑐᩘ䠄እ㒊ཷධ◊✲㈝䠄ෆ㒊⏝䠅䠅
㻞㻜㻜㻟ᖺ䝎䝭䞊
㻞㻜㻜㻠ᖺ䝎䝭䞊
㻞㻜㻜㻡ᖺ䝎䝭䞊
㻞㻜㻜㻢ᖺ䝎䝭䞊
㻞㻜㻜㻣ᖺ䝎䝭䞊
㻞㻜㻜㻤ᖺ䝎䝭䞊
㻞㻜㻜㻥ᖺ䝎䝭䞊
ᅜ❧Ꮫ䝎䝭䞊
⚾❧Ꮫ䝎䝭䞊
ษ∦

ᅇᖐ㻝㻌㻔㻼㼛㼛㼘㼑㼐㻌㼙㼛㼐㼑㼘㻕
ᅇᖐ㻞㻌㻔㻮㼑㼠㼣㼑㼑㼚㻌㼑㼒㼒㼑㼏㼠㻌㼙㼛㼐㼑㼘㻕
ᅇᖐಀᩘ
㼠್
Ỵᐃಀᩘ ᅇᖐಀᩘ
㼠್
Ỵᐃಀᩘ
㻜㻚㻞㻢 㻖㻖
㻣㻚㻡㻡
㻜㻚㻥㻜
㻜㻚㻞㻡 㻖㻖
㻞㻚㻤㻜
㻜㻚㻥㻟
㻜㻚㻞㻞 㻖㻖 㻝㻜㻚㻡㻥
㻜㻚㻞㻠 㻖㻖
㻠㻚㻠㻢
㻜㻚㻝㻢 㻖㻖
㻠㻚㻢㻣
㻜㻚㻝㻝
㻝㻚㻝㻤
㻜㻚㻟㻣 㻖㻖 㻞㻜㻚㻣㻢
㻜㻚㻠㻜 㻖㻖
㻤㻚㻡㻜
㻜㻚㻜㻣 㻖
㻝㻚㻥㻝
㻙㻜㻚㻜㻞
㻙㻜㻚㻠㻡
㻙㻜㻚㻜㻠
㻙㻝㻚㻝㻢
㻜㻚㻜㻠
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻟㻞
㻙㻜㻚㻜㻤 㻖㻖 㻙㻞㻚㻜㻟
㻙㻜㻚㻜㻡
㻙㻝㻚㻝㻤
㻙㻜㻚㻝㻥 㻖㻖 㻙㻡㻚㻣㻟
㻙㻜㻚㻞㻝 㻖㻖 㻙㻞㻚㻠㻣
㻙㻜㻚㻠㻥 㻖㻖 㻙㻝㻟㻚㻥㻜
㻙㻜㻚㻠㻣 㻖㻖 㻙㻡㻚㻞㻢
㻝㻚㻣㻟 㻖㻖 㻝㻢㻚㻟㻜
㻝㻚㻤㻜 㻖㻖
㻢㻚㻥㻟

ᅇᖐ㻟㻌㻔㻲㼕㼤㼑㼐㻌㼑㼒㼒㼑㼏㼠㻌㼙㼛㼐㼑㼘㻕
ᅇᖐಀᩘ
㼠್
Ỵᐃಀᩘ
㻜㻚㻡㻤 㻖㻖
㻣㻚㻞㻤
㻜㻚㻝㻥
㻙㻜㻚㻜㻤 㻖㻖 㻙㻞㻚㻢㻞
㻜㻚㻝㻢 㻖㻖
㻟㻚㻡㻤
㻜㻚㻜㻜
㻙㻜㻚㻜㻢
㻜㻚㻝㻟 㻖㻖
㻣㻚㻜㻟
㻜㻚㻜㻣 㻖㻖
㻟㻚㻥㻞
㻜㻚㻜㻢 㻖㻖
㻟㻚㻟㻣
㻜㻚㻝㻢 㻖㻖
㻤㻚㻝㻤
㻜㻚㻝㻠 㻖㻖
㻢㻚㻥㻥
㻜㻚㻜㻢 㻖㻖
㻞㻚㻥㻡
㻜㻚㻝㻜 㻖㻖
㻠㻚㻣㻞

㻝㻚㻤㻥 㻖㻖

㻠㻚㻡㻟
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䐠䜲䞁䝥䝑䝖䛾ኚ䛻ᑐ䛩䜛ㄽᩥᩘ䛾ኚ㻌
䠄ศᯒ⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟▷ᮇⓗຠᯝ䛾⌮ㄽ್䠅㻌
㻝㻜㻑
㻡㻑
㻜㻑
㻙㻡㻑

ᩍဨᩘ㻌
༤ኈᏛ⏕ᩘ㻌
⮬ᕫ㈨㔠㻌
እ㒊ཷධ◊✲㈝㻌
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ୖሙᴗ䛾㈈ົ䝕䞊䝍䛸䛂ᴗάືᇶᮏㄪᰝ䛃䛾ಶ⚊䜢᥋ྜ䛧䛯⣙2000♫䛾䝟
䝛䝹䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶䚸ᴗ䝺䝧䝹䛷↓ᙧ㈨⏘䛾ィ 䛧䚸↓ᙧ㈨⏘䛜ᴗ䛾ᢞ㈨
ᐙ䛛䜙䛾ホ౯䠄ᴗ౯್䠅䛻ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䠄DP88䠅

•

– 2000䡚2009ᖺ䛾ୖሙᴗ䛾↓ᙧ㈨⏘䠄䝋䝣䝖䜴䜵䜰ᢞ㈨䚸R&Dᢞ㈨䚸ᗈ࿌ᐉఏ㈝䚸ᴗᅛ᭷
䛾ேⓗ㈨ᮏ䜈䛾ᢞ㈨䚸⤌⧊ᨵ⦅ᢞ㈨䚸䛭䜜䛮䜜䛾䝇䝖䝑䜽䠅䜢 ᐃ䛧䛯䚹
– ᰴᘧᕷሙ䛿↓ᙧ㈨⏘䜢ᴗ౯್䛻⧊䜚㎸䜣䛷䛔䜛䠄↓ᙧ㈨⏘䛾ከ䛔ᴗ䜋䛹ᴗ౯್䛜
㧗䛔䠅䠄ୗᅗ䐟䠅䚹
– IT㛵㐃⏘ᴗ䛿㠀IT㛵㐃⏘ᴗ䛻ẚ䜉䛶䚸↓ᙧ㈨⏘䛾✚䛜ᴗ౯್䛻䛘䜛ᙳ㡪䛜䛝䛔
䠄ୗᅗ䐠䠅䚹

1

䐟↓ᙧ㈨⏘䜢ྵ䜎䛺䛔䝖䞊䝡䞁䛾Q䠄Conventional Tobins’Q䠅䛸
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䐢⤌⧊䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
ᴗົ័⾜䚸⫋ሙ⤌⧊䛾⦅ᡂ䚸♫䜔䛾
ᶵ㛵䛺䛹䛾♫እ䛸䛾㛵ಀ䛻㛵䛧䛶⮬♫䛻
䛸䛳䛶᪂䛧䛔⤌⧊⟶⌮ᡭἲ䛾ᑟධ

⏕⏘せ⣲
ቑຍ

㜼ᐖせᅉ
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䛆ཧ⪃䛇䝯䞁䝞䞊ᵓᡂ
ᐈဨ⥲ᣓ

῝ᑿ ிྖ䠄୍ᶫᏛᩍᤵ䚸2011䡚2013ᖺᗘ䚸㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2014ᖺᗘ䛛䜙ᐈဨ◊✲ᐁ䠅
ඖᶫ୍அ䠄ᮾிᏛᩍᤵ䚸2014ᖺᗘ䡚䠅

◊✲ဨ

⡿㇂ ᝆ

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ

ụෆ ኴ

䝭䜽䝻䝕䞊䝍ศᯒ䞉䝕䞊䝍䝧䞊䝇

ᐑᕝ ດ䠄Ꮫ⩦㝔Ꮫᩍᤵ䠅

↓ᙧ㈨⏘

ᒸᐊ ༤அ䠄୍ᶫᏛᏛ㝔ᩍᤵ䠅

᪂つ㛤ᴗᴗ䞉୰ᑠᴗ

Rene Belderbos䠄䜹䝖䝸䝑䜽Ꮫ䝹䝞䞊䞁ᰯᩍᤵ䠅

R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊

ఀᆅ▱ ᐶ༤䠄ᡂᇛᏛᩍᤵ䠅

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ

ᶒ ㉪᪫䠄᪥ᮏᏛᩍᤵ䠅

R&D䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉⏕⏘ᛶ

㔠 ᴿឩ䠄ᑓಟᏛᩍᤵ䠅

R&D䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉⏕⏘ᛶ

ఀ⸨ᜨᏊ䠄ᑓಟᏛᩍᤵ䠅

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛸ᾏእάື

⩚⏣ᑦᏊ䠄୰ኸᏛᩍᤵ䠅

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛸ᾏእάື

ᐈဨ◊✲ᐁ
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䛆ཧ⪃䛇እ㒊䛸䛾㐃ᦠ
䠍䠊䝕䞊䝍䛾ඹ᭷ཬ䜃ᡂᯝ䛾ඹ᭷䛜ᚲせ䛺⤌⧊䠖㻌 ⤒῭⏘ᴗ◊✲ᡤ䠄RIETI䠅㻌
• 䛂⏘ᴗ䞉ᴗ⏕⏘ᛶྥୖ䛃䝥䝻䜾䝷䝮䠄῝ᑿ⥲ᣓ䠋䝥䝻䜾䝷䝮䝕䜱䝺䜽䝍䞊䠅
– 䛂ᆅᇦู⏕⏘䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᵓ⠏䛸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᚋ䛾⤒῭ᵓ㐀ኚ䛃䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄ᶒᐈဨ䞉㔠ᐈဨ䞉
ụෆ䠋䝯䞁䝞䞊䠅
– 䛂᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛↓ᙧ㈨⏘䛾◊✲䛃䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄ᐑᕝᐈဨ䠋䝥䝻䜾䝷䝮䝸䞊䝎䞊䚸ᶒᐈဨ䞉㔠ᐈဨ䠋䝯䞁
䝞䞊䠅
– 䛂䝃䞊䝡䝇⏘ᴗ⏕⏘ᛶ䛃䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄ᶒᐈဨ䠋䝥䝻䜾䝷䝮䝸䞊䝎䞊 䠅

䠎䠊ᅜ㝿㐃ᦠ䠖㻌 OECD
• NESTI (National Experts on Science and Technology Indicators )
• WPIA (Working Party on Industry Analysis)
䠏䠊ඹྠ◊✲䞉㆟ඹദ䞉䛭䛾㐃ᦠ䠖㻌 ௨ୗ䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖
• ᪥ᮏᏛ⾡⯆䠄JSPS䠅䠖⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠᥇ᢥ䝥䝻䝆䜵䜽䝖
– 䛂᪥ᮏ䛾↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛻㛵䛩䜛ᐇド◊✲䛃䠄ᇶ┙◊✲S䞉ᐑᕝᐈဨ䠋◊✲௦⾲⪅䠅
– 䛂᪥ᮏ⤒῭䛾ᣢ⥆ⓗ䛺⤒῭ᡂ㛗䛾䛯䜑䛾ᴗືᏛ䛻㛵䛩䜛ໟᣓⓗ䛺◊✲ 䛃䠄ᇶ┙◊✲A䞉ᶒᐈဨ䠋
◊✲௦⾲⪅䠅
– 䛂◊✲㛤Ⓨᆺᴗ䛾䝷䜲䝣䝃䜲䜽䝹䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛ᐃ㔞ⓗ䞉ᐃᛶⓗ◊✲䛃䠄ᇶ┙◊✲(A)䞉ᒸ
ᐊᐈဨ䠋◊✲௦⾲⪅䠅

•
•

୍ᶫᏛ⤒῭◊✲ᡤ䛂♫⛉Ꮫ䛾㧗ᗘ⤫ィ䞉ᐇドศᯒᶵᵓ䛃䠄῝ᑿ⥲ᣓ䠋ᶵᵓ䝸䞊
䝎䞊䠅
୍ᶫᏛ⤒῭ไᗘ◊✲䝉䞁䝍䞊䞉᪥ᮏᏛ䞉䝋䜴䝹Ꮫ䛂ᮾ䜰䝆䜰ୖሙᴗ䠄EALC䠅䝕䞊
䝍䝧䞊䝇ᵓ⠏䞉᭦᪂䛃䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄῝ᑿ⥲ᣓ䞉㔠ᐈဨ䞉ᶒᐈဨ䠋䝯䞁䝞䞊䠅
31

䛆ཧ⪃䛇ᅜ㝿㆟䞉ᅜෆእ䛾Ꮫሗ࿌
ᖺ᭶

㆟ྡ

ദ䠄㛤ദᅜ䠅

Ⓨ⾲䝔䞊䝬

Ⓨ⾲⪅

2011.12

NESTI Advisory Board Meeting

OECD䠄ᅜ䠅

䛂䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃䛻ᑐ䛩䜛ㄆ㆑䛾ᅜ㝿ẚ㍑

ఀᆅ▱

2012.1

↓ᙧ㈨⏘䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉⏕⏘ᛶ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿䝽䞊䜽
䝅䝵䝑䝥

NISTEP䠄᪥ᮏ䠅

↓ᙧ㈨⏘
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ
R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊

ᐑᕝ
⡿㇂
Belderbos

2012.3

Expert Meeting on the Measurement of Intangible Assets㻌

OECD䠄ᅜ䠅

↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛾⏕⏘ᛶ䜈䛾ຠᯝ䛾

2012.4

CAED (Comparative Analysis of Enterprise Data) ㆟

Ḣᕞ⛉Ꮫᢏ⾡༠ຊ䠄䝗
䜲䝒䠅

R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䛸⏕⏘ᛶ

2012.6

NESTI (National Experts on Science and Technology
Indicators) Annual Meeting

OECD䠄ᅜ䠅

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛸↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛾

ᐃ

῝ᑿ䚸ᐑᕝ
Belderbos

ᐃ

ఀᆅ▱䚸⡿㇂

2012.10

Asia-Pacific Innovation Conference

䝋䜴䝹Ꮫ䠄㡑ᅜ䠅

R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䛸⏕⏘ᛶ

Belderbos

2012.11

International Workshop on the Economics of Interfirm
Networks

RIETI䠄᪥ᮏ䠅

R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䛸⏕⏘ᛶ

ụෆ

2012.11

OECD WPIA (Working Party on Industry Analysis) ྜ

OECD䠄ᅜ䠅

ᴗ䛾↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨
⏘ᴗู㞠⏝ືែ

῝ᑿ
ụෆ

2012.12

Workshop on Intangibles, Innovation Policy and Economic
Growth

Ꮫ⩦㝔Ꮫ䠄᪥ᮏ䠅

ᴗ䛾↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨
R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䛸⏕⏘ᛶ

ᐑᕝ
ụෆ

2013.6

᪥ᮏ⤒῭Ꮫ

ᐩᒣᏛ䠄᪥ᮏ䠅

ᴗ䛾ᾏእάື䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䛸⏕⏘ᛶ

ఀ⸨
ụෆ

2013.8

⤒῭ᡂ㛗䛸⏕⏘ᛶ䜢⪃䛘䜛䝁䞁䝣䜯䝺䞁䝇

᪥ᮏ⏕⏘ᛶᮏ㒊䠄᪥ᮏ䠅

ᴗ䛾ཧධ䞉㏥ฟ䛸⏕⏘ᛶ

ᶒ

2013.9

Comparative Analysis of Enterprise Data Conference

䜰䝖䝷䞁䝍㐃㑥‽ഛ㖟⾜
䠄⡿ᅜ䠅

ᴗ䛾ᾏእάື䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䛸⏕⏘ᛶ

⩚⏣
ụෆ

2013.10

ACSB (Asia Council for Small Business) 2013

ACSB䠄㡑ᅜ䠅

᪂つ㛤ᴗᴗ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁

ᒸᐊ

2013.11

◊✲䞉ᢏ⾡ィ⏬Ꮫ

GRIPS䠄᪥ᮏ䠅

ㄽᩥ⏕⏘䛻㛵䛩䜛䜲䞁䝥䝑䝖䞉䜰䜴䝖䝥䝑䝖ศ
ᯒ

⡿㇂

2013.12

Asia-Pacific Innovation Conference

ྎ‴Ꮫ䠄ྎ‴䠅

᪂つ㛤ᴗᴗ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁

ụෆ

2014.3

Japan’s Next Economy

ᅜ㝿ὶᇶ㔠䠄䜹䝘䝎䠅

R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䛸⏕⏘ᛶ
᪂つ㛤ᴗᴗ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁

ụෆ
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䛆ཧ⪃䛇ᅜ㝿䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛾㛤ദ

•

ᴫせ䠖
– 䝍䜲䝖䝹䠖 ↓ᙧ㈨⏘䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉⏕⏘ᛶ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
– ᪥䠋ሙ䠖㻌 䠎䠌䠍䠎ᖺ䠍᭶䠎䠓᪥㻌 䠕䠖䠏䠌䡚䠍䠔䠖䠌䠑䠋ᪧᩥ㒊┬ᗇ⯋䠒㝵㻌 ➨䠎ㅮᇽ
– ཧຍ⪅䠖㻌 ᗙ㛗䠏ྡ䚸ሗ࿌䞉ウㄽ⪅䠍䠕ྡ䚸୍⯡ཧຍ⪅䠍䠎䠔ྡ䠄Ⓩ㘓䛿⣙䠍䠑䠌ྡ䠅

•
•

㆟ෆᐜ䠖
ୗグ䠏䛴䛾◊✲ሗ࿌䝉䝑䝅䝵䞁
– 䛂⏘ᴗ䞉ᴗ䝺䝧䝹䛾↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛸䛭䛾⤒῭ຠᯝ䛃
•

ఀᆅ▱ᗙ㛗䠋䠐ሗ࿌䠖GoodridgeẶ䠄ⱥᅜ䞉Imperal College䠅䚸BounfourẶ䠄䝣䝷䞁䝇䞉Paris-SudᏛ䠅䚸
⏣Ặ䠄㡑ᅜ䞉すỤᏛ䠅䞉ᐑᕝẶ䠄Ꮫ⩦㝔Ꮫ䠅䞉ẚబẶ䠄ᶓᕷ❧Ꮫ䠅䚸⡿㇂◊✲ဨ䞉῝ᑿ⥲ᣓ

– 䛂ᡂ㛗䛾᪂䛧䛔※Ἠ䠖OECD䞉NISTEP䛾◊✲䛃
•

㛗ᒸᗙ㛗䠋䠎ሗ࿌䠖CriscuoloẶ䠄OECD䠅䞉SquicciariniẶ䠄OECD䠅䚸Belderbosᐈဨ◊✲ᐁ䞉ụෆ◊✲ဨ

– 䛂ᴗ䛻䛚䛡䜛䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛸⏕⏘ᛶືᏛ䠖᪥㡑ẚ㍑䛃
•

•

ᒸᐊᗙ㛗䠋䠎ሗ࿌䠖ᐑᕝẶ䞉ᮤẶ䚸ᏳẶ䞉ᶒᐈဨ◊✲ᐁ

༟㆟䛂↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁◊✲䛻㛵䛩䜛ᚋ䛾㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶䛃
– CrisquoloẶ䠄OECD䠅ཬ䜃᳃ᕝẶ䠄RIETI䠅䛻䜘䜛ၥ㢟ᥦ㉳

33

䛆ཧ⪃䛇䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾䛯䜑䛻㞟䞉⏝䛧䛯䝕䞊䝍
•

ᨻᗓ⤫ィ䝭䜽䝻䝕䞊䝍
–
–
–
–
–
–
–

•

NISTEP䛷㞟䛧䛯䛭䛾䛾䝕䞊䝍
–
–
–
–
–
–
–

•

⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ㄪᰝ[1983-2009]
ᕤᴗ⤫ィㄪᰝ[1980-2009]
ᴗάືᇶᮏㄪᰝ[1994-2009]
ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ [2001/2008]
⏘Ꮫ㐃ᦠ䝕䞊䝍䝧䞊䝇[1983-2003]
ἲேᴗ⤫ィㄪᰝ[1983-2009]
ᴗᡤ䞉ᴗ⤫ィㄪᰝ䠋⤒῭䝉䞁䝃䝇[1980-2009]

ୡ⏺䛾ᴗ≉チ䝕䞊䝍[2014.3Ⅼ]䠄䝡䝳䞊䝻䝞䞁䝎䜲䜽♫Orbis䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠅
ᴗ㈈ົ䝕䞊䝍䝧䞊䝇[1954-2010]䠄ᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜䠅
ᰴ౯䝕䞊䝍CD-ROM䠄᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠅
ᴗ㛫ྲྀᘬ䞉㈨ᮏ㛵ಀ䝕䞊䝍[1985-2005/5ᖺẖ]䠄᪥⤒᪂⪺♫䛂♫ᖺ㚷䠄ୖሙᴗ⦅䠅䛃䠅
ᴗ◊✲ᡤ❧ᆅ䝕䞊䝍[1987-2009]䠄䛂ᅜヨ㦂◊✲ᶵ㛵ྡ㚷䛃䠅
ᆅᇦ䝕䞊䝍䠄ᮾὒ⤒῭䛂ᆅᇦ⤒῭CD-ROM䛃䠅
〇㐀ᴗ⏘ᴗ⣽ศ㢮ู㈨ᮏ䝇䝖䝑䜽䝕䞊䝍[1970-1978]䠄ᕤᴗ⤫ィㄪᰝ䠖⏘ᴗ⦅䠅

ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ䛾䜒䛸䛻⏝䛧䛯䝕䞊䝍
–
–
–

ᴗ㛫ྲྀᘬ㛵ಀ䝕䞊䝍[2006-2007]䠄ᮾிၟᕤ䝸䝃䞊䝏䠅ͤRIETI
ᴗ㛫ྲྀᘬ䞉㈨ᮏ㛵ಀ䝕䞊䝍[2007-2008]䠄ᖇᅜ䝕䞊䝍䝞䞁䜽䠅୍ͤᶫᏛ⛉◊㈝Prj/RIETI
⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ㄪᰝ䛾䝃䞁䝥䝹ᢳฟ⋡[1984-2009]୍ͤᶫᏛG-COE
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䛆ཧ⪃䛇 䝭䜽䝻䝕䞊䝍ศᯒ䠖 2013ᖺᗘ䜎䛷䛾䛺ᡂᯝ
◊✲䝔䞊䝬㻌
䠄ᢸᙜ⪅䠅㻌

ᴫせ㻌

せ䛺⤖ᯝ䛸ᨻ⟇ⓗ䛺ྵព㻌

ᡂᯝබ⾲ᮇ㻌

㻝㻚

ᴗู↓ᙧ㈨⏘䛾
ィ 䛸↓ᙧ㈨⏘䛜
ᴗ౯್䛻䛘䜛
ᙳ㡪䛾ศᯒ㻌
䠄⃝䞉ᐑᕝ䞉ᯞᮧ䠅㻌

䛂ᴗάືᇶᮏㄪᰝ䛃䛾ಶ⚊䝕䞊䝍䛸ୖሙᴗ䛾
㈈ົ䝕䞊䝍䠄ᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜䛂ᴗ㈈ົ䝕䞊䝍䝞䞁
䜽䛃䠅䜢⏝䛔䛶䚸㻞㻜㻜㻜䡚㻞㻜㻜㻥ᖺ䛾ୖሙᴗ䛾↓ᙧ㈨
⏘䠄䝋䝣䝖䜴䜵䜰ᢞ㈨䚸㻾㻒㻰ᢞ㈨䚸ᗈ࿌ᐉఏ㈝䚸ᴗ
ᅛ᭷䛾ேⓗ㈨ᮏ䜈䛾ᢞ㈨䚸⤌⧊ᨵ⦅ᢞ㈨䚸䛭䜜䛮
䜜䛾䝇䝖䝑䜽䠅䜢 ᐃ䛧䚸↓ᙧ㈨⏘䛸ᴗ౯್䛸䛾
┦㛵㛵ಀ䜢௬ㄝ᳨ᐃ䚹㻌

ᨻᗓ䛿㻵㼀㛵㐃⏘ᴗ䛾↓ᙧ㈨⏘䜈䛾ᢞ㈨䜢ಁ㐍䛥䛫䜛䜘
䛖䛺ᡂ㛗ᡓ␎䜢ྲྀ䜛䜉䛝䚹䜎䛯䚸㠀㻵㼀㛵㐃⏘ᴗ䛛䜙㻵㼀㛵
㐃⏘ᴗ䜈䛾䝅䝣䝖䜢ಁ䛩䜘䛖䛺⏘ᴗᵓ㐀ᨻ⟇䜢䛸䜛䜉䛝䚹
䠄䜎䛯㠀㻵㼀㛵㐃⏘ᴗ䛷䜒↓ᙧ㈨⏘䛾✚䜢⿵ຓ䛧䚸ᴗ
䛜㈨※䜢↓ᙧ㈨⏘✚䛻㓄ศ䛷䛝䜛䜘䛖䛺ᨻ⟇䛜ồ䜑
䜙䜜䜛䚹䠅ຍ䛘䛶䚸ᴗ䛾↓ᙧ㈨⏘䜢䜘䜚㐺ṇ䛻ホ౯䛷䛝
䜛䜘䛖䛺䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䠄↓ᙧ㈨⏘䛾䛂ぢ䛘䜛䛃䠅䛻ྥ
䛡䛶䛾ヨ䜏䜒ồ䜑䜙䜜䜛䚹㻌

㻞㻜㻝㻟ᖺ㻟᭶㻰㻼㻌
Ⓨ⾜῭䠄㻺㼛㻚㻤㻤䠅䚹㻌

㻞㻚

Ꮫ䛾ㄽᩥ⏕⏘䛻
㛵䛩䜛䜲䞁䝥䝑䝖䞉䜰
䜴䝖䝥䝑䝖ศᯒ㻌
䠄⡿㇂䞉ụෆ䞉᱓ཎ䠅㻌

䝖䝮䝋䞁䞉䝻䜲䝍䞊♫䛂㼃㼑㼎㻌㼛㼒㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑䛃䛻䜒䛸䛵䛟
㻞㻜㻜㻜ᖺ௦䛾Ꮫู䛾ㄽᩥᩘ䛾䝕䞊䝍䜢䛂⛉Ꮫᢏ⾡
◊✲ㄪᰝ䛃䛾ಶ⚊䝕䞊䝍䛸᥋ྜ䛧䚸Ꮫ䛾ㄽᩥ⏕
⏘䛻ᐤ䛩䜛䜲䞁䝥䝑䝖せᅉ䛻䛴䛔䛶ศᯒ䚹㻌

◊✲⪅䛾ᩘ䛸◊✲㈝䛿ྛᏛ䛾ㄽᩥᩘ䛸䛾㛫䛻ṇ䛾┦
㛵䛜䛒䜚䚸ᩍဨᩘ䜔⮬ᕫ㈨㔠䚸ே௳㈝䛜ከ䛔䜋䛹䚸ㄽᩥ
ᩘ䜒ከ䛟䛺䜛䛣䛸䛜ᐃ㔞ⓗ䛺䝰䝕䝹䛷᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛯䚹䛣
䜜䜙䛾⤖ᯝ䛿䚸ಶ䚻䛾Ꮫ䛾ᩍဨᩘ䜔◊✲㈝䛾ቑῶ䛜䚸
䛭䛾Ꮫ䛥䜙䛻䛿᪥ᮏయ䛾ㄽᩥᩘ䛻䛘䜛ᙳ㡪䛾ண
䜢㏻䛨䛶䚸ᨻ⟇ᙧᡂ䛻㈉⊩䛩䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹㻌

㻞㻜㻝㻟ᖺ㻟᭶㻰㻼㻌
Ⓨ⾜῭䠄㻺㼛㻚㻤㻥䠅䚹㻌
㻞㻜㻝㻟ᖺ㻝㻝᭶䛻◊✲䞉
ᢏ⾡ィ⏬Ꮫ䛷ሗ
࿌䚹㻌

㻟㻚

ᕤሙ❧ᆅ䛸Ẹ㛫䞉
බⓗ㻾㻒㻰䝇䝢䝹
䜸䞊䝞䞊䛾⏕⏘ᛶ
ຠᯝ䛾ศᯒ㻌
䠄ụෆ䞉㻮㼑㼘㼐㼑㼞㼎㼛㼟䞉῝
ᑿ䞉ᶒ䞉㔠䠅㻌

㻝㻥㻤㻟䡚㻞㻜㻜㻣ᖺ䛾䛂ᕤᴗ⤫ィㄪᰝ䛃䛸䛂⛉Ꮫᢏ⾡◊✲
ㄪᰝ䛃䛾ಶ⚊䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶䚸᪥ᮏ䛾〇㐀ᴗ䛻䛚
䛡䜛ᕤሙ䛾⏕⏘ᛶ䛻ᑐ䛩䜛㻾㻒㻰ᢞ㈨䛾ຠᯝ䜢ศᯒ䚹
Ẹ㛫ᴗ䛾㻾㻒㻰䛜⮬♫ᕤሙ䛾⏕⏘ᛶ䛻䛘䜛ຠ
ᯝ䛻ຍ䛘䛶䚸ᆅ⌮ⓗ䞉ᢏ⾡ⓗ䛻㏆᥋䛩䜛♫䛾ᕤ
ሙ䜈䛾䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊ຠᯝ䛸Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵䛾
㻾㻒㻰䛾ຠᯝ䜒ศᯒ䚹䜎䛯䚸ᴗ㛫䛾ྲྀᘬ㛵ಀ䜔㈨
ᮏ㛵ಀ䛾ຠᯝ䛻䛴䛔䛶䜒⪃៖䚹㻌

බⓗ㻾㻒㻰䛾Ỉ‽䜔㔜Ⅼศ㔝䛾Ỵᐃ䛻䛚䛔䛶䛿䚸⤒῭ᡂ
㛗䜔⏘ᴗ䛾Ⓨᒎ䛻ᑐ䛩䜛ᙳ㡪䜒⪃៖䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䚹
㻾㻒㻰䝇䝖䝑䜽䛜䛒䜎䜚✚䛥䜜䛶䛺䛔ᴗ䛾㈈ᨻᨭ➼䚸
ᴗ䛾䛂྾⬟ຊ䛃䜢㧗䜑䜛䜘䛖䛺ᨻ⟇䛜බⓗ㻾㻒㻰䛾⤒
῭ຠᯝ䜢㧗䜑䜛䛾䛻᭷ຠ䚹㻾㻒㻰䝇䝖䝑䜽䜢ከ䛟᭷䛩䜛
ᴗ䛾ᕤሙ䛾ᾏእ⛣㌿䜢ῶ㏿䜎䛯䛿ᅜෆᅇᖐ䜢ಁ䛧䛯䜚㻌䚸
⏘ᴗ㞟✚ᆅ䜈䛾ᴗ䛾㐍ฟ䜢ಁ䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛿⏕
⏘ᛶୖ᪼䛾䛯䜑䛻ᚲせ䚹㻌

㻞㻜㻝㻟ᖺ㻡᭶㻰㻼Ⓨ⾜
䠄㻺㼛㻚㻥㻟䠅䚹㻌
ᅜෆእ䛾Ꮫ䛷ሗ
࿌䠖᪥ᮏ⤒῭Ꮫ
䠄㻞㻜㻝㻟ᖺ㻢᭶䠅䚸㻌
㻯㻭㻱㻰䠄㻞㻜㻝㻟ᖺ㻥᭶䠅
➼䚹㻌

㻠㻚

ᴗ䛾ᾏእάື䛾
䝍䜲䝥䛜䜲䝜䝧䞊
䝅䝵䞁䛻䛘䜛ᙳ㡪
䛾ศᯒ㻌
䠄ఀ⸨䞉⩚⏣䞉⡿㇂䠅㻌

➨㻝ᅇ䞉➨㻞ᅇ䛂ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛃䛸䛂ᴗά
ືᇶᮏㄪᰝ䛃䜢ᴗ䝺䝧䝹䛷᥋ྜ䛧䛯䝕䞊䝍䜢⏝䛔
䛶䚸ᴗ䛾ᾏእ㐍ฟ䠄ᾏእ䛷䛾㈍άື䜔⌧ᆅ⏕
⏘䚸㻾䠃㻰άື䠅䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾㛵ಀ䜢ศᯒ䚹㻌

ᨻᗓ䛿䚸ᅜ㝿ⓗ䛺㈠᫆䞉ᢞ㈨䚸▱ⓗ㈈⏘䛺䛹䛾䝹䞊䝹ᵓ
⠏䛻✚ᴟⓗ䛻ཧ⏬䛧䚸᪥ᮏᴗ䛜ᾏእ䛷㈍䞉⏕⏘ά
ື䛾䜏䛺䜙䛪䚸◊✲㛤Ⓨάື䜢䜒ᐇ䛧䜔䛩䛔䜘䛖䛺⎔
ቃᩚഛ䛻ᑾຊ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹ᾏእ䛾ᴗ䞉◊✲ᶵ㛵䛺
䛹䛸䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁༠ຊ䜢ᚋᢲ䛧䛩䜛䜘䛖䛺ᅜ㝿ⓗ䛺ඹ
ྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢᥎㐍䜔ᨭ䜒᭷ຠ䚹㻌

㻞㻜㻝㻟ᖺ㻢᭶㻰㻼Ⓨ⾜
䠄㻺㼛㻚㻥㻠䠅䚹㻌
ᅜෆእ䛾Ꮫ䛷ሗ
࿌䠖᪥ᮏ⤒῭Ꮫ
䠄㻞㻜㻝㻟ᖺ㻢᭶䠅䚸㻯㻭㻱㻰
䠄㻞㻜㻝㻟ᖺ㻥᭶䠅➼䚹㻌

㻡㻚

➨㻞ᅇ䛾䛂ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛃䛸䛂᪂つ㛤ᴗ
ᴗ䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛃䠄ᒸᐊᐈဨ䛾⛉◊䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷
㞟䠅䛾ಶ⚊䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶䚸㻞㻜㻜㻤ᖺ๓ᚋ䛾ᴗ
䛻䛚䛡䜛䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾Ỵᐃせᅉཬ䜃䜲䝜䝧䞊
䝅䝵䞁䛸䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛸䛾㛵ಀᛶ䛻䛴䛔䛶䚸᪂つ
㛤ᴗᴗ䛸ᡂ⇍ᴗ䜢ẚ㍑ศᯒ䚹㻌

᪂つ㛤ᴗᴗ䛷䛿䚸ᡂ⇍ᴗ䛸ẚ㍑䛧䛶䚸බⓗ㈨㔠ຓ
ᡂ䛜◊✲㛤Ⓨ㞟⣙ᗘ䛻䛘䜛ຠᯝ䛜ᑠ䛥䛟䚸እ㒊㐃ᦠ
䛜䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ฟ䛻䛘䜛ຠᯝ䛿䛝䛔䛣䛸䛛䜙䚸᪂
つ㛤ᴗᴗ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸බⓗ
㈨㔠ຓᡂ䛾䜏䛺䜙䛪䚸Ꮫ䜔ྲྀᘬඛᴗ䛸䛾ඹྠ◊✲
䜢᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛜᭷ຠ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌

㻞㻜㻝㻟ᖺ㻝㻞᭶㻰㻼Ⓨ⾜
䠄㻺㼛㻚㻝㻜㻠䠅䚹㻌
ᅜෆእ䛾Ꮫ䛷ሗ
࿌䠖㻭㻯㻮㻿䠄㻞㻜㻝㻟ᖺ㻝㻜
᭶䠅䞉㻭㻼㻵㻯䠄㻞㻜㻝㻟ᖺ㻝㻞
᭶䠅➼䚹㻌

᪂つ㛤ᴗᴗ䛻䛚
䛡䜛䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䛾Ỵᐃせᅉ䞉䝟
䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛻䛘
䜛ຠᯝ䛾ศᯒ㻌
䠄ᒸᐊ䞉ụෆ䠅㻌
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䛆ཧ⪃䛇䝭䜽䝻䝕䞊䝍ศᯒ䠖2014ᖺᗘ䛻ᐇணᐃ䛾◊✲䝔䞊䝬
◊✲䝔䞊䝬

ᢸᙜ⪅

䝕䞊䝍䝋䞊䝇

ணᐃ

㻝㻚㻌䜾䝹䞊䝥ෆ䛾㻾㻒㻰ศᴗ䛸ᴗ㛫㻾㻒㻰䝇䝢䝹
䜸䞊䝞䞊ຠᯝ䛾ศᯒ㻌

㔠䞉῝ᑿ䞉ᶒ䞉ụ
ෆ䞉Belderbos

⛉ㄪ⤫ィ
άㄪᰝ
ᴗྡ㎡᭩
IIPDB

7᭶㡭䛻DP䜢බ⾲䚹䛭䛾ᚋᏛ⾡
ㄅ䛾ᢞ✏䜢㛤ጞணᐃ䚹

㻞㻚㻌㻾㻒㻰䛾Ỵᐃせᅉཬ䜃䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉⏕⏘ᛶ䞉
㞠⏝䛻ᑐ䛩䜛ຠᯝ䛾ศᯒ㻌

ᶒ䞉ụෆ䞉῝ᑿ䞉
㔠

䜲䝜䝧ㄪᰝ
⛉ㄪ⤫ィ
ἲேᴗ⤫ィ
䞉⤫ィ
⤒῭䝉䞁䝃䝇

7᭶㡭䛻DP䜢බ⾲䚹䛭䛾ᚋᏛ⾡
ㄅ䛾ᢞ✏䜢㛤ጞணᐃ䚹

㻟㻚㻌ᴗ䛾ᾏእάື䛜䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻䛘䜛ᙳ
㡪䛾ศᯒ㻌

ఀ⸨䞉⩚⏣䞉⡿
㇂

䜲䝜䝧ㄪᰝ
άㄪᰝ
ᕤᴗ⤫ィ
ᴗྡ㎡᭩

බ⾲῭䜏䛾ㄽᩥ䠄㻰㻼㻌㻺㼛㻚㻥㻠䠅䛾
ᨵゞ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ୖᮇ୰䛻
DP䜢බ⾲ணᐃ䚹

㻠㻚㻌⏘Ꮫ㐃ᦠ䜢㏻䛨䛯බⓗ㻾㻒㻰䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊
ຠᯝ䛾ศᯒ㻌

ụෆ䞉῝ᑿ䞉ᶒ䞉
㔠

⏘Ꮫ㐃ᦠDB
⛉ㄪ⤫ィ
ᕤᴗ⤫ィ

5᭶㡭䛻DP䜢බ⾲䚹䛭䛾ᚋᏛ⾡
ㄅ䛾ᢞ✏䜢㛤ጞணᐃ䚹

㻡㻚㻌ᴗෆ䛾◊✲ᡤ䞉ᮏ♫䞉ᕤሙ䛾❧ᆅ䛾Ỵᐃせ
ᅉ䛸⏕⏘ᛶ䜈䛾ᙳ㡪䛾ศᯒ㻌

ụෆ䞉
Belderbos䞉῝ᑿ
ᶒ䞉㔠

⛉ㄪ⤫ィ
ᕤᴗ⤫ィ
άㄪᰝ

2014ᖺᗘ୰䛻DP䜢බ⾲ணᐃ䚹

㻢㻚㻌ᕤሙ❧ᆅ䛸Ẹ㛫䞉බⓗ㻾㻒㻰䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䛾
⏕⏘ᛶຠᯝ䛾ศᯒ㻌

ụෆ䞉Belderbos
䞉῝ᑿ䞉ᶒ䞉㔠

⛉ㄪ⤫ィ
ᕤᴗ⤫ィ

බ⾲῭䜏䛾ㄽᩥ䠄㻰㻼㻌㻺㼛㻚㻥㻟䠅䜢ᨵ
ゞ䛧䚸Ꮫ⾡ㄅ䜈䛾ᢞ✏䜢⾜䛖䚹

㻣㻚㻌᪂つ㛤ᴗᴗ䛻䛚䛡䜛䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾Ỵᐃ
せᅉ䞉䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛻䛘䜛ຠᯝ䛾ศᯒ㻌

ụෆ䞉ᒸᐊ

䜲䝜䝧ㄪᰝ
᪂つ㛤ᴗᴗㄪᰝ

ᅜෆཬ䜃ᾏእ䛷䛾Ꮫሗ࿌䜢ண
ᐃ䚹බ⾲῭䜏䛾ㄽᩥ䠄㻰㻼㻌
㻺㼛㻚㻝㻜㻠䠅䜢ᨵゞ䛧䚸Ꮫ⾡ㄅ䜈䛾ᢞ
✏䜢⾜䛖䚹
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䛆ཧ⪃䛇䛂ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛃ㄪᰝ䛾ᴫせ
 䛂䜸䝇䝻䝬䝙䝳䜰䝹䛃䛻‽ᣐ䛧䛯ᅜ㝿ẚ㍑ྍ⬟䛺ᴗ䛻䛚䛡䜛䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁 ᐃ
䛾䛯䜑䛾⤫ィㄪᰝ
 2003ᖺ䛛䜙ጞ䜎䜚䚸㐣ཤ3ᅇ䛾ᐇ⦼䛜䛒䜛䚹
 ➨3ᅇ䛿䛂䜸䝇䝻䞉䝬䝙䝳䜰䝹䛃䛾䜏䛺䜙䛪䚸䛂CIS2010䛃䛻䜒‽ᣐ䛧䚸ᅜ㝿ẚ㍑ྍ⬟ᛶ䜢㔜ど䚹
 䜎䛯䚸䛷䛝䜛㝈䜚㉁ၥ⚊䜢䝅䞁䝥䝹䛻䛩䜛䛣䛸䛷ᅇ⟅⋡䛾ྥୖ䜢ィ䛳䛯䚹
➨1ᅇ

➨2ᅇ

➨3ᅇ

䜸䝇䝻䞉䝬䝙䝳䜰䝹

➨2∧

➨3∧

➨3∧

‽ᣐ䛩䜛CIS

CIS3 (2000/2001)‽ᣐ

CIS2008‽ᣐ䛫䛪

CIS2010‽ᣐ

ㄪᰝᐇᮇ

2003ᖺ1᭶

2009ᖺ7᭶

2013ᖺ1᭶

ㄪᰝᑐ㇟ᖺ

1999ᖺ䡚2001ᖺ

2006ᖺᗘ䡚2008ᖺᗘ

2009ᖺᗘ䡚2011ᖺᗘ

ᑐ㇟ᴗ䛾つᶍ

ᖖ⏝㞠⏝⪅ᩘ10ே௨ୖ

ᖖ⏝㞠⏝⪅ᩘ10ே௨ୖ

ᖖ⏝㞠⏝⪅ᩘ10ே௨ୖ

ᑐ㇟⏘ᴗ䛾⠊ᅖ

㎰ᯘỈ⏘ᴗ䚸㖔ᴗ➼䚸㟁Ẽ䞉䜺䝇䞉 ➨1ᅇ䜘䜚ᣑ䠄➨1ᅇ䠇ᘓタᴗ䚸 䝃䞊 ➨2ᅇ䜘䜚䛥䜙䛻ᣑ䠄➨2ᅇ䠇䝃䞊䝡
⇕౪⤥䞉Ỉ㐨ᴗ䚸䝃䞊䝡䝇ᴗ䛾୍㒊 䝡䝇⏘ᴗ䛾୍㒊䠅
䝇⏘ᴗ䛾୍㒊䠅

ㄪᰝ⚊㏦ᴗᩘ

43,174♫

15,137♫

20,191♫

ᅇ⟅⋡

21.4%

30.3%

35.2%

ሗ࿌᭩

NISTEP ㄪᰝ㈨ᩱ 110

NISTEP REPORT 144

NISTEP REPORT 156

ᅜ㝿ẚ㍑

OECD Innovation In Firms
OECD STI Scoreboard
OECD STI Outlook

OECD INNOSERV project

◊✲㛤ⓎᣐⅬ䚸⏕⏘ᣐⅬ䚸䜲䝜䝧䞊
◊✲㛤ⓎᣐⅬ䚸⏕⏘ᣐⅬ䚸䜲䝜䝧䞊
䝅䝵䞁䛻䜘䜛┈ಖㆤᡭẁ䛾ຠᯝ䚸䜲
䝅䝵䞁䛻䜘䜛┈ಖㆤᡭẁ䛾ຠᯝ䚸
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䛆ཧ⪃䛇➨3ᅇᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛾ィ⏬䞉ᐇ䝥䝻䝉䝇
2011ᖺ6᭶ OECD/NESTIᮏྜ䛻䛚䛔䛶䚸ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛾ィ⏬䜢Ⓨ⾲䛧䚸ពぢ䜢ᐇ䠄῝ᑿ䠅
㻌 㻌 э䜸䝇䝻䞉䝬䝙䝳䜰䝹ཬ䜃CIS䜈䛾‽ᣐཬ䜃↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛻㛵䛩䜛タၥ䜢᪂䛯䛻㏣ຍ䛩䜛᪉㔪䜢Ỵᐃ
2011ᖺ8᭶䡚10᭶ ண⟬䛾ᴫ⟬せồ䛾ᢎㄆ
䞉EUㅖᅜ➼䛾Community Innovation Survey (CIS) 2010䠄䜸䝇䝻䞉䝬䝙䝳䜰䝹‽ᣐ䠅䜈䛾‽ᣐ
䞉↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛻㛵䛩䜛タၥ䛾㏣ຍ

2012ᖺ1᭶ NISTEPദ䛂↓ᙧ㈨⏘䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉⏕⏘ᛶ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃
䞉➨3ᅇᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛾ィ⏬䜢Ⓨ⾲䠄῝ᑿ䞉⡿㇂䠅
䞉↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛻㛵䛩䜛᭱᪂䛾ᾏእ䛷ඛ⾜䛩䜛◊✲䛻䛴䛔䛶ሗ㞟
эヲ⣽䛺ᅜ㝿ẚ㍑ྍ⬟䛺タၥ᪉ἲ䛻Ỵᐃ䛧䛯䚹

2012ᖺ3᭶ OECD/NESTI㆟㛗䛛䜙䛾ㄪᰝᐇせㄳ➼
OECD/NESTI㆟㛗䛛䜙䚸䜸䝇䝻䞉䝬䝙䝳䜰䝹䛻‽ᣐ䛧䛯➨3ᅇᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛾ᐇせㄳ䚸ཬ䜃䛭䛾୰䛷䛾↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛻㛵䛩䜛タၥ䛾᥎ዡ

2012ᖺ3᭶ OECD Expert Meeting on the Measurement of Intangible Assets
NISTEP῝ᑿẶ䞉ᐑᕝẶ䞉⡿㇂Ặ䜙䛛䜙䚸➨3ᅇᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䜢䚸CIS2010䛻‽ᣐ䛧䚸↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛻㛵䛩䜛タၥ䜢ྵ䜑䜛ィ⏬ཬ䜃ㄪᰝ⚊
䜢ሗ࿌эពぢ䜢⪺䛔䛯䚹

2012ᖺ4᭶ ➨3ᅇᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䜰䝗䝞䜲䝄䝸䞊ጤဨ➨1ᅇྜ
ఀᆅ▱Ặ䠄ᡂᇛ䠅䚸ᚋ⸨Ặ䠄ᨻ◊䠅䚸ⰼᇽẶ䠄ᅧᏥ㝔䠅䚸ᐑᕝẶ䠄Ꮫ⩦㝔䠅䚸ᏲᓥẶ䠄୍ᶫ䠅䜢ጤဨ䛸䛩䜛䜰䝗䝞䜲䝄䝸䞊ጤဨ䛾➨୍ᅇྜ
䜢㛤ദ䛧䚸➨3ᅇᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䜢䚸CIS2010䛻‽ᣐ䛧䚸↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛻㛵䛩䜛タၥ䜢ྵ䜑䜛ෆᐜ䛷ᐇ䛩䜛䛣䛸䜢ᢎㄆ䚹

2012ᖺ6᭶ NESTIᮏྜ
NISTEPఀᆅ▱Ặ䞉⡿㇂Ặ䛛䜙䚸➨3ᅇᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䜢䚸CIS2010䛻‽ᣐ䛧䚸↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛻㛵䛩䜛タၥ䜢ྵ䜑䜛ィ⏬ཬ䜃↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛻
㛵䛩䜛タၥ䜢ሗ࿌

2012ᖺ6᭶䡚10᭶ ⥲ົ┬ᢎㄆ⏦ㄳ
᭱⤊ⓗ䛻ᢎㄆ䛜ୗ䜚䛯䛜䚸CIS2010䛾䛖䛱ᅜ㝿ẚ㍑䜔ᅜෆά⏝䛾ほⅬ䛷㔜せᛶ䛾ప䛔タၥཬ䜃↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨䛻㛵䛩䜛タၥ䛶䛜๐㝖䛥䜜䚸䜎䛯
ḟᅇ௨㝆䛾ᐇ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ㄪᰝ䛾᰿ᮏⓗ䛺ぢ┤䛧䚸OECD䜔EU䛷䛾ᅜ㝿ẚ㍑⤖ᯝ䛾ලయⓗ䛺ά⏝≧ἣ䛾ᢕᥱཬ䜃ᅜෆ䛷䛾ᛂ⏝ྍ⬟ᛶ➼䛾ホ
౯䚸タၥ䛤䛸䛾ᅇ⟅≧ἣ䛾᳨ド䛸タၥ䛾㐺ษᛶ䛾ホ౯➼䚸ᾏእㄪᰝ䛾ᶆᮏタィ䛾ᢕᥱ䜢䛜᮲௳䛸䛥䜜䛯

2013ᖺ6᭶ ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁⥲ྜᡓ␎
䛂ᴗ䛻㛵䛧䛶䛿䚸⟇䛾ຠᯝ䛾 ᐃ䚸ぢ┤䛧➼䜢ᐇ䛧䛶䛔䛟ୖ䛷䚸యീ䜢ಠ▔䛩䜛⤫ィ➼䛜༑ศ䛷䛒䜛䛣䛸䜢㋃䜎䛘䚸ᴗ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䛾ฟ≧ἣ䚸㜼ᐖせᅉ䚸ྲྀ䜚ᕳ䛟⎔ቃ➼䛻䛴䛔䛶䛾ㄪᰝ䞉ศᯒ䜢⥅⥆ⓗ䛛䛴ᅜ㝿ẚ㍑ྍ⬟䛺ᙧ䛷ᐇ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛃䛸᫂グ

2013ᖺ9᭶ ➨3ᅇᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䜰䝗䝞䜲䝄䝸䞊ጤဨ➨2ᅇྜ
䜰䝗䝞䜲䝄䝸䞊ጤဨ䜢㛤ദ䛧䚸ㄪᰝᐇ⤖ᯝ䜢ሗ࿌

2014ᖺ3᭶ ㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩䜢බ㛤䠄NISTEP REPORT 156䠅
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䛆ཧ⪃䛇䜸䝇䝻䞉䝬䝙䝳䜰䝹䛻ᇶ䛵䛟䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᐃ⩏
• 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
– ⮬♫䛻䛸䛳䛶᪂䛧䛔䜒䛾䜔᪉ἲ䜢ᑟධ䛩䜛䛣䛸
• ♫䛜ᑟධ䛧䛶䛔䛶䜒䚸⮬♫䛻䛸䛳䛶᪂䛧䛡䜜䜀Ⰻ䛔

• ᢏ⾡ⓗ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
– 䝥䝻䝎䜽䝖䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
• ᪂䛧䛔䜎䛯䛿ᖜ䛻ᨵၿ䛧䛯〇ရ䚸䝃䞊䝡䝇䛾ᑟධ

– 䝥䝻䝉䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
• ᪂䛧䛔䜎䛯䛿ᖜ䛻ᨵၿ䛧䛯⏕⏘ᕤ⛬䞉㓄㏦᪉ἲ䞉䛭䜜䜙䜢ᨭ䛩䜛άື䛾ᑟධ

• 㠀ᢏ⾡ⓗ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
– ⤌⧊䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
• ᪂䛧䛔ᴗົ័⾜䚸⫋ሙ⦅ᡂ䚸ᑐእ㛵ಀ䛻㛵䛩䜛᪉ἲ䛾ᑟධ

– 䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
• 〇ရ䞉䝃䞊䝡䝇䛾䝕䝄䜲䞁䛾ᖜ䛺ኚ᭦䜔᪂䛧䛔㈍ಁ䞉౯᱁タᐃ᪉ἲ䚸㈍㊰䛾ᑟධ

䠄䠅䝥䝻䝎䜽䝖䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛タၥ
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䛆ཧ⪃䛇䛂ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛃䛾ㄪᰝ㡯
1.

ᴗᴫせ
䐟ᴗ䜾䝹䞊䝥ᡤᒓ䛾᭷↓ 䐠ᴗ䜾䝹䞊䝥䜢⤫ᣓ䛩䜛ᴗ䛾ᡤᅾᅜ䡡ᆅᇦ 䐡ୖ㧗 䐢〇
ရ䞉䝃䞊䝡䝇䛾㈍ᅜ䡡ᆅᇦ 䐣ᚑᴗ⪅ᩘ 䐤ᚑᴗ⪅䛻༨䜑䜛༞ྜ

2.

䝥䝻䝎䜽䝖䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䐟᪂〇ရ䞉䝃䞊䝡䝇ᑟධ䛾᭷↓ 䐠㛤Ⓨ⪅ 䐡ᕷሙ䛻䛸䛳䛶᪂䛧䛔䝥䝻䝎䜽䝖䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᭷
↓ 䐢䝥䝻䝎䜽䝖䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜛ୖ㧗䛜ୖ㧗䛻༨䜑䜛ྜ

3.

䝥䝻䝉䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䐟᪂䛧䛔⏕⏘ᕤ⛬䡡㓄㏦᪉ἲ䡡䛭䜜䜙䜢ᨭ䛩䜛άື䛾ᑟධ䛾᭷↓ 䐠㛤Ⓨ⪅ 䐡ᕷሙ䛻䛸䛳䛶
᪂䛧䛔䝥䝻䝉䝇䡡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᭷↓

4.

䝥䝻䝎䜽䝖ཪ䛿䝥䝻䝉䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾䛯䜑䛾άື
䐟୰Ṇ䡡୰᩿䛧䛯ཪ䛿⥅⥆୰䛾άື䛾᭷↓ 䐠◊✲㛤Ⓨ䚸ඛ㐍ⓗ䛺ᶵᲔ䞉タഛ䞉䝋䝣䝖䜴䜵䜰ྲྀᚓ䚸
እ㒊▱㆑ྲྀᚓ䚸ᩍ⫱カ⦎䚸䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾άື䚸䝕䝄䜲䞁άື䚸䛭䛾䛾ᐇ䛾᭷↓ 䐡බⓗᨭ
䛾⏝䛾᭷↓ 䐢ሗ※䚸䐣༠ຊ┦ᡭ䛾䝍䜲䝥䛸ᡤᅾᅜ䞉ᆅᇦ䚸䐤┠ⓗ䚸䐥㜼ᐖせᅉ

5.

⤌⧊䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䐟᪂䛧䛔ᴗົ័⾜䚸⫋ሙ⤌⧊䛻㛵䛩䜛᪉ἲ䚸ᑐእ㛵ಀ䛻㛵䛩䜛᪉ἲ䛾ᑟධ䛾᭷↓ 䐠┠ⓗ

6.

䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䐟䝕䝄䜲䞁䛾ᖜ䛺ኚ᭦䚸᪂䛧䛔㈍ಁ㐍፹య䡡᪉ἲ䚸㈍⤒㊰䚸౯᱁タᐃ᪉ἲ䛾ᑟධ䛾᭷↓
䐠┠ⓗ
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䛆ཧ⪃䛇䛂➨3ᅇᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ䛃䛾䛺⤖ᯝ
1.

᪥ᮏ䛷䝥䝻䝎䜽䝖䠋䝥䝻䝉䝇䠋⤌⧊䠋䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ᐇ⌧䛧䛯ᴗ䛾ྜ䛿䚸
Ḣ⡿せᅜ䞉୰ᅜ䞉㡑ᅜ䜘䜚ప䛟䚸䛭䜒䛭䜒䝥䝻䝎䜽䝖ཪ䛿䝥䝻䝉䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾䛯䜑䛾άື
䜢ᐇ䛧䛯ᴗ䛾ྜ䜒ㅖእᅜ䜘䜚ప䛔䚹

2.

ㄪᰝ䛧䛯㜼ᐖせᅉ䜢⤒㦂䛧䚸䝥䝻䝎䜽䝖ཪ䛿䝥䝻䝉䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾䛯䜑䛾άື䜢ᐇ䛧䛺
䛛䛳䛯ᴗ䛾༙ᩘ௨ୖ䛜䚸䛂⬟ຊ䛒䜛ᚑᴗ⪅㊊䛃䚸䛂ᕷሙ䛻㛵䛩䜛ሗ㊊䛃䚸䛂ᢏ⾡䛻㛵䛩
䜛ሗ㊊䛃䜢㜼ᐖせᅉ䛸䛧䛶ㄆ㆑

3.

〇ရ䞉䝃䞊䝡䝇䜢ᅜෆ䛾䜏䛷㈍䛩䜛ᴗ䜘䜚ᾏእ䛷䜒㈍䛩䜛ᴗ䛾᪉䛜䚸༢⊂ᴗ䜘䜚䜾
䝹䞊䝥ᴗ䛾᪉䛜䚸༞ᚑᴗ⪅䛾ྜ䛜25%ᮍ‶䛾ᴗ䜘䜚༞ᚑᴗ⪅䛾ྜ䛜25%௨ୖ
䛾ᴗ䛾᪉䛜䚸䛭䜜䛮䜜άⓎ䛻䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜈䛾ྲྀ⤌䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛ഴྥ

4.

⮬♫䛻䛸䛳䛶䛾䜏᪂䛧䛔䝥䝻䝎䜽䝖䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᐇ⌧ᴗཪ䛿䝥䝻䝉䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᐇ⌧
ᴗ䛾༙ᩘ௨ୖ䛜◊✲㛤Ⓨ䜢ᐇ䛫䛪

5.

䝥䝻䝎䜽䝖ཪ䛿䝥䝻䝉䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾䛯䜑䛾බⓗᨭ䜢⏝䛧䛯ྜ䚸බⓗᶵ㛵䜢ሗ※
䛸䛧䛶⏝䛧䛯ྜ䚸බⓗᶵ㛵䛸༠ຊ䛧䛯ྜ䛿⏘ᴗ䛻䜘䛳䛶␗䛺䜚䚸ᴗつᶍ䛜䛝䛔䜋䛹
㧗䛔䚹
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䛆ཧ⪃䛇䜸䝇䝻䞉䝬䝙䝳䜰䝹䛻‽ᣐ䛧䛯ᾏእ䛾ㄪᰝ≧ἣ
•
•

䛂䜸䝇䝻䞉䝬䝙䝳䜰䝹䛃䛿䚸OECD䛸Eurostat䛜ඹྠ䛷⟇ᐃ䛧䛯䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩
䜛䝕䞊䝍䛾㞟䛸ゎ㔘䛾䛯䜑䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁
䛂䜸䝇䝻䞉䝬䝙䝳䜰䝹䛃‽ᣐㄪᰝ䛾ᐇᅜ䞉ᆅᇦ
– ⣙80䞃ᅜ䡡ᆅᇦ
– 䜰䝆䜰䠄㡑ᅜ䚸୰ᅜ➼䠅䚸ὒᕞ䠄䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰➼䠅䚸୰ᮾ䠄䜲䝇䝷䜶䝹➼䠅䚸⡿䠄䜰䝯䝸䜹䚸䜹
䝘䝎䠅䚸୰༡⡿䠄䝤䝷䝆䝹䚸䝏䝸➼䠅䚸䜰䝣䝸䜹䠄༡䜰䝣䝸䜹➼䠅䚸䝶䞊䝻䝑䝟䠄EUຍ┕ᅜ➼䠅

•

EUຍ┕ᅜ䚸EEAຍ┕ᅜ➼䛾CIS䠄Community Innovation Survey䠅䛜᭱䜒ඛ㐍ⓗ䛺ྲྀ
⤌䜏䜢ᐇ
– EUຍ┕ᅜ䛷䛿ἲ௧䛻䜘䛳䛶ㄪᰝ䛾ᐇ䜢⩏ົ
– 2ᖺ࿘ᮇ䛷ㄪᰝ⚊䛸ㄪᰝ᪉ἲ䜢⤫୍䛧䛶ᐇ
– Eurostat database䛻ྛᅜ䛾⤖ᯝ䜢㘓

•

OECD䜔UNESCO䛜ྛᅜ䝕䞊䝍䜢㞟䛧䛶ᅜ㝿ẚ㍑䜢ᐇ
– OECD䠋NESTI䛜ຍ┕ᅜ䛛䜙ᐃᮇⓗ䛻䝕䞊䝍䜢㞟䛧䛶䝺䝫䞊䝖䜢Ⓨ⾜䚸䝕䞊䝍䝧䞊䝇సᡂ
– UNESCO䜒ヨ㦂ⓗ䛺䝕䞊䝍㞟䜢⤒䛶䚸OECDຍ┕ᅜ䜢ྵ䜐ྛᅜ䛛䜙䝕䞊䝍㞟䜢㛤ጞ
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䛆ཧ⪃䛇䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᩚഛᴗ䛸䛾㐃ᦠ
• ㄪᰝศᯒ䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟㞟ィ⤖ᯝཬ䜃ྛ✀ᣦᶆ䜢
䛂䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᩚഛᴗ䛃䛻ᥦ౪䛧䚸ᗈ䛟බ㛤䛩䜛䚹
• 䛂䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᩚഛᴗ䛃䛷㞟䛥䜜䛯䝭䜽䝻䝕䞊
䝍䜔ᣦᶆ䜢ㄪᰝศᯒ䛻ά⏝䛩䜛䚹
䝭䜽䝻䝕䞊䝍ศᯒ

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁 ᐃ
䛾䛯䜑䛾⤫ィㄪᰝ

ศᯒ⏝䝭䜽䝻䝕䞊䝍

ᴗᡤ䞉ᴗ䝺䝧䝹䛷䛾
䝕䞊䝍᥋ྜ䛚䜘䜃ศᯒ

ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ

㞟ィ䝕䞊䝍䞉ᣦᶆ䞉ྡᐤ䛫ሗ
䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᩚഛᴗ
⏘ᴗู㞟ィ
ᆅᇦ㽢⏘ᴗู䛾㞟ィ
䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛷䛾බ㛤
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䛆ཧ⪃䛇↓ᙧ㈨⏘䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉⏕⏘ᛶ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䝧䞊䝇ᵓ⠏䠖䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᴫせ

• බⓗ◊✲άື䛚䜘䜃Ẹ㛫䛾◊✲㛤Ⓨάື䛜䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ཬ䜃⏕⏘ᛶ
䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䜢⛉Ꮫⓗ䛻ศᯒ䛩䜛䛯䜑䛻ᇶ♏䛸䛺䜛䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢ᵓ⠏
䛩䜛䚹
– ͤ䛂ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᴗ䛾୍⎔䚹
䐟
↓ᙧ㈨⏘ᢞ㈨

䐠
䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊
ᴗ㛫

R&Dᢞ
㈨䞉䝇䝖䝑
䜽
a. ⏘ᴗ⦅
䠄JIPศ㢮䠅

<බ⾲῭>
䠄ᶒ/ụෆ䠅

䛭䛾
↓ᙧ㈨⏘

ᢏ⾡
㊥㞳

<᳨ウ୰>
䠄῝ᑿ/ RIETI
ᐑᕝPJ䠅

❧
ᆅ

ྲྀ
ᘬ
㛵
ಀ

බⓗ◊✲
㈨
ᮏ
㛵
ಀ

<බ⾲῭>

ᢏ
⾡
㊥
㞳

❧
ᆅ

<බ⾲῭>

ඹྠ
◊✲

᳨ド୰
䠄ụෆ䠅

䠄ᶒ/ 㔠/ ụෆ/ Belderbos䠅

b. ᆅᇦ䞉⏘ᴗ⦅
䠄㒔㐨ᗓ┴㽢⏘ᴗ
୰ศ㢮䠅

<බ⾲῭>
䠄ụෆ䠅

<᳨ウ୰>
䠄῝ᑿ/ RIETI
ᐑᕝPJ䠅

<බ⾲῭>

<᳨ウ
୰>

<බ⾲῭>

᳨ド୰
䠄ụෆ䠅

䐡
୰㛫ẁ㝵
ᡂᯝ

䐢
䝟䝣䜷䞊䝬䞁
䝇

䜲䝜䝧䞊䝅䝵
䞁

a. TFP
b. ᴗ౯್
c. 㞠⏝ᡂ㛗

JNIS2003<῭>
JNIS2009<῭>
JNIS2012ㄪᰝ
ᐇ୰
䠄῝ᑿ/⡿㇂䠅

a. TFP䠖<බ⾲῭>
䠄῝ᑿ䞉GCOE/RIETI JIP PJ䠅
b. 㞠⏝ᡂ㛗䠖බ
⾲‽ഛ୰䠄ụෆ䠅

<᳨ウ୰>

a. TFP <බ⾲῭>
䠄῝ᑿ䞉GCOE/RIETI JIP PJ䠅

䠄ụෆ/ Belderbos䠅
ὀ䠖䠄㻌 䠅ෆ䛿බ㛤ணᐃཬ䜃ᢸᙜ⪅䞉㛵ಀᶵ㛵䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖
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䛆ཧ⪃䛇䝕䞊䝍䝧䞊䝇ᵓ⠏䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠖䝕䞊䝍බ㛤≧ἣ
䛆බ㛤῭䛇
•
䐟↓ᙧ㈨⏘䠄R&Dᢞ㈨䞉䝇䝖䝑䜽䠅
–
–
–

•

⏘ᴗู䠄JIP78ศ㢮䠅ᴗR&Dᢞ㈨䝣䝻䞊䞉䝕䝣䝺䞊䝍䞉䝇䝖䝑䜽䠄1973-2008䠅
ᆅᇦ䞉⏘ᴗู䛾R&Dᢞ㈨䝣䝻䞊ཬ䜃R&D䝇䝖䝑䜽䠄1983-2008䠅
ᆅᇦ䞉Ꮫ⾡ศ㔝ู䛾බⓗR&Dᢞ㈨䝣䝻䞊ཬ䜃R&D䝇䝖䝑䜽䠄1983-2008䠅

䐠䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊
–
–
–
–
–
–
–

⏘ᴗ㛫䛾ᢏ⾡ⓗ㏆᥋ᛶ䝬䝖䝸䜽䝇䠄≉チ䛾ᘬ⏝䝕䞊䝍䛜䝧䞊䝇䠅
ᢏ⾡ⓗ㏆᥋ᛶ䜢㏻䛨䛯⏘ᴗู䛾ᴗ㛫R&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䠄1983-2008䠅
ᕷ༊⏫ᮧ㛫䛾ᆅ⌮ⓗ㊥㞳䠄ᕷ༊⏫ᮧྜేㄪᩚ῭䠅
❧ᆅ㊥㞳䛸ᢏ⾡ⓗ㏆᥋ᛶ䜢㏻䛨䛯ᆅᇦ䞉⏘ᴗู䛾ᴗ㛫R&D䝇䝖䝑䜽䠄1983-2008䠅
⏘ᴗ䞉Ꮫ⾡ศ㔝㛫䛾ᢏ⾡ⓗ㛵㐃ᛶ䝬䝖䝸䜽䝇䠄≉チ䛾ᘬ⏝䝕䞊䝍䛜䝧䞊䝇䠅
ᢏ⾡ⓗ㏆᥋ᛶ䜢㏻䛨䛯⏘ᴗู䛾බⓗR&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䠄1983-2008䠅
❧ᆅ㊥㞳䛸ᢏ⾡ⓗ㏆᥋ᛶ䜢㏻䛨䛯ᆅᇦ䞉⏘ᴗูබⓗR&D䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䠄1983-2008䠅

•

䐡୰㛫ẁ㝵ᡂᯝ䠄䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䠅

•

䐢䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇

–
–

⏘ᴗู䝥䝻䝎䜽䝖ཬ䜃䝥䝻䝉䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䠄2003ᖺ䞉2009ᖺ䠅
ᕷ༊⏫ᮧ䞉〇㐀ᴗ⏘ᴗูTFP䠄1981ᖺ䡚2007ᖺ䠅

䛆 2014ᖺᗘணᐃ䛇
•
ᆅᇦ䞉⏘ᴗู䛾ᅜ❧Ꮫ䛸䛾ඹྠ◊✲ᐇᴗྜ䠄1983-2001䠅
•
ᆅᇦ䞉⏘ᴗู䛾ᴗ◊✲ᡤ䛾❧ᆅ䠄1987-2009䠅
•
⏘ᴗู䛾㞠⏝ືែ䛻㛵䛩䜛䜲䞁䝕䝑䜽䝇䠄1996ᖺ䡚2009ᖺ䠅
–

2013ᖺ10᭶䛻බ㛤䛥䜜䛯䛂OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013䛃䛻୍㒊㘓
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㈨ᩱ㻞㻌
➨䠏ᅇホ౯䝟䝛䝹ྜ㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ㻢᭶㻞㻟᪥㻌㻌

➨䠎ᅇホ౯䝟䝛䝹ྜ䠄5᭶23᪥㛤ദ䠅䛻
䛚䛡䜛䛤ᣦ䞉䛤㉁ၥ㡯䛻ಀ䜛⿵㊊㈨ᩱ

2014ᖺ6᭶23᪥
⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ

䠍䠊ண⟬䞉ᐇయไ䞉䜺䝞䝘䞁䝇➼䛻䛚䛡䜛
䛂NISTEP䛾άື䜢ᨭ䛩䜛እ㒊⤌⧊䜔ᑓ㛛ᐙ䛃
ཬ䜃ᑐእᡂᯝⓎಙ

2

ᑓ㛛ᐙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛸ᑓ㛛ㄪᰝဨ
䠄⛉Ꮫᢏ⾡ືྥ◊✲䝉䞁䝍䞊䠅
• ᙜ◊✲ᡤ䛷䛿䚸ᖜᗈ䛔䝉䜽䝍䞊䞉ศ㔝䛾⛉Ꮫᢏ⾡㛵ಀ䛾ᑓ㛛ᐙ䛛䜙ືྥ
䜔ぢゎ➼䜢㞟䛩䜛䛯䜑䚸䜴䜵䝤ୖ䛷2,000ேつᶍ䛾䛂⛉Ꮫᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ
䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛃䜢⥅⥆ⓗ䛻㐠Ⴀ䚹
• ẖᖺ䚸⏘Ꮫᐁ䛾➨୍⥺䛾◊✲⪅䞉ᢏ⾡⪅䞉䝬䝛䞊䝆䝱➼䛾᪉䚻䛻䛂ᑓ㛛ㄪ
ᰝဨ䛃䛸䛧䛶䛤ཧ⏬䛔䛯䛰䛝䚸䛂⛉Ꮫᢏ⾡ືྥ䛃᭶ሗ䜈䛾ሗᥦ౪➼䜢䛔䛯
䛰䛟䛸䛸䜒䛻䚸5ᖺẖ䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛⛉Ꮫᢏ⾡ண 䛻㝿䛧䚸せ䛺ᅇ⟅⪅䛸
䛧䛶䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚹
ศ㔝ู

ᡤᒓ✀ูᵓᡂ

ᅋయ
3%

䛭䛾
1%

ᴗ
13%

බⓗᶵ
㛵
14%

䛭䛾
4%

ேᩥ⛉Ꮫ
0%
ಖ
㎰Ꮫ 8%
10%

ᖺ௦ูᵓᡂ
䠓䠌௦
3%

♫⛉Ꮫ
2%

䠎䠌௦
1%

䠒䠌௦
16%

⌮Ꮫ
23%

䠏䠌௦
38%

䠑䠌௦
20%

Ꮫ
69%

ᕤᏛ
53%

n=2,065

䠐䠌௦
22%

n=2,065

n=2,065

➨9ᅇ⛉Ꮫᢏ⾡ண

3

ㄪᰝ㻌

ศ⛉䝸䞊䝎䞊䝸䝇䝖䠄2009ᖺ3᭶Ⅼ䠅
㻌㻌

┠ᶆู
㻌
㻌㻌

ศ⛉㻌

㻌 㻌 Ặྡ㻌

ᡤᒓ㻌

Ᏻᚰ㻌

㻌 㻌 ᑠⳢ㻌 ୍ᘯ㻌

ᮾᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㻌ᩍᤵ㻌

Ᏻ㻌

㻌 㻌 ཎᓥ㻌 ᩥ㞝㻌

ᮾி㟁ᶵᏛᮍ᮶⛉Ꮫ㒊㻌ᩍᤵ㻌

ᅜ㝿༠ㄪ㻌

㻌 㻌 ୖ㻌 ᝓኴ㻌

ᮾᏛ㻌ᐈဨᩍᤵ㻌

ᅜ㝿➇த㻌

㻌 㻌 ➉ෆ㻌 బᏊ㻌

ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㻌ᐈဨᩍᤵ㻌

㻌㻌

㻌 㻌㻌 㻌

㻌㻌

䠪䡋䠊䠍䠄㟁Ꮚ䞉㏻ಙ䞉䝘䝜䝔䜽䝜䝻䝆䞊䠅㻌

㻌 㻌 Ⲩᕝ㻌 Ὀᙪ㻌

ᮾிᏛ㻌䝘䝜㔞Ꮚሗ䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇◊✲ᶵᵓ㛗㻌

䠪䡋䠊䠎䠄ሗฎ⌮ᢏ⾡䚸䝯䝕䜱䜰䚸䝁䞁䝔䞁䝒䠅㻌㻌 㻌 㰺⸨㻌 ᛅኵ㻌

ᰴᘧ♫䝖䝶䝍㻵㼀㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊㻌㻌
㻯㼀㻻䞉䝏䞊䝣䝃䜲䜶䞁䝔䜱䝇䝖㻌

⛉Ꮫᢏ⾡⣔
㻌

䠪䡋䠊䠏䠄䝞䜲䜸䝔䜽䝜䝻䝆䚸䝘䝜䝔䜽䝜䝻䝆䞊䠅㻌 㻌 㻌 ᑠṈᮌ㻌◊㻌

㜰Ꮫ⏘Ꮫ㐃ᦠ᥎㐍ᮏ㒊㻌⏘Ꮫ㐃ᦠᩍᤵ㻌

䠪䡋䠊䠐䠄་⒪䚸ᗣ䚸㻵㼀䠅㻌

㻌 㻌 ⏣୰㻌 ༤㻌

ᮾி་⛉ṑ⛉Ꮫ㻌ሗ་⛉Ꮫ䝉䞁䝍䞊㛗䞉ᩍᤵ㻌

䠪䡋䠊䠑䠄ᆅ⌫ほ 䞉ண

㻌 㻌 ⓗᕝ㻌 Ὀᐉ㻌

⊂❧⾜ᨻἲேᏱᐂ⯟✵◊✲ᶵᵓ㻌ᢏ⾡ཧ䞉ྡᩍᤵ㻌

䠪䡋䠊䠒䠄䜶䝛䝹䜼䞊䠅㻌

㻌 㻌 ᯽ᮌ㻌 Ꮥኵ㻌

ᮾிᕤᴗᏛ⤫ྜ◊✲㝔䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁◊✲ᶵᵓ㻌ᩍᤵ㻌

䠪䡋䠊䠓䠄Ỉ䞉㣗ᩱ䞉㖔≀㈨※䠅㻌

㻌 㻌 ᣢ⏣㻌 㻌

ᕞᏛ⏘Ꮫ㐃ᦠ䝉䞁䝍䞊㻌≉௵ᩍᤵ㻌

䠪䡋䠊䠔䠄⎔ቃ䠅㻌

㻌 㻌 㔝ᑼ㻌 ᖾᏹ㻌

⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤᆅ⌫⎔ቃ◊✲䝉䞁䝍䞊㻌䝉䞁䝍䞊㛗㻌

䠅㻌

䠪䡋䠊䠕䠄≀㉁䚸ᮦᩱ䚸䝘䝜䝅䝇䝔䝮䚸ຍᕤ䚸ィ
㻌 㻌 ᓊᮏ㻌 ┤ᶞ㻌
䠅㻌

⊂❧⾜ᨻἲே≀㉁䞉ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ㻌㔞Ꮚ䝡䞊䝮䝉䞁䝍䞊㛗㻌

䠪䡋䠊䠍䠌䠄〇㐀䞉䜲䞁䝣䝷ᵓ⠏䠅㻌

㻌 㻌 ᳃㻌 Ṋᙪ㻌

ᮾிᏛᕤᏛ⣔◊✲⛉㻌◊✲⛉㛗䞉ᩍᤵ㻌

䠪䡋䠊䠍䠍䠄⛉Ꮫᢏ⾡䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠅㻌

㻌 㻌 ቑ⏣㻌 㟹㻌

᠕⩏ሿᏛ⌮ᕤᏛ㒊㻌ᩍᤵ㻌

䠪䡋䠊䠍䠎䠄䜲䞁䝣䝷ᢏ⾡⩌䠅㻌

㻌 㻌 ᯘ㻌 ⰋႹ㻌

ྡྂᒇᏛᏛ㝔㻌⎔ቃᏛ◊✲⛉㛗䞉ᩍᤵ㻌

4

ᙜ◊✲ᡤ㻴㻼䛻䛚䛡䜛ሗ࿌᭩➼䛾㜀ぴᩘ㻌 䠄㻞㻜㻝㻟㻚㻣䡚㻞㻜㻝㻠㻚㻟䛾ᬻᐃ್䠅㻌
䕿⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛻ᨵ⛠䛧䛯2013ᖺ7᭶䛛䜙2014ᖺ3᭶䜎䛷䠄9䞄᭶㛫䠅䛾㜀ぴᩘ䜢㞟ィ䚹
䕿ᙜヱᮇ㛫䛾ྛ᭶ẖ䛻1䡚30䜎䛷䛾㜀ぴᩘ䜢㞟ィ䛧䚸ྡᐤ䛫䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸ྛ᭶䛾1䡚30䛻
㻌 ྵ䜎䜜䛺䛛䛳䛯䜒䛾䛿ᑐ㇟እ䚹
䕿2013ᖺ7᭶䛛䜙12᭶䜎䛷䛿䚸䜴䜵䝤䝃䜲䝖⯡䛾⟶⌮䝅䝇䝔䝮䠄CMS䠅䛸ሗ࿌᭩䛾㟁Ꮚᅗ᭩㤋䝅䝇
㻌 䝔䝮䛾䠎䝅䝇䝔䝮䛾㜀ぴᩘ䜢ྜィ䚹2014ᖺ1᭶䛛䜙3᭶䜎䛷䛿䚸CMS䛾㜀ぴᩘ䛾䜏䜢ྜィ䚹
䕿ྜィ㜀ぴᩘ䠄ᬻᐃ್䠅䠖㻌 125,282
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ᴗ䛾᥎㐍䛾䛯䜑䛻NISTEP䛜㛤ദ䛧䛯ጤဨ➼䠄2011-2013ᖺᗘ䠅
2011ᖺᗘ
•
•

ຓゝጤဨ䠄2ᅇ㛤ദ䠅
䛺ᑓ㛛ጤဨ➼䠄9ᅇ௨ୖ㛤ദ䠅
9 䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ጤဨ䠄4ᅇ㛤ദ䠅
9 ༤ኈㄢ⛬ಟ⪅䛾㏣㊧䝅䝇䝔䝮䞉㧗ᗘேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇ᵓ⠏䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ጤဨ䠄3ᅇ㛤ദ䠅

2012ᖺᗘ
•
•

ຓゝጤဨ䠄2ᅇ㛤ദ䠅
䛺ᑓ㛛ጤဨ➼䠄14ᅇ௨ୖ㛤ദ䠅
9 䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ጤဨ䠄2ᅇ㛤ദ䠅
9 බⓗ◊✲㛤Ⓨ䛻䛴䛔䛶䛾䜲䞁䝥䝑䝖䝕䞊䝍ᩚഛ䛾䛯䜑䛾WG䠄4ᅇ㛤ദ䠅
9 ༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾ᇶ┙ᩚഛཬ䜃ヨ⾜WEB䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏ᑓ㛛ጤဨ䠄4ᅇ
㛤ദ䠅
9 ⤒῭ຠᯝ ᐃ◊✲䠄2ᅇ㛤ദ䠅

2013ᖺᗘ
•
•

ຓゝጤဨ䠄2ᅇ㛤ദ䠅
䛺ᑓ㛛ጤဨ➼䠄16ᅇ௨ୖ㛤ദ䠅
9 䛂䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙ᵓ⠏䛸䝕䞊䝍ᥦ౪ᴗ䛾⥲ྜⓗ᥎㐍䛃㛵ಀᶵ㛵䝛䝑䝖䝽䞊䜽3ᅇ㛤ദ䠅
9 䝕䞊䝍䞉ሗᇶ┙䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ጤဨ䠄2ᅇ㛤ദ䠅
9 Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍ศᯒWG䠄3ᅇ㛤ദ䠅
9 ༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠖䝅䝇䝔䝮ヨ⾜䛻㛵䛩䜛WG䠄4ᅇ㛤ദ䠅
9 ༤ኈேᮦ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠖䝟䝛䝹ㄪᰝ䛻䛯䜑䛾᳨ウጤဨ䠄3ᅇ㛤ദ䠅
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ᴗ䛾3ᖺ㛫䛾ᡂᯝ䠄2011-2013ᖺᗘ䠅
• Ⓨ⾲䛧䛯ሗ࿌᭩䠖㻌 27௳ 䠄NISTEP REPORT 7௳, ㄪᰝ㈨ᩱ 5௳,
NISTEP NOTE 9௳, NISTEP DP 6௳䠅

• ᅜ㝿ྜ➼䛾㛤ദ䠖㻌 6௳䠄ཧຍேᩘ䠖䛾䜉890ྡ䠅
• እ㒊⤌⧊䛸䛾㐃ᦠ
㻌 䠄ぬ᭩䠅
– ୍ᶫᏛ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁◊✲䝉䞁䝍䞊䛸NISTEP䛸䛾ඹྠ◊✲䛻㛵䛩䜛ぬ᭩
䠄ᖹᡂ21ᖺ1᭶30᪥䠅
– 䠄⊂䠅⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ䛸NISTEP䛸䛾┦༠ຊ䛻㛵䛩䜛ぬ᭩㻌 䠄ᖹᡂ24ᖺ
4᭶2᪥䠅
– ୍ᶫᏛ䚸䠄⊂䠅⤒῭⏘ᴗ◊✲ᡤ䚸NISTEP䛸䛾3⤌⧊㛫䛾ඹྠ◊✲䛻㛵䛩
䜛ぬ᭩䠄ᖹᡂ24ᖺ4᭶23᪥䠅
– ᪩✄⏣Ꮫ⥲ྜ◊✲ᶵᵓ䛸NISTEP䛸䛾┦㐃ᦠཬ䜃༠ຊ䛻㛵䛩䜛ぬ᭩
䠄ᖹᡂ24ᖺ6᭶7᪥䠅

㻌 䠄ᐈဨ◊✲ᐁ䛾ᡤᒓ䠅
– ᕞᏛ䚸ᮾிᕤᴗᏛ䚸ᛂ⩏ሿᏛ䚸䠄⊂䠅᪂䜶䝛䝹䜼䞊䞉⏘ᴗᢏ⾡
⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ䚸䠄⊂䠅ປാᨻ⟇◊✲䞉◊ಟᶵᵓ䚸䠄ᰴ䠅᪥❧〇సᡤ䚸㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
୕⳻㟁ᶵ䠄ᰴ䠅➼
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