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研究力の指標とは

研究力の評価指標としては，研究論文数や被引
用数，トップ 1％論文数（被引用数の上位 1％までの論

文数）などの指標が頻繁に用いられる。これらの指
標は伝統的で，今日でも特段の議論もなく各種の
評価等で利用されている一般的なものである。
繰り返す必要もないほど当たり前のことだが，
研究論文はピアレビューによって，一定の質的水
準をクリアしていると判定された上で刊行される。
したがって，研究論文数は，一定の質を満たす研
究活動のボリュームを反映した指標になると考え
られる。また研究者は，自らの論文を執筆する際
に，その研究が先人の積み重ねてきた優れた研究
の上に成立していることを引用という形で書き留
める。換言すれば，論文が引用されるということ
は，同時代または次代の研究者たちによる承認と
評価の結果である。したがって，被引用数は，研
究コミュニティの中での評判を反映した指標とな
り，個人や組織単位で集計した被引用数は研究活
動の質を反映した指標になると考えられる。研究
論文数などの指標は，このような研究者の行動様
式を前提としたものである。
こうした考え方は，今日でも変わるものではな
い。一方で，研究論文の発表様式や先人の研究論
文の入手方法などは，インターネットの発展の結

果，大きな変化を遂げている。

研究情報流通環境の変化

昔話から始めよう。筆者のような薹
トウ

が立った研
究者であれば，若い頃は必要な研究論文の入手に
苦労した経験があるだろう。主要なジャーナルが
刊行されるたびに輪読会をするとか，関連雑誌を
指定しておくと図書館から新刊雑誌の目次のコピ
ーが送られてくるといったサービスを使った経験
があるかもしれない。あるいはキーワードや人名
などを手がかりに，分厚い抄録誌や索引誌をめく
って必要な論文を 1日がかりで探して，論文が
掲載されているジャーナルが図書館にあればそれ
を読む。図書館に所蔵されていない場合には他大
学の図書館からコピー取り寄せたり，それでも入
手が困難な場合には，著者に別刷を送ってほしい
と手紙を書いたりする。逆にジャーナルの購読が
困難な発展途上国の研究者などから，手紙を受け
取ったことがある研究者も少なくないだろう。
インターネットが普及し始める随分前に，米国
などでは論文データベースなどのオンラインサー
ビスという新ビジネスが登場し，日本国内からの
接続サービスも始まった。今日振り返れば，高コ
ストで，通信スピードが恐ろしく遅く，得られる
情報も極端に限られたものでしかなかったが，そ
れでも分厚い上に極端に小さい活字で印刷された
抄録誌，索引誌で検索するよりは，オンラインデ
ータベースは便利だった。
抄録や索引サービスがインターネットで提供さ
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れるようになっても，しばらくの間は，印刷版の
内容をそのままデータベース化し，インターネッ
ト提供したような感じだった。筆者の記憶が間違
っていなければ，2000年頃でも論文データベー
スから得られる情報は，極めて不完全なものであ
り，著者情報に関しては，著者名がすべて採録さ
れているとは限らず，また著者の所属機関や所在
国に関する情報はない場合も珍しくなかった。あ
ったとしても筆頭著者か筆頭著者を含む一部の限
られた人数の筆者の所属しかわからず，その上，
筆頭著者以外は，著者名と所属機関の情報は紐付
けられていなかった。抄録もあったりなかったり
である。つまり，この時代には，研究論文数や被
引用数をカウントし，集計しても，筆頭著者以外
については貢献が正確に反映されないというバイ
アスがあり，データの精度は極めて悪いものだっ
た。
ところが 2000年代も半ばを過ぎた頃から，イ

ンターネットによる研究論文へのアクセス環境は
格段に向上した。当時の大学院生たちは，かつて
の私たちのようなアナログ極まりない経験など思
いもよらないようだった。ジャーナルのサイトや
データベースサイト，検索サイトなどにキーワー
ドを登録しておく。そうすると，極めて広範なジ
ャーナルの中から新しく刊行された論文のリスト
を作成して，アラートメールが送られてくる。そ
のリンクを辿れば，論文本体が採録されているデ
ータベースから，当該論文の pdfファイルを入手
できる。もちろん有料のデータベース，電子ジャ
ーナルが多いのだが，利用料はサイト契約で，大
学が負担してくれるので，学生たちは容易にほし
い論文を入手できる。さらにオープンアクセス
（誰でも無料で論文にアクセスできる仕組）の考え方が広ま
り，論文リポジトリやオープンアクセスジャーナ
ルが普及してくると，無料で論文を入手すること
も可能になった。その結果，以前に比べて，はる
かに網羅的に論文を検索することができ，論文自
体も容易かつ確実に入手できるようになった。デ
ータベースの精度も上がり，すべての著者とその
所属が正確にわかるようになった。研究者別，機

関別の研究論文数や被引用数は，いまや格段に精
確に測定できるようになったのだ。

研究力指標再考

このような研究論文を含む研究情報の取得方法
の変化，その基盤となるデータベースなどの発展
は，指標の精度が上がったと単純に歓迎できるも
のではない。
例えば引用行動について考えてみよう。かつて
は研究内容そのものを見て，ときには研究コミュ
ニティにおける評判なども手がかりとして，優れ
た先行論文を同定していた。被引用数は，多数の
研究者の鑑識眼を通じて形成された評判だったの
である。しかし，今日では，関連論文を容易かつ
網羅的にリストアップできることから，従来であ
れば研究者の間で話題に上らない，重要でない論
文まで網にかかってくる。このとき，例えば研究
経験の浅い大学院生が論文を書く場合，引用すべ
き論文の選択に迷い（あるいは，まったく迷うことなく），
指導教員や査読者から，引用すべき論文が引用さ
れていないと指摘されることを避けようと，研究
内容やその質を吟味しないまま，防衛的に多数の
論文を引用してしまう可能性もある。こうしたこ
とから，被引用数には，データベースバイアスと
もいうべきノイズが含まれている可能性がある。
トップ 1％論文といった優れた論文になれば，
こうしたノイズは問題にはならないだろう。しか
し，昔ならほとんど顧みられず引用されなかった
であろう質の低い論文まで，平均的に被引用数を
押し上げることになる。つまり，昔であれば引用
されずに淘汰された質の悪い論文が，データベー
スの中で生き残れるようになったのである。
問題を複雑にしたのが，オープンアクセスの進
展である。最近は，既存のジャーナルでも通常よ
りかなり高めの投稿料を支払うことによってオー
プンアクセスにすることができる場合があるし，
オープンアクセスジャーナルも増えてきている。
その結果，伝統的な研究様式が想定していなかっ
た事態を引き起こしつつある。第 1に，オープ
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ンアクセスが進むと，高い投稿料を負担できるよ
うな潤沢な研究資金をもつ研究者，研究グループ
が有利になるという点である。伝統的には，貧乏
な研究者であっても，資金力がある研究者であっ
ても，平等に論文を投稿し，刊行されうるという
暗黙の前提があったが，そのような麗しい慣習は
怪しくなってきた。第 2に，オープンアクセス
ジャーナルの中に，まともなピアレビューをしな
いものが出現してきている点である。これが研究
の品質管理の機能を果たしてきた伝統的な研究様
式とは異なっていることはいうまでもない。
第 3は，「ハゲタカ出版」（predatory journals）の問題

である。オープンアクセスジャーナルを出版し，
投稿機会を増やすという美名の下で，研究者から
投稿料をかき集めることが狙いだと思われる怪し
げな出版社が少なからず登場している。多くの場
合ピアレビューもない。世界中の研究者たちが業
績主義的圧力に晒されているという現実が，この
ようなハゲタカ出版を成立させているのである。
日本にそのような出版社があるのか，筆者は知ら
ないが，国際的にはこのような行き過ぎた商業主
義出版の結果，研究内容の信頼性が低下すること
が危惧されている。すなわち，研究内容が疑わし
い信頼性の低い論文でも刊行され，論文データベ
ースなどの網羅性が高くなった結果，検索でヒッ
トし，引用され，生き残る可能性が出てくる。逆
に，怪しげな研究成果であっても，それをサポー
トする先行論文を発見できる可能性が高いことか
ら，信頼性の低い研究論文を安易に生み出すこと
にもつながる。こうして信頼性の低い研究論文が
再生産されることになる。
そんなことは我々には関係のない話だと思われ
るかもしれないが，ハゲタカ出版の増加は，研究
論文数，被引用数などの指標に影響を及ぼす。真
面目にやっている研究者や研究機関から見れば，
上げ底になっている研究者や研究機関の存在が，
自らの相対的な地位を低下させる要因となる。ラ
イフサイエンス分野を中心に，再現性のない論文
が増えているという問題も 10年くらい前から議
論されているが，その要因の一つを，ハゲタカ出

版による信頼性の劣る研究論文の増加に求める見
方もある。研究不正は研究活動に対する社会的信
頼を失わせる要因になるが，ハゲタカ出版などに
よる研究論文の質確保メカニズムの崩壊も研究活
動に対する社会的信頼を失わせる要因になると危
機感を募らせる者もいる。
このように研究論文数，被引用数などの伝統的
な研究力指標でも，その意味は時代とともに変化
している。指標の前提となっている研究者の行動
様式やジャーナルの様態は，インターネットや論
文データベース，オープンアクセスなどの急速な
発展によって大きく変容したのである。伝統的な
指標を完全に代替するような新しい指標をすぐに
考案することは困難であるとしても，そのような
指標を使い続ける上での限界に留意する必要があ
る。研究者個人や研究機関の評価や公的資金配分
の審査でこれらの研究力指標を利用する場合には，
指標のこうした特性とその変化の歴史を十分に理
解しなければならない。時系列の分析結果を解釈
する場合には特に注意を要する。

Nature Indexの登場

2017年 3月 に「Nature Index 2017 Japan」が
公表された（2016年版も公表されたが，それほど大きい話題

にはならなかった）。Nature Indexは Nature誌を刊行
する Springer Nature社が編纂する優れた研究論
文に関するデータベースで，機関別，国別の研究
論文数などの指標を提供する。研究面に重点をお
いた大学ランキングの新顔である。対象となるジ
ャーナルは独自に選定された約 70誌であり，質
の高いジャーナルを厳選している。その点では，
前述のような怪しげなジャーナルや論文が紛れ込
む余地はほとんどないと言えるが，逆に，あまり
にも少数のジャーナルに限定されているために，
世界トップレベルの研究者集団に限定されたラン
キングであり，国や機関の研究力の指標として妥
当であるかは，議論の余地がある。なお，現時点
では，分野的な偏りもあることにも留意が必要で
ある。
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Nature誌の特集記事では，「Nature Index 2017 
Japan」を紹介しつつ，論文数でみた日本の世界
的プレゼンスの低下という現象よりも，それを招
いた原因の探究に焦点を当てた。取り上げられた
論点はもっともらしいが，特に新鮮な議論がある
わけではない。多くの大学・研究機関関係者が実
感していることを Nature誌が代弁したというと
ころだ。ただし，日本の研究力の低下の現実を直
視し，その原因について探究することは，避けて
は通れない。
関係者は十分に理解していることではあるが，
日本の研究論文数減少は，今に始まった話ではな
い。日本の研究論文数や被引用数，トップ 1％
論文数などの各種の指標の国別順位は，1997年
前後がピークだった。1980年代から 1990年代
にかけて徐々に上昇し，1997年前後のピークの
後は，徐々に後退した。つまり，日本の研究力の
低下は約 20年前から始まっていた。
皮肉にも，日本の科学技術政策，高等教育政策
は 21世紀に入って以来，改革の連続だった。
2001年には行政改革の一環として国立研究機関
が独立行政法人化し，2004年には国立大学も法
人化した。2001年度から科学技術基本計画は第
2期が始まり，科学技術システム改革等の方針が
打ち出された。競争的な研究資金倍増の方針も示
され，その後，競争的資金は拡大を続けた。その
後も次々と改革施策が打ち出され，今日に至って
いる。しかし，目白押しの改革にもかかわらず，
日本の研究力はずるずると低下してきたのである。
もちろん，各種の指標に現れる研究力の低下は，
諸外国の動向も絡み，簡単に説明がつく現象では
ない。事実，ここ 20年間の国際的な研究環境の
変化，研究動向の変化は著しい。さらに前述のよ
うに，研究力指標そのものの変質という問題もあ
る。それでも，この間の科学技術政策，高等教育
政策は一体，何を成し遂げたのか，各種の政策は
失敗だったのか，なぜ研究力の低下を食い止めら
れなかったのか。我々は日本の科学技術の失われ
た 20年を直視し，その原因を分析し，率直に反
省して，日本の科学技術を立て直さなければなら

ない。

目標達成型改革政策の陥穽

すべての施策を評価し，日本の科学技術が 20
年間停滞した原因を，体系的に分析することは個
人の手に余るので政策研究者たちに委ねたい。本
稿の後半では，前半で述べた研究力指標の使い方
に特に留意しながら，近年の科学技術政策，高等
教育政策の諸施策の背景となっている共通の理念
や前提などを抽出し，その問題点を吟味しよう。
近年の科学技術システム改革，大学改革のため
の各種施策の多くは，政府が大枠の目標（例えば，
大学の国際化）を設定して資金配分し，大学は自ら具
体的な達成目標（例えば留学生受入数）を設定し，それ
を実現するための手段や方策についても独自に考
案し，事業に取組む形になっている。その結果と
して個別の目標が達成され，さらに優れた改革モ
デルが他大学へ波及することで，国全体としても
改革が進み，政府としての目標も達成できるとい
う前提もしくは期待感にもとづいて施策がデザイ
ンされているわけである。具体的な目標の設定や
その実現のための手段の選択は，各大学の判断に
委ねられているが，大学内外の専門家により事前
評価や事後の検証が行われることは稀であり，多
くの場合，直感的で単純な手法で改革に立ち向か
うことになる。さらに，事業終了時の報告に際し
て大学は，目標の達成度を判定するために設定さ
れた評価指標を，一時点だけでもクリアし，改革
が実現したと訴えることになる。
このような政策運営方式は，あたかも東芝の不
正決算のきっかけとなった「チャレンジ」と似た
構図になっている。「チャレンジ」という目標を
設定すること自体は経営手法としては不自然なこ
とではない。社長は，不正会計を直接指示するわ
けではないが，実現が困難な目標を提示し，現場
はそれを安易な会計操作で凌ぐことを繰り返し，
結果として粉飾決算を招いた。大学は，政府の改
革推進施策が指示する「チャレンジ」に対して，
本音では「そのような目標を実現することは難し
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い」と思っても，その場だけはなんとかやり繰り
して，いくつかの指標を達成し，「達成できた」
「改善された」と報告するが，根本的な改革は実
現できず，資金援助がなくなれば，元の木阿弥，
あるいはかえって悪化するということすら起きる。
大学改革，科学技術システム改革が総体として，
期待された成果を上げていないという現実は，政
策運営に何らかの問題があったことを示唆してい
る。指標が改革目標を適切に反映しているのか，
達成すべき水準は適当なのか，改革の意図に反す
るインセンティブを与えていないかなど，改革と
その方策は注意深く検証される必要がある。

「選択と集中」の原則

政府の科学技術予算は 1990年代に大きく伸び
たが，21世紀になると停滞し始めた。同時期に
は行財政改革もあり，研究費配分に関しては，
「選択と集中」を進めるべきだという考え方が当
然のように登場した。同時に，「選択と集中」が
研究費配分の不公平を招くのではないか，どの程
度集中することが適切なのか，集中することが国
全体の研究活動の活性化に効果があるのか，とい
う疑問も呈されてきた。例えば，日本の研究費配
分の集中度は，国際的に見て，すでに十分に高い，
または高すぎるという指摘は早くからあった。
本誌でも，2003年にはすでに，日本では一部

の大学に極端に集中して配分されていることが指
摘されていた1。その後も，日米の公的資金の大
学別配分額の分析から，科学研究費（科研費）のよ
うな目的を限定しない基礎研究資金ですら，米国
連邦政府の基礎研究資金配分に比べて，配分が集
中する傾向にあること2，日英比較分析にもとづ
き，英国はトップ大学に次ぐ第 2，第 3グループ
の大学群の存在感が大きいのに対して，日本では
第 2グループの大学の層の薄さ，資源投入の不
十分さが日本全体の研究生産性の伸び悩みの要因
となっていること3などが指摘されていた。
こうした分析があるにもかかわらず，「選択と

集中」を原則とする施策は続いている。2016年

度からは，国立大学を，地域貢献，専門分野の優
れた教育研究，卓越した教育研究の 3類型に分
けて，重点支援枠という形で，それぞれの類型の
中で運営費交付金の一部を増減するという重点化
を進めている。さらに，2017年度からは指定国
立大学法人という枠組を導入し，経営上の裁量を
従来より広く認めるなどのメリットが付与される
ことになっている。
「選択と集中」は税金の効率的使用を実現する
と期待されるので，納税者に対する責任の観点か
らは説得力があり，常に考慮すべき原則である。
その点では「選択と集中」にもとづく施策を提案
したり，実施すること自体は自然である。しかし，
「選択と集中」といっても，その制度設計には幅
があり，真に効果的な制度設計のためにはかなり
の剏意工夫が必要であり，また施策の妥当性を吟
味し続けることが求められる。「選択と集中」は，
研究費配分における永遠の問題なのである。「選
択と集中」が，机上の空論ではなく，証拠にもと
づくものでなければ，納税者に対する責任を果た
しているとは言い難い。

大学ランキングへの信仰

2012年 12月に第 2次安倍晋三内閣が発足し
て以来，科学技術政策，高等教育政策も大きく変
化した。その一つが，政策の評価指標としての大
学ランキングの採用である。内閣官房に設置され
た教育再生実行会議は 2013年 5月の「これから
の大学教育等の在り方について（第三次提言）」で，
「今後 10年間で世界大学ランキングトップ 100
に 10校以上を入れる」という数値目標を設定し
た。これは内閣の成長戦略「日本再興戦略―JA-
PAN is BACK―」（2013年 6月 14日閣議決定）に盛り込
まれ，政策が達成すべき成果目標（Key Performance 

Indicator: KPI）となった。
このことは，政策の目標が，国全体としての教
育研究の質や成果を上げることから，世界トップ
レベルの大学を一定数生み出すことへ，換言すれ
ば，大学間格差とその拡大を是認する政策へと転
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換したことを意味する。しかし，ランキングは，
専門家でなくても直感的に理解可能で，非常にわ
かりやすい KPIであるので，ランキングに目が
奪われ，ランキングの導入の背景にある政策転換
の意味については十分には検討されていないと感
じる。
従来は，大学改革や研究システム改革のための
施策は，教育研究業績にもとづいて，あるいは優
れた改革デザインに対して財政支援をしてきた。
しかし，大学ランキングを KPIとする政策体系
の中では，各種の指標が優れている大学を公然と
選抜し，選抜された大学に対して重点的に財政支
援をするような施策が目立つようになる。このよ
うな政策手法は研究分野では，2013年の研究大
学強化促進事業以来用いられてきた。研究大学強
化促進事業においては「ヒアリング対象機関選定
のための指標」が定められた。競争的資金の獲得
状況（6指標），国際的な研究成果の剏出状況（2指標），
産学連携の状況（2指標）の 10指標を設定し，それ
ぞれの指標のランキング上位の大学に対して順位
に応じてポイントを与え，総合点で上位の大学に
応募資格を与えるという方式が採られた。
こうした政策が浸透するにつれて，大学は各種
の指標を収集し，それらを用いて，自らの相対的
なポジションを見積もり，またデータにもとづい
て経営戦略を策定するように迫られるようになっ
た。しかし，各種のデータを自力で収集すること
は膨大な作業を要するだけでなく，自前の方法に
よる指標には比較可能性がないため説得力がない。
そこで，第三者により一定の手法で作成された指
標に対するニーズが高まることになる。近年，
IR（インスティテューショナル・リサーチ：機関研究）の一環
として，研究論文データベースやそれを用いた分
析，世界的な大学ランキングのデータ，大学別に
カスタマイズされたプロフィールデータなどをラ
ンキングビジネスやコンサルタントから購入する
大学が珍しくなくなってきた。
日本をマーケットとする大学ランキングも登場
している。「Nature Index 2017 Japan」の 1週間
後には，英国 Times Higher Educationがベネッ

セと協力して，大学の教育面を重視した日本国内
の大学ランキング「THE世界大学ランキング日
本版」を初めて発表した。日本にフォーカスした
大学ランキングが次々と登場していることは，日
本国内でそれがビジネスとして成立することを意
味している。つまり，ランキングを求める大学関
係者や大学ランキングに関心を寄せる人々が多数
いるということである。

指定国立大学制度における指標偏重

日本の社会や大学はランキングのような単純明
快な指標が好きである。米国や英国などでは，大
学の評価に際しては専門家同士の相互評価（評判）
を重視するが，日本ではそのような手間のかかる
手法は好まれないようである。あるいは，研究者
自身の間で，また社会的にも，専門家同士の相互
評価に対する信頼がないのかもしれない。
今年度指定が予定されている指定国立大学の制
度設計をみると，行政は単純な指標や大学ランキ
ングに信頼を寄せていることがよくわかる。指定
国立大学制度は国立大学法人法の改正により導入
されたものだが，指定国立大学とは「世界最高水
準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるも
の」であり，「（文科大臣は指定する前に）評価委員会の
意見を聴かなければならない」とされている。従
来は，国立大学法人評価委員会は主として大学の
経営面を中心に評価を担ってきたが，指定国立大
学の選定においては，当該大学が「世界最高水準
の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるも
の」であるか否かを判断することになり，委員は
日本国内にとどまらず，世界レベルで教育研究動
向を理解していることが求められる。
そうなると評価委員会の機能は従来とは大きく
変わるはずであるが，指定国立大学に関する法改
正においては，評価委員会の委員に外国人を委員
総数の 2割まで任命できる旨の規定が追加され
ただけである。わずかな外国人委員の任命だけで
指定国立大学に関する判断が可能なのか，既存の
委員は幅広い分野の教育研究活動を世界レベルで
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評価できるのか，疑問が残る。あるとき文部科学
省担当者が「いろいろなランキングデータがあり
ますから……」と言ってのけたのには驚かされた
が，しばらくして募集手続きが始まると「なるほ
ど」と納得できた。つまり，指定国立大学に申請
できる国立大学は，研究力（2指標），社会との連携
（3指標），国際協働（3指標）の 3領域で，それぞれ 1
つ以上の指標で国内 10位以内に位置する国立大
学に限定されたのである。研究大学強化促進事業
のように門前払い方法が採用されたのである。そ
の結果，現実に募集に応じることができた大学は
7大学にとどまった。
結局，評価委員会が「世界最高水準の教育研究
活動の展開が相当程度見込まれるもの」であるか
否かを判断する余地は極めて小さく，実質的には
単純な指標やランキングが選定を左右しているの
である。この方法であれば，たしかに評価委員会
がどのようなものであっても影響はないだろう。
だが，そうであるとすれば，別の疑問が首をもた
げてくる。評価委員会による専門的判断は形式的
なものであり，指定の正当性を主張するための隠
れ蓑になっているのではないかという点である。
さらに指標による判断は，政策目標を適切に反
映しているとは言い難いという問題がある。単純
な話であるが，「世界最高水準の教育研究活動の
展開が相当程度見込まれる」ならば選ばれた指標
は高い値を示すと考えられるが，その逆は必ずし
も成り立たない。それだけでなく，選ばれた指標
は「世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程
度見込まれる」ことのある特定の一面を表現して
いるに過ぎず，他の指標や数値化が困難な評価に
よって表現されるべき側面については捨象されて
いる。つまり，用いられる指標は政策目標に対し
て必要条件ではあるとしても，十分条件ではない。
政策目標とそのための選択基準の間の論理的な関
係は強いものではなく，指標への過信は戒めなけ
ればならない。
指定国立大学の選定においてやっていることは，

指標による選定以上のものではない。しかも，国
立大学法人評価委員会による専門的判断の及ぶ範

囲が限定されているとすれば，「世界最高水準の
教育研究活動の展開が相当程度見込まれる」大学
を指定するというのは表面的な目的に過ぎず，指
定したい大学を指定したに過ぎない，または実現
したいゴールが先にあって，それを実現するため
に制度をデザインしていると言われてもやむをえ
ないような選定方法なのである。
個々の指標は，特定の側面を表現しているに過
ぎず，概して単純なものである。指標を組み合わ
せるにしても，単純な指標に過度に依存すること
は，一見するとエビデンスにもとづく判断をして
いるようにみえて，政策目標に対する評価や判断
としての妥当性には限界がある。それを補うのが
専門家の判断である。主観的判断を排除すること
には，リスクもあるのだ。一方，指標のこうした
性質を悪用すれば，一見したところエビデンスに
もとづく政策を遂行しているように見せて，恣意
的に物事を進めたり，表面的には誰もが否定でき
ないような目標を掲げて，適当な指標を設定する
ことで，別の目的を達成しようとすることも可能
になる。
政策の達成目標を判定するために指標（KPI）を

設定する手法，それ自体は決して悪くはない。し
かし，それが有効であるためには，指標の選択，
指標の測定や算出の仕方を十分に吟味しなければ
ならない。また，指標の不完全性を補う専門的判
断と巧みに組み合わせる必要がある。また，指標
が指定されれば，評価される側は懸命に努力する
ことになるが，指標が単純であると，それが間違
ったインセンティブを与えることもある。直感的
に理解できる単純な指標を使うことには，メリッ
トもあるが，デメリットも大きいのである。
以上のように，ここ 20年の政策は指標を盛ん

に取り込んでいながら，指標の意味や限界につい
ては概して無頓着であり，十分な考察がなされて
いない。政策のデザインは指標の利用によって容
易になったのではなく，従来以上に複雑な仕事に
なったのである。
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科学技術政策 20年の帰結

1992年に当時の科学技術会議が政府の研究開
発投資倍増の方針を打ち出して以来，科学技術関
係予算は急拡大した。この方針は 1996年に閣議
決定された第 1期科学技術基本計画にも引き継
がれ，2000年度まで着実に予算の増加が続いた。
その結果として，研究論文数なども着実に増加を
続け，前述のように，世界の科学技術の中で日本
のプレゼンスは大きくなり，1997年前後にピー
クを迎えた。1990年代の科学技術政策は，市場
に委ねておくと過少投資になってしまう研究開発
活動に対して政府が資金を供給するという「市場
の失敗」に対する介入政策であり，一定の成功を
収めたといえる。
21世紀に入ると，政府の科学技術予算は停滞
し，科学技術政策も行財政改革の波に飲み込まれ
た。また，ゲノム研究や IT技術の発展など，研
究動向や研究環境の変化もあり，科学技術政策の
主要な関心は，システム改革，制度改革などに向
けられるようになる。「市場の失敗」を克服する
ための科学技術政策から，「システムの失敗」を
克服するための政策へとシフトしたのである。
「システムの失敗」とは，大学や民間の研究活動
の最大化を阻害する規制や制度上の問題や，（国内
外，産学官等の）協働すべき相手が見つからない，協
働が妨げられるなどのネットワーク形成上の問題
といった，制度の失敗やネットワークの失敗など
を含む概念である。
前述の目標達成型改革政策，「選択と集中」，大
学ランキングの利用，指定国立大学制度などの施
策は，本来は「システムの失敗」を克服するため
の重要施策であるが，いずれも比較的直感的な問
題認識と安易な施策デザイン，単純な指標による
評価で対応してきたように見える。政府の資金援
助を増やすという比較的単純な施策に比べて，
「システムの失敗」へ対応するための政策のデザ
インは格段に難しくなる。どのような課題がある
のか，課題の解決のための施策をどのようにデザ

インすべきかなど，慎重な分析と剏意工夫が必要
になる。これまでの施策が研究力低下の傾向を逆
転できていないでいる現実は，ここ 20年の科学
技術政策のデザインが適当でなかったことの帰結
ではないのか。政策関係者はもとより，科学技術
政策・イノベーション政策の研究者は，改めて従
来の政策の評価と今後の政策のあり方を研究すべ
きであろう。
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