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第 2次安倍内閣発足後，イノベーションが重
視され，2014年度には総合科学技術会議（CSTP）

は総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）に改
組された。CSTIでは，新たにイノベーションの
創出が所掌に加わり，司令塔機能の強化のために
新たな機能を追加した。CSTI自ら予算配分を担
う「戦略的イノベーション創造プログラム」（SIP）

も始まった。科学技術・イノベーション政策はそ
の態勢をみる限り，従来に比べて重視され，強化
されている。しかし，政府の政策全体を俯瞰的に
みると，科学技術・イノベーション政策は相対的
に弱体化している面もある。また，最近は政策の
用具化，出口指向の傾向が強くなっている。

1．何がどう変わったか

1．1．科学技術イノベーション政策への拡張
まず，何がどう変わったかを概観しておこう。

最大の変化は，CSTIの所掌が「科学技術イノベ
ーション政策」へと拡張したことである。ただし，
CSTIが所掌するイノベーション創出は，「研究
開発の成果の実用化によるイノベーションの創
出」の意味であり，イノベーション全般ではない
（イノベーションの創出とは法律上，「新商品の開発又は生産，

新役務の開発又は提供，商品の新たな生産又は販売の方式の導

入，役務の新たな提供の方式の導入，新たな経営管理方法の導

入等を通じて新たな価値を生み出し，経済社会の大きな変化を

創出すること」である。研究開発能力強化法第 2条第 5項）。
このような限定は，第 3期科学技術基本計画（基本
計画）（2006年）のイノベーションの概念（科学的発見や
技術的発明を洞察力と融合し発展させ，新たな社会的価値や経

済的価値を生み出す革新）や第 4期基本計画（2011年）に

おける科学技術イノベーションの概念（科学的な発見
や発明等による新たな知識を基にした知的・文化的価値の創造

と，それらの知識を発展させて経済的，社会的・公共的価値の

創造に結びつける革新）を継承したものと言える。
また，第 4期基本計画では「科学技術政策に
加えて，関連するイノベーション政策も幅広く対
象に含めて，その一体的な推進を図っていくこと
が不可欠である」として，それを「科学技術イノ
ベーション政策」と表現した。CSTIへの改組に
伴って，従来の「科学技術の振興」に加える形で，
「研究開発の成果の実用化によるイノベーション
の創出の促進を図るための環境の総合的な整備」
に関する企画・立案，総合調整事務，調査審議事
務が内閣府・CSTIの所掌となった。従来の科学
技術政策に付加される形で，限定された意味での
イノベーション政策が位置づけられたのである。

1．2．司令塔機能の強化
イノベーション政策推進のための重要な手段と
なるのが，内閣府・CSTIによる科学技術イノベ
ーション政策の司令塔機能の強化である。このた
めに前述のように内閣府の所掌に，研究開発の成
果の実用化によるイノベーションの創出の促進を
図るための環境の総合的な整備に関する施策の推
進が追加された。それに加えて，科学技術基本計
画の策定・推進，関係行政機関の科学技術経費の
見積りの方針の調整（見積調整）の 2点も追加された。
この 2点は，一見したところ地味だが，実は重
要な意味をもっている。そもそも，CSTPの時代
にこの 2点が所掌になっていなかったこと自体
が意外かもしれない。実は，2001年の中央省庁
再編時に，旧科学技術庁時代の所掌を継承する形
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で文部科学省（文科省）に移管され，CSTPにはこれ
らの機能はなかったのである。
基本計画の策定が文科省のリードで進められた

としても，最終的には CSTPで議論した上で閣
議決定されたのだが，原案の策定段階から CSTP
が議論をリードすることができなかったため，政
府のトップレベルの政策の反映という観点からは
限界があったとも言える。文科省はもともと基礎
研究寄りの科学技術振興を所管しているので，社
会経済的観点に配慮しても，文科省の審議会での
議論はボトムアップ的性格を有している。それを
トップダウン型の策定方式に転換したのである。
見積調整とは元来，旧科学技術庁が関連省庁の

科学技術予算の調査を行い，省庁横断的に科学技
術予算の重複の排除などの調整を行っていたもの
である。実際のところ科学技術庁が強力な調整を
行っていたとは思えないが，CSTPが設置されて
からは，CSTPも科学技術施策の事前評価（予算編
成過程における優先順位づけ。いわゆる SABC評価）や重点
化を進めていたこともあり，文科省と CSTPと
のあいだの役割分担は明確ではなく，文科省の見
積調整機能はかなり弱体化した印象があった。そ
れでも，予算配分に係る調整機能が法律上文科省
に残されていたために，CSTPによる府省横断的
課題への対応や科学技術予算の要求や配分への関
与といった調整機能の法的根拠は明確ではなく，
強いリーダーシップを発揮することができなかっ
た。
ある意味では機能不全に陥っていた見積調整を

実質化し，それを CSTIと内閣府による府省横断
的な科学技術予算編成へのリーダーシップという
強力な権限へと転換したのが，見積調整機能の移
管なのである。第 2次安倍内閣発足後の 2013年
に，府省幹部で構成する科学技術イノベーション
予算戦略会議が内閣府に設置され，科学技術政策
担当大臣の下で，CSTPとも連携し，次年度予算
要求前の企画段階から各府省の施策や予算の調整
や重点化を行う方式になった。2014年度からは
その法的根拠が明確になったことで，科学技術予
算編成プロセスも明確に整理され，CSTIが一貫

して政府全体の科学技術予算編成プロセスをリー
ドする形になったのである。
中央省庁改革では本来，縦割行政を打破するた
めに，内閣官房や内閣府が他の省庁より一段高い
立場から，新しい政策課題への対応，府省横断的
な政策課題の調整を担うことが期待されていた。
まさに司令塔機能の強化である。その意味では，
CSTPから CSTIへと改組されたことで，ようや
く科学技術イノベーション政策の司令塔が誕生し
たとも言える。

1．3．成長戦略に資する科学技術イノベーショ
ン政策へ
司令塔機能の強化は，官邸主導による政策推進
という文脈の中で実現したものである。第 2次
安倍政権最初の CSTP会合で首相は CSTPに，
①科学技術イノベーション総合戦略の策定，②日
本経済再生本部と連携して，成長戦略に盛り込む
べき政策を科学技術イノベーションの観点から検
討，③司令塔機能の強化，を指示した。①は「科
学技術イノベーション総合戦略―新次元日本創造
への挑戦―」（2013年 6月）として閣議決定された。
科学技術イノベーション総合戦略は，2013年度
以来，毎年度閣議決定され，科学技術イノベーシ
ョン政策の全体像や長期ビジョンとともに短期の
行動計画を示すことを意図しており，現時点では，
科学技術イノベーション政策推進上の最大の拠り
所となっている。
②の日本経済再生本部は，第 2次安倍内閣発

足と同時に設置されたもので，成長戦略の策定と
点検を担う司令塔として位置づけられた閣僚会議
である。日本経済再生本部は，政策立案と推進に
おける官邸主導を具現化する装置であり，成長戦
略の名の下に，首相が関係大臣に指示する形で各
種施策を推進する。ただし，成長戦略の具体的な
検討は，日本経済再生会議の下に設置された産業
競争力会議（2013年 1月設置。2016年 9月から未来投資会

議）で行われる。
実は，①の科学技術イノベーション総合戦略は

CSTP（CSTI）が独自に策定しているわけではない。
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2013年の最初の科学技術イノベーション総合戦
略については，科学技術政策担当大臣が産業競争
力会議で原案を報告した上で決定されている。
CSTPで検討された科学技術イノベーション総合
戦略も成長戦略との整合性を図りつつスタートし
たのである。その後，産業競争力会議は科学技術
イノベーション政策に関わる多数のテーマを取り
上げたが，産業競争力会議が CSTIに宿題を出し，
CSTIがそれに対する回答や必要な施策を検討す
る形で議論が進んだ。CSTIは，日本経済再生本
部，さらには産業競争力会議の下で動く形になり，
科学技術イノベーション政策は実質的に成長戦略
の下位政策に位置づけられた。
このような動きをみると，③の司令塔機能（とく

に予算編成における総合調整機能）の強化は，成長戦略の
企画推進における官邸主導を科学技術イノベーシ
ョン政策分野で貫徹するための必須条件であった
ことがわかる。CSTI自身がトップダウンで施策
や予算を調整する権限をもたないと，官邸の意向
は CSTIまでは届いても，府省の個別の施策まで
及ばないことになるからである。司令塔機能の強
化を通じて，科学技術イノベーション政策は成長
戦略の用具となった。

1．4．内閣府・CSTI独自の科学技術予算配分の
開始
第 2次安倍内閣後の科学技術イノベーション

政策で大きい転換の一つは，内閣府・CSTIによ
る独自の科学技術予算の配分が始まったことであ
る。すでに，2009年度に最先端研究開発支援プ
ログラム（FIRST）が CSTP主導で開始されていた。
これは，2009年の麻生内閣時代，民主党を中心
とする政権への交代の直前に，補正予算で 2700
億円の基金を日本学術振興会（JSPS）に造成し，
CSTPがプロジェクトを選定して 5年間にわたり
研究費などを配分するという計画の事業だった。
補正予算が成立した後，政権交代が確定した中，
3カ月程度で募集から審査，配分先決定まで終わ
らせるという離れ業で実現した駆け込み施策であ
った。さすがに政権交代後には，補正予算の執行

の見直しが行われ，基金は 1500億円に減額され，
そのうち 1000億円が FIRSTに配分され，残り
500億円は若手・女性研究者などの支援に充てら
れた。
基金の造成という制度上の制約から，FIRST

の予算は JSPSが管理する形となったが，募集・
審査・選定を CSTPがリードしたことは事実で
ある。そして，第 2次安倍内閣が発足すると，
FISRTが終了するタイミングに差しかかってい
た。そこで，政権交代後，2013年 6月に閣議決
定された日本再興戦略，科学技術イノベーション
総合戦略にもとづいて，まず 2013年度補正予算
により 550億円の基金を科学技術振興機構（JST）

に造成し，革新的研究開発推進プログラム（Im-

PACT）を創設した。ImPACTはハイリスク・ハイ
インパクトな（研究目標達成の確度は必ずしも高くないが成
功時に大きなインパクトが期待できる）挑戦的研究開発を
推進することを目的とし，研究費の柔軟な利用が
可能な基金方式に加えて，プログラム・マネージ
ャー（PM）が企画・遂行・管理などの権限を有する
方式を融合した形で運営された。FIRSTと同様
に予算は文科省に計上されたが，CSTIが PMを
選定し，プログラムの運営に責任をもつ形になっ
た。
さらに 2014年度予算においては，日本再興戦

略，科学技術イノベーション総合戦略にもとづい
て，内閣府に 2014年度から 2017年度まで毎年
度 500億円の科学技術イノベーション創造推進
費を創設し，それにより戦略的イノベーション創
造プログラム（SIP）を実施することになった。SIP
は，内閣府・CSTIが自ら予算を確保し，運営す
る点が，FIRSTや ImPACTとはまったく異なっ
ている。とはいえ，500億円という予算が湧き出
るほど国庫は潤沢ではないので，各省の科学技術
振興費という予算枠の 4％相当額を吸い上げる
形で資金を確保した。司令塔機能の強化による予
算配分の調整機能の賜物である。これにより府省
横断的な課題，新しい研究課題などについて，基
礎研究から出口までを見据えた形で，CSTI自ら
が運営に乗り出すことが可能になった。なお，



0103科学科学技術・イノベーション政策のために

SIPでも PMが配置され，企画・遂行・管理など
の権限を有している。SIPの創設は，CSTIが自
ら研究プロジェクトの選定や資金配分，運営管理
を司るファンディング機関になったことを意味し
ている。いわば，CSTIがプレイング・マネージ
ャーになったのである。

SIPの重要なポイントは，科学技術イノベーシ
ョン創造推進費を関係省庁へ移し替えることが可
能になっている点である。当面は，2015年に創
設された日本医療研究開発機構（AMED）が対象と
なるものと思われ，SIPの予算の約 3分の 1相当
を AMEDが総合調整することになっている。
SIPは各省の科学技術振興費の一定割合を内閣府
が吸い上げる形でスタートしたが，単に予算を吸
い上げただけではなく，再配分の機能ももったこ
とに注目したい。ひとたびこの仕組みができれば，
今後も各省の科学技術予算の吸い上げと再配分は
起こりうる。もちろん府省横断的な課題への挑戦
など，取り組むべき課題はあるので，このような
権限は必要性が高いとも言える。とかく縦割り行
政と言われる中で，予算執行が硬直化し，新しい
分野への資金投入が後手に回ることを避ける点で
も有効かもしれない。
問題はその運用である。政府全体の科学技術予

算が伸び悩む中で，自らが担当する分野の研究開
発費を拡大したい府省は，特定分野の研究開発課
題を内閣府・CSTIへ持ち上げ，そこで総合調整
をしてもらい，内閣府の下で大規模に予算を確保
し，施策を推進できる可能性が出てくる。いずれ
制度が安定すれば，その施策の運営は関連する府
省に再び戻されると期待されるので，これら一連
の動きは，自ら進めたい研究開発分野を拡張する
ために他府省の科学技術予算を再配分させる（横取
りする）メカニズムとなりうる。府省間の予算の分
捕り合戦を官邸主導で裁定してもらうようなもの
であり，運用によっては，単なる予算獲得戦術の
問題に陥る可能性がある。官邸主導のトップダウ
ンの政策推進においては，こうした内閣府・
CSTIの総合調整機能を監視するメカニズムはほ
ぼ内在化されていない。CSTIなどの関係者の良

識的判断に委ねられる部分が大である。

2．科学技術イノベーション政策の
相対的弱体化

2．1．司令塔の乱立
第 2次安倍内閣後，内閣府・CSTIの権限は強
化され，科学技術イノベーション政策に強力な司
令塔が実現したように見えるが，現実は単純では
ない。政府全体を俯瞰すると，CSTIの科学技術
イノベーション政策はむしろ弱体化しているとみ
られる面もある。
現在，CSTIとは別に，科学技術イノベーショ
ンに関連する本部組織が官邸や内閣府に複数置か
れており，しかも，2001年の中央省庁再編後に
徐々に増えてきている。官邸に本部が置かれてい
るものとしては，IT総合戦略本部（2001年設置），
知的財産戦略本部（2003年設置。事務局は 2016年度に内

閣府に移管），総合海洋政策本部（2007年設置。事務局は

2018年度に内閣府に移管予定），宇宙開発戦略本部（2008

年設置。2012年に内閣府に宇宙戦略室，宇宙政策委員会設置。

2016年に官邸の戦略本部事務局を内閣府宇宙戦略室と一元化し，

内閣府宇宙開発戦略推進事務局設置），健康・医療戦略推
進本部（2015年設置）などがある。この中で，IT，宇
宙，健康・医療の各分野については，CSTPが明
確にはもてなかった予算要求の府省横断的な調整
機能を有している（海洋分野も，施策の企画立案・総合調
整の権限を有する）。
いわば，司令塔が乱立している状態にあるわけ
だが，科学技術イノベーション政策において，
CSTIがそれらの司令塔の中で一段高い立場にあ
るかというと，そうとは言えない。歴史的にみて
も，CSTPが総合調整機能を十分に発揮できない
中で，法的根拠のある調整機能を有する IT，海洋，
宇宙などの各司令塔が登場し，いわば科学技術政
策の飛び地を築いたのである。CSTIへと改組さ
れ，司令塔機能が強化され総合調整機能を獲得し
た後も，飛び地は残り，CSTIの政策立案・推進
においては，これらの司令塔などとの連携が条件
とされている。
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政府には科学技術イノベーション以外の分野に
も多数の司令塔（いわば，島）が存在している。科学
技術イノベーション政策と多数の飛び地や島との
連携は，第 3期基本計画以来，要請されてきた。
第 4期基本計画では，宇宙基本計画，海洋基本
計画，エネルギー基本計画，原子力政策大綱など
との整合性にも配慮することが求められ，科学技
術基本計画が他の基本計画に対して必ずしも高い
立場にあるわけではないことが暗に示された。そ
の後の科学技術イノベーション総合戦略でも同様
の留意事項が付記されている。つまり，CSTIの
科学技術イノベーションに関する権限は，強化さ
れているようでいて，実は IT，海洋，宇宙，健
康・医療などの飛び地が次第に形成され，それぞ
れの司令塔で予算要求を含む総合調整が行われる
結果，CSTIが独自に権限を発揮できる分野はむ
しろ絞り込まれ，相対的には弱体化が進んできた
とみることもできる。

2．2．安全保障政策との連携の強化
議員立法である研究開発力強化法の 2013年改

正は，安全保障分野の研究開発への資源配分の方
向性を明記した。政府は，徐々に実現に向けて政
策を進めてきている。科学技術イノベーション総
合戦略 2015からは，科学技術イノベーション政
策と災害対応を含む安全保障との関連も重視され
るようになり，司令塔の一つである国家安全保障
会議との連携も求められるようになった。具体的
な記述は災害対応に限られていたとはいえ，科学
技術イノベーション総合戦略 2014までは安全保
障分野は具体的には登場しなかったことを踏まえ
れば，大きい転換の始まりであった。
第 5期基本計画はそれを発展させ，科学技術

イノベーション政策が連携すべき相手に安全保障
政策や国家安全保障会議を加えるとともに，推進
すべき課題として「我が国の安全保障の確保に資
する技術の研究開発」，「安全保障の視点から，関
係府省連携の下，科学技術について，動向の把握
に努めていくこと」が明記された。これと歩調を
合わせて，科学技術イノベーション総合戦略

2016は，防衛省がサイバーセキュリティや宇宙
開発利用に関連して SIPなどを通じて，科学技
術イノベーション政策に関与することを記した。
さらに「国家安全保障上の諸課題への対応」が独
立した項目として置かれるようになり，国家安全
保障会議との連携が求められている。具体的には，
国が保有する安全保障技術を活用した民生分野の
科学技術イノベーションの促進（いわゆるスピンオフ）
などが盛り込まれた。科学技術イノベーション総
合戦略 2017はさらに踏み込んで，「防衛分野で
の将来における研究開発に資することを期待し，
先進的な民生技術についての基礎研究の推進」（い
わゆるデュアルユース）および「開発サイクルの早い
民生技術の短期実用化への取組」（いわゆるスピンオ
ン）の推進を明記した。
防衛省も 2016年に防衛技術戦略を策定し，中

長期技術見積りを改定した。そこでは，科学技術
イノベーション政策との連携に乗り出すことが明
記されたが，科学技術イノベーション政策側の議
論を超えるものではなく，そこで議論されたこと
を防衛技術側の計画に取り込んだ形となっている。
これにより，防衛技術政策と科学技術イノベーシ
ョン政策の平仄が合い，双方が防衛分野の研究開
発に対して一定の責任をもつことになった。ここ
で連携とは，防衛技術と民生技術との連携（スピン
オン，スピンオフ，デュアルユース）のみならず，防衛技
術の開発における他府省の機関や産学との連携も
指している。すなわち，防衛分野の研究開発に防
衛省以外のリソースを活用する道が拓かれたので
ある。CSTIは防衛分野と他府省，産学との結節
点としての役割を担うことになると予想される。
2015年度には防衛省がデュアルユース技術開
発を目的とする競争的資金制度である「安全保障
技術研究推進制度」を開始した。学界を巻き込ん
で喧々諤々の議論が起きたが，安全保障分野は科
学技術イノベーション政策の中に着実に足場を築
きつつある。すでに SIPを通じて CSTIによる資
金配分の総合調整の恩恵に，若干ではあるが，浴
しているが，2018年度に開始される予定の SIP
の後継事業や官民研究開発投資拡大プログラム
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（PRISM。後述）を通じて，政府全体の科学技術予算
の再配分によって防衛研究開発資金を拡大すると
いう選択肢も実質的に手に入れたと言える。その
具体的な姿を決めるのは官邸のリーダーシップと
CSTIである。
防衛技術開発施策と民生技術開発の関連は，そ

の内容や運用を含めて総合的に検討すべき問題で
あり，事柄の是非はそれほど単純な話ではない。
ここではこれ以上踏み込まないが，科学技術イノ
ベーション政策に新たな飛び地が出現した事実は
記憶しておきたい。

3．不透明な見通し

3．1．大学が直面する現実
以上のような科学技術イノベーション政策の変

容は何を意味し，今後どのような影響があるのだ
ろうか。正直なところ予測は難しい。表に代表的
な科学技術関連の財政データの 2011年度（第 4期

科学技術基本計画期間の初年度）以降の推移を示す。第 2
次安倍内閣発足は 2012年末であり，2013年度
分からが第 2次以降の安倍内閣による予算編成
の結果である。
現実問題として，政府の科学技術関係経費（政府

全体で科学技術活動に当てられる経費の総額を示す代表的指標。

補正予算は東日本大震災の影響でバラツキが大きいため，当初

予算のみを示す）のピークは 2012年度であり，第 2
次安倍内閣発足後は漸減している。2012年度の

政府全体の科学技術関係経費は 3兆 6927億円
（『科学技術指標 2017』による。以下同様）であったが，
2016年度は 3兆 4769億円であり，4年間で
2158億円，5.8％の減少である。国家予算はあら
ゆる政策分野の間の調整の結果であり，単純に判
断することはできないが，科学技術イノベーショ
ン政策が格別に優先されているわけではない。
こうした状況の中，CSTIの予算調整権限が強

化され，その上独自の予算ももつことになれば，
内閣府以外の関係省庁の科学技術予算が次第に割
を食うことになるはずであり，その潜在的可能性
は将来にわたって持続すると推測される。もとも
と政府の科学技術関係経費のうち，文科省分が全
体の約 3分の 2を占め，その半分，全体の約 3
分の 1が大学などの分である。つまり，府省横
断的な予算の再配分をする場合，文科省，とくに
大学の科学技術予算が一番影響を受ける可能性が
高い。逆に見れば，文科省がもっている科学技術
予算枠は，他府省の恰好の餌食である。
現実に，2013年度，14年度には，政府全体の

科学技術予算の 2012年度からの減少額は約 400
億～800億円であるのに対して，文科省分の減少
額は 1500億円を超えている。文科省の科学技術
予算の減少額が政府全体の減少額を上回っている
ということは，文科省が政府全体の減少分を負っ
た上に，数百億円分の科学技術予算が他府省に回
されたことを示している。もちろん，文科省の
A事業の予算を廃止し，別の府省の B事業へ回

表―代表的な科学技術関連の財政データ（2011～2017年度）

年度

科学技術関係経費注）

総額 文科省分

経費 対 2012年度 経費 対 2012年度

（億円） 2012＝100 （億円） （億円） （億円）

2011 36,648 099.2 24,494

2012 36,927 100.0 　000,0 24,657 　000,0
2013 36,098 97.8 0,-829 23,151 -1,506

2014 36,513 98.9 0,-414 23,118 -1,539

2015 34,776 94.2 -2,151 22,801 -1,856

2016 34,769 94.2 -2,158 22,463 -2,194

2017 34,868 94.4 -2,059 22,508 -2,149

データ出典）『科学技術指標 2017』
注）当初予算のみ。2017年度は暫定値。
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したということではなく，あくまで計算上の話で
あり，実際には多くのことが複雑に絡み合うため，
何が起きているのかは認知しにくい。しかし，文
科省の科学技術予算が大幅に減少する中で，予算
が増加している府省があることは確かである。も
ちろん，そのような資源の再配分に一定の必然性
はあるだろうが，結果的に文科省，大学などが科
学技術予算の大幅な減少に直面することも事実で
ある。
2016年度の文科省の科学技術関係経費の対

2012年度減少額は 2194億円であり，政府全体
の減少額（2158億円）を若干上回る。つまり計算上
は，政府全体の科学技術予算の減少分のほぼ全体
を文科省が負っている形が続いている。文科省分
の中でも約半分を占める大学などの分の大部分は
国立大学の運営費交付金のような基盤的経費であ
る（残りの予算のかなりの部分も，理化学研究所その他の研究
機関の運営費交付金が占める）。特定の事業を実施する
ための予算とは異なるので簡単に予算を増減でき
るようなものではないはずだが，例えば国立大学
の運営費交付金は 2012年から 2016年の 4年間
で 1024億円減少している。計算上では，文科省
減額分の約半分を負っていることになる。
国立大学の場合，法人化後に運営費交付金が減

少を続けてきた。このような事態に対して，退職
者が出てもその後任を採用しない「定員不補充」
により，人件費を削減する大学が少なからずある。
当初は小規模大学，地方の国立大学などに見られ
たが，最近は大規模大学でも定員不補充が選択肢
として浮上しているらしい。教員の定員削減が続
けば，現行の大学制度の下では，いずれ既存の学
科や学部が存続するのに必要な教員を確保できな
くなり，学科の廃止・統合などに至る。教育サー
ビスの質的・量的低下である。このほかにも，
「人件費 20％削減」などの経営目標を掲げる大
学の話も聞く。大学幹部の経営能力に問題がない
とは言えないが，このような弥縫策に頼らざるを
えないほど，大学財政は厳しい状況に追い込まれ
ていることも現実の姿である。
なお，科学技術予算の削減は，文科省の科学技

術関係以外の予算にも影響を及ぼしていると推測
される。必要最低限の科学技術予算を確保するた
めに，あるいは予算の削減目標を達成するために，
実施中の大学関係の各種補助事業の予算を，科学
技術との関連の有無にかかわらず，当初予定より
減額するといったことも起きていると推測される。
その結果，大学は予定されていた補助事業の経費
が事業期間中に突然減額されるという事態に直面
することになる。予算が減っても，目標達成は至
上命題である。担当者には同情を禁じ得ない。こ
のような事態を招いている遠因の一つが，国立大
学運営費交付金を含む科学技術関係予算の削減と
いう現実である。ただし，風が吹けば桶屋が儲か
る式の話なので，全体として何がどうなって，大
学が困窮に直面しているのかを，明確に説明，理
解することは容易ではない。
このように，内閣府・CSTIの司令塔機能の強
化，予算要求の事前調整，科学技術予算の再配分
の結果，大学関係の予算は，今後とも間接的にせ
よ潜在的な予算減の圧力に晒され続ける可能性が
否定できない。

3．2．出口指向強化の大学へのインパクト
CSTIは 2018年度予算編成にあたって，「SIP
型マネジメント」という概念を生み出し，各府省
の研究開発支援施策への普及を目指している。
2018年度に開始される予定の PRISMは，民

間投資誘発効果の高いターゲット領域を設定し，
これに対して各省が施策候補を提案し，CSTIが
対象施策を選定するという仕組みで進められる予
定である。その際，CSTIおよび産業界が選定し
た各省の提案事業に対しては，各省の独自予算に
加えて，推進費を追加配分するというインセンテ
ィブも予定されている。各省主導の施策を CSTI
の目指す方向へ誘導することを意図したものであ
る。
さらに，PRISMの下で実施される各省の施策

の運営に際しては，SIP型マネジメントの導入を
義務づけることが構想されている。これは現行の
SIPの運営方式が優れているという判断にもとづ
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き，それを PRISMでも採用するとともに，各省
の実施する施策の運営にも義務づけることを通じ
て，SIP型マネジメントを各省の施策に拡大する
ことを狙ったものである。具体的には，各省の施
策ごとにプログラムディレクター（PD）を任命し，
PDに全体の研究計画の策定・変更，予算配分な
どの権限を集中させること，明確な研究開発目標，
マイルストーンを設定し，進捗管理と機動的な計
画変更を可能にするとともに毎年度の評価の結果
を予算配分に反映させること，産学官連携体制を
構築することなどである。さらに，実用化・事業
化，市場の創出に向けた出口戦略を重視すること，
基礎研究から実用化・事業化までを見据えて研究
開発を推進すること，民間資金を導入することな
ど，出口指向の強いマネジメントが推奨されてい
る。

CSTIが従来以上に積極的に各省の施策に介入，
誘導する姿勢を示していることは，CSTIのリー
ダーシップが強化されることを意味する。ターゲ
ット領域ごとに複数府省が関わるため，領域全体
を総括する領域統括（PD）も置かれる予定である。
領域統括の役割と権限も従来の SIP以上に強化
される（PRISMに関してはガバニングボードが設置され，各

省提案，選定作業が進められていると思われるが，非公開のた

め，その全貌は例年年末に決まる政府予算案を待つことになる）。
科学技術イノベーション政策が用具化し，他の

政策目標実現のための手段となることは必ずしも
悪いことではない。科学技術イノベーションが内
向きになって，科学技術イノベーションだけのた
めに活動を展開するのは必ずしも適当とはいえな
い。健康・医療分野やものづくり分野のみならず，
多くの分野は社会経済的側面を有するし，国民の
税金によって支えられている科学技術イノベーシ
ョン活動は，どのような形であれ，最終的に国民
に還元されることが望まれる。
各大学も研究資金を確保するために，大型資金

の獲得を目指さざるをえない状況にある。しかし，
皮肉なことに，出口指向の高い研究開発プログラ
ムの場合，従来のように論文の生産性を高めると
は限らない。一方，大学や研究者が論文の質や量

で評価されるという慣行は世界的に根づいたもの
であり，簡単に変わるとは思えない。つまり，出
口指向が高まる資金配分の中では，（研究関係者の間
で信じられてきた）資金投入の拡大がアウトプットを
拡大するという「研究成果は投資に相関」の論理
はいずれ壁にぶつかる。大学にとって，「研究成
果は投資に相関」にもとづく思考枠組み，行動計
画は，矛盾を孕むことになる。
大学としては，出口指向の研究開発に重点を置
く研究機関に転換するか，出口指向の研究開発を
基礎研究の論文増加へ転換する賢明な仕組み（現時
点では，筆者にも具体的イメージはないが）を考案し，学内
に構築するか，いずれかの対策が必要になると思
われる（研究資金獲得や研究生産性のいずれもがジリ貧になる
ことを覚悟して，嵐が去るのをジッと待つという選択肢もあり

うるが）。大学は難しい舵取りを強いられることに
なるだろう。
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