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1. はじめに 

科学技術の成果はイノベーションを実現し、経済を発展させる上での主要な要因の一つである。

また、科学技術の成果は幅広く社会全体に波及し、様々な主体によって利用される公共財的性格

を有している。このためアメリカ，ヨーロッパ、中国，ロシア，発展途上国など、多くの国では

科学技術の分野に対して多額の公的資金を投入している。日本もその例外ではない。1996年から

始まった科学技術基本計画は，５年ごとに改訂され、2006年 3月には「第 3期科学技術基本計画」

が閣議決定され、4月から実施に移されることになった。この計画の特徴は、2006年度から 5年

間に約 25兆円の政府資金を科学技術分野に投入することを予定している点である。累積した財政

赤字を削減し、肥大化した政府部門を縮小することが政策課題となっている日本において、科学

技術予算については、過去の科学技術基本計画の予算額を上回る資金投入を計画していることは、

十分に注目に値することである。また、科学技術に投入される資金の規模と同時に、投入される

政府資金の資源配分上の最適性，使用における効率性を確保することは重要な政策課題となって

いる．第 3 期科学技術基本計画は、研究開発資金を配分する上での望ましいシステムがどのよう

なものであるかに関しても検討を行っている。 

多額の政府の研究開発費がどの領域・研究課題に、どれだけ投入されているか、それがどのよ

うなメカニズムによって行われるかは、第１に検討されるべき課題である。政府の研究開発資金

は、財務省と関係各省との協議によって支出額が立案され、国会で審議・決定される。この場合、

大規模で明確な目標を有する研究開発プロジェクトに関しては，政策目的の実現可能性、研究開

発の費用、資金の制約条件を考慮して、行政府が裁量的に決定する。さらに個々の研究課題への

資金の配分は、市場の配分機能に代えてピア・グループによる投票･選択によって決定される場合

がある。科学研究費補助金がその典型的な例である。基礎研究、ロケット打ち上げのための研究、

高性能のコンピュータ開発のための研究、ライフサイエンスの研究など、政府の研究開発資金の

配分は、いずれにしても、市場のルールによって配分されるわけでなく、それを代替するシステ

ムが存在する。政府の資金配分の決定、たとえばライフサイエンス、ナノテクノロジー、IT、環

境などの分野への重点的な資金配分は、日本のイノベーションの方向や優位性のある領域を決定

づける。つまり科学技術の分野においては、公的資金の配分が法規制以上に大きな影響を有する。

従って、政府の研究開発投資の配分のために、どのような制度が存在し、それがどのように機能

しているかを検証することは、市場と制度の関係を考える上での重要な研究課題となる． 
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第２に重要であるのは効率的な資金の使用である。配分された資金を使用する主体は，大学，

公的研究機関、研究委託や補助金を受けた民間企業である．これらの主体の研究開発活動は、一

般に利潤動機に基づくものであるとは言えない。そうした組織に対して配分される多額の研究開

発費が効率的に使用されるかどうかは注目すべき点である。政府の各府省や大学を含めた研究開

発を行う公的な法人は公的機関特有の非市場的な行動原理を持っているが、これらの公的主体は

基礎的な研究活動を担うばかりでなく、その研究成果をイノベーション・プロセスに繋げる上で

重要な役割を有している。政府の研究開発投資を効率的に使用する上で、それぞれの研究開発費

がどのように使用されているか、公的機関の組織の統治・管理（ガバナンス）がどのように行わ

れているか、重複投資を避けるために組織間のコーディネーションがどのように行われているか、

さらには研究開発の基本的な担い手である人材の蓄積、最適配置、流動化がどのように行われて

いるかは検証すべき課題である． 

第３に研究開発投資の成果に関する検証・評価である。公共財としての科学技術の成果は、民

間部門をはじめとして広く社会にスピルオーバーし、利用され、社会的余剰を生み出すことによ

って評価される。この社会的余剰の大きさが、公共財の資金配分額を決定する上で重要な点とな

る。生み出される科学技術の成果がどのようなものであり、その民間部門への移転がどのような

メカニズムで行われるか、また、成果の移転を阻害するような制度上の要因があるとすれば何か

を検証することは、公共財への資金配分と目標設定を正当化する上での重要な課題である。 

この論文では、以上のような視点に立ち、科学技術による「知」の発見・発明において、公的

セクターがどのように関与し、どのような資源配分と使用が行われているかを分析する。 

 

2. 科学技術投資の資金配分メカニズム 

2.1 「科学技術基本法」と研究開発投資の優先的配分 

わが国の政府部門の科学技術投資の配分メカニズムの基本となっているのは、1995年に制定さ

れた「科学技術基本法」である。科学技術基本法を頂点とする法的な体系は、公共財＝市場での

最適供給が達成されない財の供給をどのようにすれば適切に行うことができるか、民間企業とは

異なる行動原理・動機を有する公的主体に対して適切な公共財の生産のために資源を配分する制

度的枠組みとは何か、といった課題に答えるために設計されている。こうした制度設計の問題設

定は科学技術以外の公共財供給の資源配分問題にも共通する面がある。 
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先ず、科学技術基本法は、国の科学技術の基本的方向を示す「科学技術基本計画」を政府が決

定することを定めている。科学技術関係の予算を管理し、実施する責任は文部科学省、経済産業

省、厚生労働省、農林水産省などの各府省にあるが、それらを総合調整する政策決定機関として、

総理大臣を議長とし、関係閣僚と有識者議員で構成する総合科学技術会議が 2001 年以降設けら

れている。 

こうした制度の下で、政府予算における科学技術関連予算については、他の政策経費との比較

では一定程度優遇されてきた。具体的には、科学技術予算については、各府省の予算要求の概算

要求基準（いわゆるシーリング枠の設定）に関して、平成 10年度(1998年度)以来平成 17年度ま

での間、他の一般歳出経費とは異なる概算要求基準が適用されてきた。 

政府の科学技術予算に関する長期計画はこの過程で一定の機能を果たしている。科学技術基本

法の下で策定された基本計画（第 1 期(1996－2000 年度)、第２期（2001-2005 年度））では、そ

れぞれの５年間の期間中の投資総額が約 17兆円、約 24兆円と定められていた。そして、第３期

基本計画(2006-2010年度)においては、投資総額は約 25兆円とされた。他方、5年間の投資総額

は政府予算が単年度毎に決定されるという原則を崩すものではない。また、投資総額の設定には

一定の経済成長を前提とする旨の条件が付されている1。しかし、５年間の計画や投資総額の設定

は、公共政策全体の中で科学技術に配分される予算に高い優先順位を与える根拠になってきた。 

 

2.2 政府の研究開発費の配分 

政府研究開発投資は、制度上の分類に拠って配分されている。各省の科学技術関係の予算の合

計は近年では約３．６兆円であるが、これは大別して「基礎研究」と「政策課題型研究」に分け

られる2。 

基礎研究は、新たな科学技術上の知識の探求であり、イノベーションの根源となる性格の研究

であるが、特定の政策目的を持たずに行われる純粋な基礎研究と、特定の政策目的を念頭に置い

                                                  
1「２４兆円」を掲げた第２期期間中の実際の科学技術予算は、累積で２１兆円となった。第２期

の「２４兆円」の前提は、期間中の名目成長率が３．５％という経済見通しであり、これを大幅

に下回った現実の成長に引き直せば、当時目標とした２４兆円は事後的には２２兆円程度のイン

パクトだったとも試算できる。第３期の「２５兆円」についても第２期と同様、５年間の名目成

長率が３．１％との前提が付されている。 
2 ただし、この二つをどのような比率にするのが望ましいかについての明確な事前的指針が定め
られているわけではない。 
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た目的基礎研究に分けられる。前者の主たる配分先は大学であり、その内容は国立大学法人など

組織に交付される基盤的資金と、研究者個人に配分される科学研究費補助金が主な資金源である。 

後述するように、基礎研究と政策課題型研究とは資金の配分方法には差異がある。基礎研究で

は多様性ある配分が重視される一方、政策課題型研究への予算は戦略的目標の下に特定分野に重

点的に配分されてきた。基礎研究は第 2 期科学技術基本計画では「幅広く着実に推進」するとさ

れたが、計画期間中、全研究開発の 4 割を占めるまで増加した。その増加に大きく寄与したのは

科学研究費補助金に代表される競争的研究資金であった。3  

一方、「政策課題型研究開発」は特定の政策目的を目指して行われる研究である。国立研究所、

理化学研究所、産業技術総合研究所などの研究開発を行う国の組織・独立行政法人による研究開

発のための予算や、各府省の直轄プロジェクトとして実施するための予算がここに含まれる。政

策課題型研究開発では特定の政策目標・目的を明示し、それを一定の期間内に達成することが求

められるものであるため、幅広く万遍なく投資するよりも、特定目的に合致する研究課題に投資

を重点化するという考え方がとられている。 

政府の資金が最適に配分されているか否かが議論されるのは「純粋基礎研究」よりも「政策課

題型研究」である。この研究において重点化の対象をどのような考え方の下に絞り込むかは大き

な政策課題である。第２期基本計画では、専門家の将来技術予測を基に、科学技術面、経済面、

社会面の各面の波及効果が総合的に大きいと予測される技術の領域を、「重点４分野」（具体的に

はライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料）として選定し、そこに資源を

「優先的に配分」する旨が計画に織り込まれている。この基本計画の考え方は、第２期期間中、

財務省や文部科学省など予算を管理する各省に対して毎年度の予算配分のガイドラインとして機

能してきた。その結果、政策課題解決型研究開発の予算中、重点４分野への配分は平成１３年度

の３８％から平成１７年度の４６％へと増加した4。また、毎年度の予算査定の際には、総合科学

技術会議によって個別の科学技術予算について、研究開発プロジェクトとしての計画性や政策目

的との適合性などをもとに「優先順位付け」5が行われている。 

                                                  
3第２期基本計画の下で政府は 2001-2005年度の５年間で競争的研究資金倍増という目標を掲げ
て予算確保に努力した。実際には倍増に至らなかったものの、他の予算に比べ競争的研究資金の

シェアは大幅な引き上げを見た。  
4 総合科学技術会議の資料による。 
5 ランク付けの呼称から、「SABC」と呼ばれている。 
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2.3 最適資源配分への評価基準 

配分される公的な研究開発資金が最適であるか否かの評価にはいくつかの困難な問題がある。

基礎研究の成果は容易にスピルオーバーするという公共財的性格を有し、成果を専有することが

困難である。このため、研究成果から受けるユーザーの便益が顕在化されず、どれだけの投資が

真に必要とされているのかの情報を得ることが困難となる。また、便益の範囲を時間的にも空間

的にも特定化し難く、費用便益分析を行うことは容易ではない。さらに、基礎的な研究開発とい

う性格上、成果の不確実性が高いという一段と難しい課題を抱えている。このため、政府の研究

開発資金に関する最適配分を実現するためのメカニズムを設計することは、簡単なことではない。 

実際に行われているのは、予算・人員などのインプット、その直接的結果としてのアウトプッ

ト、最終的な社会へのインパクトとしてのアウトカムといった各段階での個別具体的内容に沿っ

た評価である。例えば、計画期間中に投資された資金総額や、基礎研究における競争的資金の額、

あるいは「重点分野」への投資シェアのような研究開発のインプットは比較的容易に計測される。

また、研究開発のアウトカムの例としては、癌による死亡率を○○年までに△％に下げるという

国民・社会に対する成果の提示が上げられる。 

多額に上る政府研究開発投資の配分は市場原理に基づき競争的に行われてきたわけではなく、

それに替わって、関係者による調査や審査結果の情報に基づき、裁量的配分が行われてきた。こ

うした配分メカニズムは一つの「制度」と考えられるが、この制度が政府の研究開発投資の最適

な配分を実現する上でどのような機能を果たしてきたかを分析・評価してみたい。 

 

2.3.1 基礎研究費の配分と競争 

基礎的な科学技術活動の成果は新しい知の創造であるが、その指標としては、論文が重要なア

ウトプットとして考えられる。この場合、論文数といった「量」だけでなく、被引用度の高い論

文の数を計測すれば、「質」についても評価が可能となる。こうした指標によって、最近の研究水

準動向を見ると、累積的な科学技術投資の結果として、世界における日本の論文シェアは、被引

用度の多い優れた論文も含め、増加傾向にあると言われている。また、専門家であれば、日本と

他国の相対的な成果の善し悪しはある程度判定できると考えられる。研究水準の専門家調査の結

果によれば、この５年間で欧米との差はわずかながら日本に有利な方向に変化している。他方、
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アジア諸国との差は縮小する方向に変化している。こうした変化は、研究開発領域による違いも

ある。たとえば、ナノテクノロジー・材料や ITデバイスなどでは米国よりも高い技術水準の領域

が多いが、ライフサイエンスでは遅れている領域が多いと指摘されている。ただし、日本学術会

議は、研究者数や研究費などの研究活動のインプットと被引用論文数や特許数などのアウトプッ

トの比でみると、日本は米国や主要ヨーロッパ諸国と比べて効率が悪いことを指摘する6。「研究

者」の定義の仕方など、国際比較を行う際には検討しなければならないとしても、効率性には様々

な評価がある。 

このように、政府資金の配分額の増加に伴い、基礎研究レベルの日本の研究水準は国際的にも

高い水準となっているが、配分額・配分先が効率的であるか否かを評価することは容易ではない。

この問題に対処する方法として第１期、第２期科学技術基本計画の計画期間を通じて採用されて

きた一つの方法は、競争的な資金配分の拡大である。不確実性が特に高い基礎的な段階の研究に

あっては、多様な発想の試行錯誤が求められる。競争的方法による研究資金の配分は、優れた研

究計画・研究者に対してより多くの資金が配分される可能性を高め、研究の効率性をさらに高め

る効果をもたらすと予想されるからである7。ただし、競争的資金といっても市場での競争が配分

を決めるわけではない。ここで用いられるのは、専門家集団による審査と選択である。具体的に

は、公募される研究計画の諸提案の中から、審査過程を経て、新たな知見を切り拓く可能性の高

い、質の高い研究提案が選択され、資金が配分される。このため、専門家による審査が市場での

競争的配分に替わって、最適配分を実現するための機能を担っている。審査体制が十分に整備さ

れていなければ適切な選択機能が果たされないことは、想像に難くない。現在の日本の審査体制

については、事後的なチェックの弱さや審査に当たる人員の不足など、審査の質が必ずしも十分

ではないことを指摘する意見もある。競争的な資金の配分がうまく機能するための制度的工夫は

引き続き必要である。 

 

                                                  
6 「科学技術基本計画における重要課題に関する提言」（日本学術会議・運営審議会付置科学技術
基本計画レビュー委員会(2005年 2月 17日)）では、重点４分野でわが国は米国の約半分の資源
を投入しながら成果は米国の４分の１、主要ヨーロッパ諸国の約２倍の資源を投入しながら、成

果は 1.2倍程度としている。 
7 政府の研究開発予算の中で競争的研究資金の占める割合は、米国で 32.4%(2003年)。日本では
平成１７年度の科学技術関係予算の中で競争的研究資金は 13.1%。（総合科学技術会議資料） 
こうした事情も競争的資金の導入を進める理由となっていると考えられる。 
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2.3.2 政策課題対応型の評価と資金配分 

政策課題対応型の研究分野に対しては、第２期基本計画では重点４分野への優先的資源配分が

方針として示され、上述のように、この４分野への政府の研究開発投資のシェアが高まることに

なった。政府の研究開発投資の懐妊期間の長さから考えると、この５年間の投資の最適性・効率

性をアウトプット・アウトカムによって評価するのは、基礎研究と同様に難しい。政策課題対応

型研究への研究資金の配分も市場によるのではなく、市場に替わる制度によって決定されている。

ただし、基礎研究に比べ、政策課題に効果的に対応するという観点から、一定の判断に基づき選

択的に資金配分を行うことが求められる度合いが強い。 

この資金配分がどのようなメカニズムと考え方によって行われてきたかを明らかにすることは

重要である。ここでは、(i)重点的な投資対象の選定はどのように行われたか、(ii)各府省の個別の

予算に毎年度の予算要求に対し、総合科学技術会議が行う優先順位付け（SABC）の実態と最適

な資源配分を実現する上で果たしてきた機能はどのようなものであったかを取り上げる。 

①重点投資の領域の選定 

投資対象を選定する場合には、対象領域を定義しなければならない、政府資金の重点配分は、

配分先の領域の選定から始まる。第３期基本計画では、注目すべき領域を「重点推進４分野（「ラ

イフサイエンス」「ナノテク・材料」「環境」「IT」）」と「推進４分野（「エネルギー」「ものづくり」

「社会基盤」「フロンティア」）」の８分野とし、前者の４分野に優先的な資源配分を行うこととし

たが、ここまでは第２期計画と同様である。第 3 期の特徴は、政府が５年間重点的に投資する領

域をさらに細分化し、６２の「戦略重点科学技術」を抽出するという２段階による選択を行って

いる8。 

こうした投資対象の選択に際しては市場的な裁定が働く余地がない。その代替として考えられ

る一つの方法は、多数の専門家の「投票による意思表示」である。第３期において実際に活用さ

れたのはデルファイ調査であった。これは、多岐多様な研究開発課題・領域毎に、それぞれの課

                                                  
8 このような２段階による選択が行われたのは、投資対象の選定という点で第２期基本計画の「分
野」だけによる重点対象の設定が概括的に過ぎないかと言う反省によるものであると考えられる。

例えばライフサイエンスという一つの重点分野をとってみても、これに属する研究開発プロジェ

クトは極めて多様なものが含まれうる。科学技術の研究領域は融合的な側面も強く、様々な研究

課題がいわば「便乗的」にライフサイエンスの研究として提案される可能性もある。こうした視

点からは、「分野」という大きなカテゴリーからさらにブレークダウンして投資対象を選定するこ

とが求められた。 
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題・領域の研究知識に詳しい多数の専門家グループが、１３０の科学技術領域9について、研究開

発の結果が科学技術の進歩への貢献にもたらすインパクト、社会・公共的環境にもたらすインパ

クト、経済的条件にもたらすインパクト（波及度）に関する評価を行うものである。10こうした

評価を行う「専門家」は、対象となる科学技術の各領域の研究者が中心となる。科学技術の専門

知識が将来の社会や経済への波及についての予測知識に直接つながるかどうかは必ずしも明らか

ではないが、科学技術の内容についての知識がなければそもそも予測が成り立たない以上、意志

決定主体としては不適切とはいえない。自ら研究に携わる分野や領域の将来波及度についても予

測の対象となるため、自己に有利になるようなバイアスがかかる可能性もあるが、サンプル数が

多いこともあり、実際には目立ったバイアスは検出されていないと言われている。このように、

多数専門家の意思表示は、市場に代わって研究開発費の需要が高い領域を示す情報として活用さ

れている。 

ただし、専門家の意思表示は、市場における購買行為のようにその結果が自らの効用に直接影

響するものではなく、その最適性はあくまでも近似的なものであることは免れない。従って、デ

ルファイ調査からの情報を利用可能な他の情報によって補完することが対象選定の「確からしさ」

を高めると考えられる。 

こうした補完情報としては、たとえば国際比較情報（競争相手となる外国のベンチマーキング

情報）が考えられる。11ただし、ベンチマーキング情報の活用の方法は一律ではない。日本が海

外に対して既に優位を確立している技術領域で一層の優勢強化のための投資選択、逆に、海外に

対して劣位にある領域でのキャッチアップのための投資選択は両方ありうる12。 

また、各プロジェクトの研究テーマの関連性とタイムフレームを一覧化（マッピング）した「ロ

ードマップ情報」も補完情報である13。ロードマップ情報はいくつかの関連した研究開発プロジ

ェクト間の技術的な関連性や研究開発目標の時系列的な前後関係を明確化する。例えばプロジェ

                                                  
9 デルファイ調査ではどのような領域の設定にするか自体がまず専門家によって時間をかけて議
論された。 
10 デルファイ調査は科学技術政策研究所によって行われた。この最新のデルファイ調査（2004
年実施、2005年発表）では、3000-4000人以上の専門家が調査に参加したアンケート調査が二度
にわたり行われた。２回目の調査は第１回の集計結果を各人が知った上で回答する。 
11 例えば、「注目科学技術の国際比較」科学技術振興機構・研究開発戦略センター(2004)。 
12 民間企業であれば、将来インパクト予測は将来市場規模予測、ベンチマーキング情報は競争企
業分析に該当する。 
13 例えば、「技術戦略マップ」経済産業省(2005)。 
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クト Aの開発にとって、同時に進行しているプロジェクト Bの開発成果が大きな要素となってい

るとすれば、現時点での Bに重点投資することが適切だと判断される。 

さらに、研究開発の成果が社会に寄与していくシナリオを示す情報も補完情報として有力であ

る。公的資金による研究開発プロジェクトを対象とした実証研究14によれば、実用化目的を掲げ、

かつ質の高い実用化シナリオに基づいて設定された研究テーマが格段に高いイノベーションの成

功率につながることが示されている。このことは、いわゆる研究リスクが高いとされる基礎的な

研究段階を含むプロジェクトであっても、漫然とした研究計画ではなく、目的意識の鋭敏な研究

の方が成功する確率が高いことを示唆する。 

 第 3 期計画には、将来波及度の評価、ベンチマーキング情報やロードマップ情報の活用、目標

の明確化とシナリオ設定などが投資対象選定に当たっての重要な視点として盛り込まれたが、政

策課題対応型研究の最適な資源配分を目指す制度的工夫であるといえよう。 

②個別政府予算の優先順位付け 

政府の研究開発投資の配分は、実質上、各府省と財務省との折衝の結果合意される毎年度の予

算配分で決められる。文部科学省など各府省が予算要求や実施の責任を負い、また研究開発の実

施に当たっては各府省が管轄する研究開発型の独立行政法人などの役割も大きい。 

科学技術関係予算について特徴的なのは、各府省の予算要求に関して、総合科学技術会議が、

財務省と各府省の最終合意前に優先順位付けを行うことである。具体的には、毎年度の各府省の

予算要求(９月)の内容に対し、総合科学技術会議が優先順位を付け、その結果を公表(１０月)する

仕組みが設けられている。その内容は、財務省が最終的な政府予算案とするための査定(１２月)

を行う上で重要な参考情報とされている。財務省の科学技術に関する専門性の不足を総合科学技

術会議が補完している側面があり、科学技術関係予算に関する制度的慣行として定着してきた。 

こうした優先順位付けは、各府省の研究開発に関する資源配分を政府全体の視点から再調整す

る重要な制度である。研究開発各プロジェクト間では資源の配分を巡りトレード・オフ関係があ

る。裁量による資源配分の決定である以上、いかなる配分結果であっても関係当事者のどこから

かは不満が生じるということは避けられない。 

各府省の要求はそれぞれの専門性に基づくものであるが、専門知識の専有に便乗した利益集団

                                                  
14 能見(2005)。質の高い実用化シナリオとは、①目的とする新規事業の明確化、②市場競争を踏
まえた目標設定、③研究開発課題の明確化、④技術シーズや研究方法の目途というチェクリスト

への適合性で判断している。 
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的な行動原理による過剰な要求など、モラルハザードの可能性は常にある。科学一般について幅

広い専門性を有する総合科学技術会議が各府省の予算に優先順位を付すことは、こうしたモラル

ハザード問題への対応であるといえる。他方、総合科学技術会議と研究開発を実施する各府省と

の間には情報の非対称性が存在し、過剰な要求を見抜く総合科学技術会議の能力が十分かどうか

という問題がある。また、短期間に各府省の膨大な予算要求項目にわたって優先順位付けを行う

ことに伴う「質」の問題も指摘される。 

米国では、日本の財務省に相当する行政予算管理局（OMB）と、総合科学技術会議に相当する

科学技術政策局（OSTP）が共同して各府省の予算要求前にメモランダムを出す仕組みがある。

メモランダムが出されるのは各省の予算要求が決定される前である点で、日本のケースと多少の

差異はあるが、基本的には日米の科学技術投資の配分メカニズムは同じ手法が用いられている15。  

このように、資源配分はサイエンス・コミュニティーによる選択と財政制約の間で裁量的に行

われる。この場合、選択に参加する者がどのような目標を最大化するかによって選択の結果が左

右される。このため、選択の参加者の範囲と選択決定メカニズムの制度設計が重要である。 

 

3. 研究開発投資の効率性と組織の運営 

政府の研究開発資金が最適に配分され、効率的に利用されるか否かは、その配分と使用を担う

政府各省や各機関の組織の意志決定と運営の問題に密接に関連する。ここでは、政府研究開発投

資が効率的に利用される上で、各府省や各公的機関の運営上どのような課題があるかを分析する。 

 

3.1 公的組織の運営問題 

科学技術に関わる研究開発活動は、政府各府省や国立大学法人や研究開発型独立行政法人など、

公的部門によって担われている。公的部門が研究開発という不確実性の高い業務をどのように効

率的に実行できるかは、研究開発の成果に関わる重要な問題である。公的部門は、所与の制度的

枠組みの下で階層組織として指揮命令系統によって活動するので、収益最大化に動機付けられる

わけではない。営業の自由・市場競争下にある民間部門に比べ、変化に対応するダイナミズムや、

創意工夫や効率化への組織的なインセンティブという点では一般に弱い。とりわけ研究開発は、

                                                  
15 詳しくは慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所『イノベーションシステム推進のための
評価手法の開発に関する調査報告書』第２章「米国の科学技術政策：成果と評価」を参照。 
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広汎で長期的な波及効果を有し、評価の難しい創造的な知識という公共財の生産を行うため、研

究現場においてどのようなインセンティブを設け、業績評価を行うかは重要な課題となる。大学、

国・地方自治体の研究機関、独立行政法人、政府の補助金によって研究開発に従事する組織は、

共通して、このような課題に直面する。 

 公的組織の研究開発活動が効率的に行われるために用いられる一つの方法は、明確な目標設定

とその進捗状況の管理による「目標管理ガバナンス」の強化である。これは公的資金の使用に伴

う規制と考えることが出来る。例えば、第３期基本計画では、「世界トップクラスとして位置づけ

られる研究拠点を３０形成する」という目標や、自然科学系の女性研究者の採用率を２５％とす

る目標が示されている。こうした目標設定の狙いは、収益最大化動機を持たない公的セクターに

事後検証可能な目標を与え、組織の行動指針として機能させることにある。 

実際の目標設定に当たっては、目標の客観性、測定可能性、実現可能性などが重要な検討事項

となるだろう16。さらに、フォローアップ体制の有効性、すなわち、中立的・客観的な目標達成

状況の評価や評価結果のフィードバック（報償やペナルティ）なども重要となる。 

他方、このような目標設定とその管理は、目標の形式的充足のみが自己目的化し、そのために

多くの資源が割かれ、結果的に、公的組織の反応が政策の目標と乖離する可能性にも留意するこ

とが必要である。例えば、単なる論文数増加を目標として選ぶと、もともと一つの論文で発表す

る予定のものを複数の論文に分けて発表するというような非生産的な行為を誘発する可能性もあ

る。 

公的な研究組織の活性化、業績向上を図るためには、こうした組織への目標管理ガバナンス強

化といった「外からの」アプローチの他に、公的組織が優れた研究者を育てるインセンティブを

強める「内からの」アプローチも考えられる。例えば、優れた研究提案に対して配分される競争

的資金の配分において、直接の研究費だけではなく、研究者の属する組織に対し、研究を支える

研究支援者・事務担当者の人件費などに充てる経費（間接経費）も同時に十分支給すべきだとの

意見がある17。さらに、日本の公的組織では、優れた業績に対して明確に報いる報酬体系も工夫

の余地は大きい。こうした措置によって、研究環境を改善し、優れた研究者を集めて研究活動を

活性化した結果、組織規模が拡大していく循環が働き、公的組織にも強い動機が与えられること

                                                  
16「世界トップクラス」判断の客観性については、第３期基本計画は分野別の論文被引用度数で

２０位以内という具体的判断基準を示している。 
17 第３期基本計画では間接経費を３０％措置する目標の早期達成を図るとされている。 
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になる。 

  

3.2 資源の流動性と組織間コーディネーション 

 研究開発活動は、規模の大小にかかわらず、一定の組織の管理下に行われる。他方、研究開発

の知的な波及（スピルオーバー）効果はその組織を大きく超えて広汎な範囲にわたる。研究開発

投資がイノベーションに結びついて効果を上げられるかどうかは、異なった組織間の協力・連携

といったコーディネーションがうまくいくかどうかに大きく左右される。 

 研究開発の成果は新たな知識の生産であるが、研究開発におけるコーディネーション問題は組

織を超えた知識のシナジー（共有・協調）の問題とも考えられる。こうした知識はそれを生み出

した「人」と密接不可分であるため、組織間のコーディネーション上の障害は、人材の流動性が

高い環境の下よりも、低い環境の下では一層深刻な問題となる。人材の流動性が高いことは、組

織間のコーディネーションの失敗を補完する役割を果たすからである。 

また、人材の流動性が低い状況の下では、単に人の組織間の移動を通じたコーディネーション

が弱いばかりでなく、研究者のインセンティブとして組織内の評価が最も重要となることが多い

だろう。その結果、組織を超えた研究情報の交換・共有の面でも低調になりがちになることが考

えられる。わが国の人材の流動性は一般的に低く、人材の流動性を高めるための一般的な対策は

極めて重要であるが、早急な労働市場の構造改善がそれほど容易でなく、時間がかかるとすれば、

縦割り組織構造に起因するコーディネーション問題にも対応する必要性が高まる。 

 

3.2.1 政府内部のコーディネーション 

科学技術からイノベーションが実現するまでの過程は各府省の垣根を越えて行われるにもかか

わらず、政府の研究開発資金は各府省に配分・実施され、基本的に各府省内で完結する。官僚制

は専門知識に基づく行政領域的な分業特化（specialization）に特色があるが、研究開発における

府省間の縦割りが研究開発の効率性を阻害するという問題を発生させる。わが国では文部科学省

や経済産業省などの政府各府省が予算実施の責任を負うが、この体制では製造業、医療、農水産

業、情報通信など各行政分野の専門知識と研究開発をリンクさせる上ではメリットがある一方、

主に文部科学省が担当する基礎段階と、他の行政担当府省が担当する応用段階の研究開発が行政

の所管によって分断される危険がある。独立行政法人などの研究機関も、基本的に各府省単位で
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行われている。さらに、政府研究開発予算における各府省シェアは長期間にわたってほとんど変

化していないことは、府省間の縦割り構造の弊害を表していると指摘する意見もある。 

こうした官僚制の弊害を克服するのに有益な一つのメカニズムとして考えられるのは、横断的

な組織によるコーディネーションの導入である。本来、研究開発を行う機関の自発的意志によっ

て研究成果や計画についての情報交換や共同検討を行うことが、研究開発の重複を避け、競争的

に効率的な研究開発を行う上で望ましいが、自主的な取組ではコーディネーション活動は過小と

なる恐れがある。総合科学技術会議などの各セクター・各分野を横断して担当する組織が、こう

したボトムアップのコーディネーション活動を促進するフォーカル組織として機能することは、

垣根の高い公的部門の研究開発を効率的に行う上で貢献するだろう。 

ただし、こうした横断的組織のコーディネーションがイノベーションを生む好循環にまで発展

するためには、関係府省の内在的なインセンティブを設けることも必要である。コーディネーシ

ョンを促進しつつ、その効果についても常時検証し、システムに内在する問題を明らかにするこ

とが必要だろう。 

 

3.2.2 研究機関間のコーディネーション 

 様々な研究機関同士のコーディネーション問題もある。本来、各研究機関は、優れた結果を出

すインセンティブを組織として有する。コーディネーションがイノベーションにつながり、優れ

た結果を生み出すものである限り、研究機関は外部との情報交換や共同研究に積極的に取り組む

はずである。しかし、「優れた結果」の評価が客観的に行われない場合には、組織として十分なコ

ーディネーション努力が行われない可能性もある。また、外部との協力による情報流入がその組

織の「内向き」の評価と矛盾する場合には、組織内にコーディネーションに抵抗する動きが生ま

れることもありうる。 

こうした問題は民間企業間の連携についても起こり得るが、株式会社では一般的には投資家に

よるガバナンス（企業統治）を背景として、営利動機によるトップダウンの経営戦略決定が優先

すると考えられるため、仮に適切なコーディネーションが不足する事態となっても、修正のスピ

ードは早いことが期待できる。これに対し、公的研究機関では、コーディネーションを促進する

ためには、組織や個人として連携研究に取り組むインセンティブを生み出す組織内部のルールを

新たに設計する必要が高いと考えられる。 
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例えば、研究者にとっては外部と連携した研究は内部の研究よりも意義は高いがリスクは高い

場合が多いかもしれない。連携研究を行うリスクをとるインセンティブが十分に与えられなけれ

ば、連携は本格化した動きにはなりにくいだろう。外部からの競争的研究資金（公募・審査型の

研究費制度）の獲得が、公的組織内部への外部評価の情報伝達となり、外部との連携に取り組む

きっかけになる場合はあるだろう。連携のインセンティブをもたらす評価や報酬体系をさらに設

計する必要がある。「産学官連携」は研究組織間のコーディネーションの一例であるが、公的機関

が民間企業との連携研究によって収益や収益以外の価値を獲得する仕組みの構築による、連携へ

の動機付けが課題となる。 

 

3.3 大学における研究資源の配分と組織経営 

 運営費交付金として年間１兆円以上を投入されている国立大学法人は、科学技術分野における

研究開発を担う最も重要な主体である。国立大学が法人化したことにより、組織運営の責任は文

部科学省から各法人の長に移行した。国立大学法人法の定めるスキームは、文部科学大臣が６年

間の中期目標を定め、各大学法人がこれに応じて中期計画を提出して認可を受け、その計画に基

づいて実施した活動の６年間の業績について、評価機関の評価を受けるというものである。国の

組織の一部として活動が制約されてきた国立大学が政府から運営交付金を受ける上での説明責任

を果たすために設けられた制度である。この運用は始まって間もないが、各大学の中期目標・中

期計画は一般的で抽象度が高く、また６年後の評価がその後の各国立大学法人への予算配分やあ

り方にどのように反映されるかの実態が未だ見られないので、目標管理的なガバナンスは強いわ

けではない。 

国立大学法人は、会計基準を企業会計に準拠した発生主義に改め、効率化努力によって得た剰

余金を繰り越して使用できるなど、経営的な自由度を高め、あわせて経営評議会などによる専門

家や外部者が経営に関与する組織体制が制度として整備された。ただし、整備された制度が国立

大学法人の自立性と自由度を実質的に高める上でどの程度機能しているか、また、新たな国立大

学制度が研究開発資金の最適な学内配分や使用の効率化を実現する上でどのように機能するかは、

現時点では未だ明らかではない。 

その中で、研究開発資金の配分・使用という観点からは、国立大学法人の基盤的資金である運

営費交付金と研究に関する競争的資金の配分と効率的使用の問題があげられる。運営費交付金は
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文部科学省の作成した一定のルールに基づき各大学に配分されており、配分額に対する政府の裁

量の余地は少ない。他方で、大学内での配分に関しては自由度がきわめて大きい。このため、大

幅に拡大された経営裁量をどのように行使したのかについての説明責任の果たし方も含め、運営

費交付金に関する大学のガバナンスが確立されることが重要な課題である。 

他方、競争的研究資金の配分は、研究計画の申請に対して専門家による審査（ピアレビュー）

を経て研究資金を配分するシステムである。大学の運営費交付金以外の多様な外部資金を投入す

ることは研究に資金を重点的に配分する上で重要である。また、研究開発が効率的に行われるた

めには、単に研究を指揮し、実際に研究を行う研究者だけでなく、研究支援者、事務スタッフな

どのサポート体制が不可欠であるが、日本の大学では著しく貧弱であることが指摘されている。

競争的資金の増加が大学の研究力の向上に効果を上げるためにはこうした面での対応も必要とな

る。 

 

4. 民間部門へのスピルオーバーと制度 

政府研究開発投資の民間部門へのスピルオーバー効果の正確な測定は困難である18が、日本の

民間企業のイノベーション活動は引き続き進展を見せている。特許申請数を見ると、日本の申請

数は急増しているが、米国を始め他国の伸びも大きく、日本の世界シェアは低下傾向にある。国

際的な技術競争の度合は厳しくなっている。日本の技術貿易収支は全体で徐々に黒字化している

が、黒字への貢献は政府研究開発投資からの波及は比較的少ないと考えられる自動車が多い。一

般に研究開発集約型産業の技術貿易収支への貢献は依然小さい黒字か、むしろ赤字である。 

最近の景気回復を牽引している産業事例の中には、半導体製造の最新技術、超小型高密度の磁

気ディスク、光触媒素材など、基礎研究の源流から政策課題対応型の研究開発に続く累積投資の

成果を体現した科学技術始動型のイノベーションも生まれてきている。しかしその数は必ずしも

多いわけではない。政府研究開発投資の広汎な波及性や長期の懐妊期間という特色や、諸外国と

の激しい競争という実態もあり、政府の科学技術投資が民間部門のイノベーションにどのような

影響を与えてきたかを明確に観察することは難しい。 

他方、日本の民間研究開発投資の量的水準は世界でトップクラスである。民間の研究開発投資

                                                  
18 CBO (2005)は、公的研究開発投資の生産性に与える効果については実証成果に乏しいとしてい
る。 
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の GDP比は、日本は 2.67%であり、米国の 1.80%、ドイツの 1.73%、イギリスの 1.30％、EU15

国の 1.31%19を大幅に上回っている。しかも、日本企業の研究開発投資の努力は１９９０年代の

マクロ経済の停滞期にも続けられてきた。このように民間の高い研究開発投資水準が維持されて

いるにもかかわらず、科学技術始動型のイノベーション事例が部分的なものにとどまっているこ

とは、日本の民間研究開発投資の限界生産性が低いものであることと見ることもできる。その理

由の一つとして、これまで自前主義を基本として行ってきた研究開発システムの生産性の低下が

考えられる。すなわち、外部からの新たな知の流入を積極化したり、経営戦略との連携を強化す

ることなどによって、研究開発投資をより効果的なものにする余地があることを示唆している。 

実際、これまで成功を収めた科学技術始動型のイノベーションの事例では、大学の研究者と企

業が共同で本格的な研究を行った事例が多い。最近、産業界から研究のパートナーとしての大学

との連携に期待が強く表明される傾向にあるのも、研究開発投資の生産性の引き上げを目指して

新しい研究手法を導入する民間のニーズの強さを示している。 

日本では雇用システム全体において人材の流動性が低く、そのためにも組織間のコーディネー

ションが必要と指摘したが、「知」が人に体現されている度合いが強い以上、公的機関が自ら取り

組む対策の中では人材の流動性を高めることはきわめて重要である。企業研究者の大学での受け

入れは見られるが、その逆に、企業が大学研究者を受け入れることは非常に少ない。こうした人

的資源の流動性の低さは、長期雇用慣行を支える報酬形態・インセンティブ付与に関する制度が

原因となっている可能性がある。 

 

5．結び 

公共財的性格を強く持つ科学技術の成果がどのような経済厚生をもたらすかを計測することは

容易ではない。資源配分が関係者の投票や交渉によって決定されると考えると、政府の研究開発

投資が適切な対象に配分され、効率的に利用されてきたか否かに関する評価の問題は、資金を負

担する国民に対して成果がどのように説明されるかという問題としてとらえることが出来る。 

現在、政府による政策の説明責任を定めた一般的ルールは、政策評価法（「行政機関の行う政策

評価に関する法律」、2002 年度より施行）である。同法では、事業費１０億円以上の政府プロジ

ェクト(研究開発を含む)は担当省による事前評価が義務付けられている。また、科学技術関係予算

                                                  
19 2003年値。 EU15のみ 2001年。平成１７年科学技術白書。 
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については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（2005年３月内閣総理大臣決定）が公的な

研究開発投資の実施者による評価の共通ガイドラインとして存在し、そこには各プロジェクトに

ついて原則３年後に中間評価を行うなどの指針が示されている。さらに、事業費が３００億円以

上の場合には、総合科学技術会議が事前評価を行うことになっている。多額の研究開発投資を伴

うプロジェクトにおいては、最適な資源配分が失敗したときのロスが大きいため、事業を実施す

る主体だけでなく専門性の高い組織が評価を行うことによって資源配分の最適性と使用の効率性

を高める狙いがある。 

このような事前・事後の評価システムを設けることは、資源の最適配分と効率的使用を促す効

果を有するが、その際には、投入される政府の研究開発資金の目標が明らかになっていることが

重要である。目標が明らかでなければ資源の配分と使用に関する事後評価はできない。近年、科

学技術における政府資金の投入に際しては、２種類の目標が提起されている。各研究開発がどの

ような科学技術上の課題を解決しようとしているのかという研究開発に関する目標（アウトプッ

ト目標）と、研究開発によって生み出される成果が社会に対してどのような便益をもたらすのか

という成果還元目標（アウトカム目標）である。アウトプット目標は目標達成度についての客観

的評価は可能である。他方、アウトカム目標については、目標の抽象度が高い場合もあり、また、

客観的評価も容易ではないことも多い。にもかかわらずアウトカム目標の重要性が強調されるの

は、多額の科学技術投資を負担する社会が、それに対する明確な見返りをはっきりした形で求め

ているからに他ならない。アウトカム目標の明示は政府の研究開発資金を評価する際の基準を明

らかにする利点はある20。しかし、一方では、公共財的性格から、研究開発の成果は予想もしな

いところに波及する可能性がある。直接的なアウトカムの還元との間にトレード・オフの関係が

あることに留意しなければならない。 

また、科学技術の成果は不確実性を伴う。特に政府の研究開発投資は民間部門の研究開発投資

よりも高い不確実性を有している。アウトカム目標のみでなく、アウトプット目標においても、

革新的な成果は一定確率の下でしか達成されないと思われる。民間企業の研究開発投資では、事

前的に、成功確率を折り込んだ資源配分を行っている。これに対して、政府の研究開発資金を配

分する際に一定の成功確率を折り込むことは、明示的には行われていない。研究開発プロジェク

                                                  
20 米国の OMBが政府全般に適用する政策評価手法 PART（Program Assessment Rating 
Tool）においても、アウトカムによる政策評価が強く推奨されている。 
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トの選択が事前的に高い成功可能性が前提とされて選択される結果、失敗した場合には曖昧な事

後処理が行われかねない。政府の研究開発資金の配分において事前的に一定の成功確率を折り込

むことは、透明性の高い事後評価を行う上で不可欠である21。政府の研究開発投資の最適な配分

と効率的な使用を実現する上での望ましい制度がどのようなものであるかについて、検討すべき

課題は少なくない。

                                                  
21 第３期科学技術基本計画の下で総合科学技術会議が決定した８分野の「分野別推進戦略」（2006
年3月28日）には、政府各府省が行う研究開発課題毎に研究開発目標と成果目標が設定されるが、
この中に成功確率に関する考え方は見当たらない。 
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