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はじめに  

 

本資料は、科学技術政策担当者が科学技術（イノベーション）政策史を体系的に理解す

るため、国内外の科学技術政策史の主要な出来事を年代順に整理したものである。 

 

これまで、科学技術政策（イノベーション）政策史に関して、特定の国の政策史や、あ

る特定のテーマや時期のみを取り扱った書物はあったが、古代から現代まで、また、日本

だけでなく、世界の主要国をカバーする形で、科学技術政策に関連する出来事を包括的に

整理したものは存在しない。 

そこで、主として、文部科学省内における研修での活用等を念頭に置いて、科学技術（イ

ノベーション）政策に関する各種情報をとりまとめることとした。 

 

なお、科学技術政策史については、以下の 2 つの文献の内容が特によくまとまっている。 

 乾侑著『科学技術政策－その体系化への試み』1982 年 

 科学技術庁科学技術政策研究所監修『日本の科学技術政策史』1990 年 

 

但し、後者の文献においても既に刊行から 25 年が経過しており、その後の情報の追加が

必要となっている。また、科学技術イノベーション政策に期待されている現代的な要請に

即して、各府省の取組をもう少しバランスよく見渡す必要があった。 

 

本資料は、上記のような趣旨に鑑み、初めての試みとして作成したものであるため、今

後、読者各位の御意見を踏まえ、必要に応じて、更新、加筆等が行われていくことを期待

するものである。 
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1． まとめ（本資料の位置づけと概要） 

1.1 本資料作成の背景と目的 

本資料は、科学技術政策担当者が科学技術（イノベーション）政策史を体系的に理解する

ため、国内外の科学技術政策史の主要な出来事を年代順に整理したものである。 

特に、①科学技術（イノベーション）政策とは何か（歴史的成立、外縁、他の政策との関

係など）、②国内外の科学技術政策史の大きな流れと重要な出来事、について学ぶことを想

定している。 

これまで、科学技術政策（イノベーション）政策史に関して、特定の国の政策史や、ある

特定のテーマや時期のみを取り扱った書物はあったが、古代から現代まで、また、日本だけ

でなく、世界の主要国をカバーする形で、科学技術政策に関連する出来事を包括的に整理し

たものは存在しない。 

そこで、主として、文部科学省内における研修での活用等を念頭に置いて、科学技術（イ

ノベーション）政策に関する各種情報をとりまとめることとした。 

1.2 本資料の構成 

1.2.1 全体構成 

「科学技術政策」1は戦後に生まれたもので、それ以前に「科学技術政策」というものは

ないが2、戦前についても、今日の科学技術政策に相当するものを関連する活動として紹介

している。 

 

報告書は、大きくは以下の 3 部構成で記載している。 

 

① 前史 

 世界：古代から近代までの科学技術関連の取組の沿革 

 日本：江戸時代から第二次世界大戦中までの関連政策の沿革 

② 日本の科学技術政策史 

 日本：【通史】第二次世界大戦後の科学技術政策 

 日本：【トピックス史】原子力開発など特定テーマ 

③ 世界の科学技術政策 

  

                                                        
1 小林信一（2011、27 頁）は、政府が科学技術政策に取り組む目的あるいは根拠として、大別して、①政

府の援助が必要な科学技術活動の支援（例：基礎研究、国家的プロジェクト、長期にわたる研究開発等）、

②公共的ニーズのための科学技術的活動の推進（例：安全、防災、環境保全等の公共財や、医療教育等の

準公共財のための研究開発等）、③公共的観点からの科学技術活動等に対する規制・統制・誘導（例：競争

的ルールの設定、倫理面の規制等）、④科学技術活動の悪影響からの国民の保護及び科学技術活動への国民

の参画（例：科学技術教育、テクノロジー・アセスメント等）の 4 つがあるとしている。 
2 小林信一（2011、7 頁）によると、「科学技術政策の起源は第 2 次世界大戦の末期から戦後早期にある。

しかし、科学技術政策の概念が明確になり、国際的にも共通に理解される概念として用いられるようにな

るのは 1970 年代のことである。」とされている。 
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表 1-1 本資料の構成 

 
出所）三菱総合研究所作成 

 記載内容 

日本の科学技術政策（戦後）のうち、「通史」については、10 年ごとに時代を区切り、そ

れぞれごとに以下のような構成で紹介している。 
 
① この時代：当時の社会経済状況、政府の政策全般の動向など 
② 科学技術の推進体制：科学技術政策を推進する省庁、関連機関の体制の変化 
③ 分野の政策：例えばライフサイエンスなど特定の分野の振興についての取組 
④ 共通基盤的な政策：人材関連政策、産学官連携、知的財産など 

 概要 

以下では、日本の科学技術政策の変遷について、図式にまとめたものを紹介する。 
詳細については、後述の「科学技術政策史①日本の通史」を参照されたい。 
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表 1-2 【前史①】江戸時代まで 

 
出所）三菱総合研究所（以下同様） 

 
 
 

表 1-3 【前史②】明治時代 
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表 1-4 【前史③】大正時代 

 
 
 

 
表 1-5 【前史④】昭和初期 
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表 1-6 【前史⑤】昭和時の国の行政機構 
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表 1-7 【1945 年 8 月から 1949 年】戦時体制の総括、戦後新体制の構築 

 

出所）三菱総合研究所（以下同様） 

 

 

表 1-8 【1950 年代】科学技術庁の設置、原子力開発の開始 
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表 1-9 【1960 年代】技術格差の解消と自主技術の開発を目指して 

 

 

 

 
表 1-10 【1970 年代】調和の科学技術を求めて 
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表 1-11 【1980 年代】研究資金配分機能の拡充 

 

 
 

表 1-12 【1990 年代】科学技術基本法の制定 
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表 1-13 【2000 年代】府省再編、大学・国立試験研究機関等の法人化 

 

 

 

表 1-14 【2010 年代】「科学技術・イノベーション政策」へ 
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1.4 今後の課題 

本資料は、科学技術政策の歴史について、国内外、古代から現代までをコンパクトに俯瞰

して整理した初めての試みであり、個々の事象についての深掘りはしていない（背景等を詳

細に書き込もうとすると、全体的にボリュームが膨大になってしまうというジレンマもあ

る）。また、表現できていない歴史的な流れも多い。 

以下に、①本調査では十分踏み込めなかった点、②概要資料（前掲のパワーポイントの資

料）を用いて「科学技術政策史セミナー」（2015 年 3 月 24 日、文部科学省会議室にて開催）

を実施した際の出席者からの指摘事項を記す。 

これらの点については、今後、拡充していくことが望まれる。 

1.4.1 今回資料では取り上げていないもの 

 高等教育（大学等）についての政策は、ある時期までは、科学技術政策の範疇に入って

おらず、科学技術政策に関する既存文献は、高等教育政策についてあまり触れていない。

そのため、本報告書でも部分的にしか記載していないが、高等教育政策は、科学技術政

策とは密接な関わりを持つものであり、その歴史について理解しておくことが必要と考

えられる。 

 通商産業省による産業技術政策については、既存の科学技術政策に関する文献では、記

述が薄く、科学技術白書においても、歴史的に記載があまりなされていないため、本報

告書でも詳細を整理することが困難であった。しかし、特に産業界における科学技術へ

の取組については、通商産業省の果たした役割は大きく、その歴史についても、もう少

し詳しいレベルで理解しておく必要がある。 

1.4.2 「科学技術政策史セミナー」における指摘事項 

(1) 時代の変遷について 

1）古代から現在に至る科学技術の変遷の見方 

 科学技術政策史の見方として、歴史的に科学の中心地が移っているとみることができる

のではないか。古代ギリシアに端を発し、ローマ帝国に移動した。その後、イスラム圏

に移った。そして、ルネッサンスで欧州に素地ができた（キリスト圏に移った）。さら

に、イギリスで科学革命が花開いた。 

 かつて科学には、王侯貴族が資金を出していた（例：フランス科学アカデミーは、ルイ

14 世が設立）。国家が科学技術に金を投じ始めたのは、そう昔ではない。このスタイル

がいつまで続くのか、こういった認識をもって議論したい。 

2）時代区分について 

 歴史をブロックで分けることも一つの見方である。資料にあるように、10 年ごとに区
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分すると断片になってしまうのではないか。 

 日本の科学技術政策については、日米間、アメリカ抜きで話すことはできない。 

 中山茂先生の『科学技術の国際競争力―アメリカと日本 相剋の半世紀―』での時代区

分が参考となる。 

(2) 科学技術政策について 

1）「科学技術政策」の開始時期 

 科学技術政策3らしきものが、本格的に意識されるのは第二次世界大戦末期からであり、

それほど昔ではない。米国では、1945 年に、大統領の諮問への答申としていわゆるブ

ッシュレポート「Science : The Endless Frontier」が出された。この文書は、第二次

世界大戦後の米国の科学政策の基本として、最も著名かつ重視されている。さらに、

1947 年には、大統領科学研究諮問委員会委員長スチールマンによる報告「Science & 

Public Policy」が出された4。 

 1940 年代は、米国でも科学技術政策が固まっていなかった。そのため、米国の占領下

にあった日本でも、1940 年代ははっきりした体制ができなかった。 

 世界各国で、いつ科学技政策担当大臣が現れたかという研究がある5。これによると、

1960 年代は数か国しかなく、専任の科学技術大臣は少なかった。1970 年代になると、

アジア・アフリカで独立国が増加し、科学技術省を設置する動きが進んだ。発展途上国

のほうが熱心であった。 

 科学技術政策の概念が初めて登場したのは、1971 年の OECD のレポート（いわゆる

Brooks Report）6である。そこでは、それまで曖昧であった科学政策について「科学政

策は、科学研究に対する投資、制度、創造性、活用（utilisation）に影響を与える決定

を国が行うさいに、十分に検討し一貫した判断を下す基礎となるものである」と定義し

た。 

 日本では、1971 年に科学技術会議の第 5 次答申7が出されており、OECD レポートの

影響がみられる。 

2）科学技術政策の範囲 

 例えば、日本の科学技術の振興を考えた時に、国鉄、電電公社などの果たした役割は極

                                                        
3 科学技術政策の概念、起源については、小林信一(2011)が詳しい。 
4 スチールマン報告は、政府内の研究者の活動を重視し、連邦政府の研究開発投資レベルを最低限 GNP の

1％とする旨勧告した。（科学技術政策史研究会（1990）431 頁による） 
5 Yong Suk Jang, “The Worldwide Founding of Ministries of Science and Technology, 1950-1990,” Sociological 

Perspectives, 43(2), 2000, pp.247-270. 
6 OECD, “Science, Growth, and Society: A New Perspective: Report of the Secretary-Generals Ad Hoc Group on 

New Concepts of Science Policy”, OECD, 1971. 
7 科学技術会議『諮問第 5 号「1970 年代における総合的科学技術政策の基本について」に対する答申』 

1971（昭和 46）年 4 月 21 日）  
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めて大きい。現在の ICT については、かつて旧郵政省が担っていた。IT の技術に関し

てどのように考えるべきかは、課題である。 

 1990 年代以前は、原子力と宇宙のウエイトが高かった。これらの全体的な位置づけを

示せると良い。科学技術政策とは、科学技術の大部分を占めていた宇宙、原子力などを

除いたものではないか。 

 日本の科学技術政策において、通商産業省の政策が果たした役割は大きいが、現在の資

料ではその部分が薄い。国プロジェクトの役割等もある。WTO の補助金規定の影響も

あり、NEDO も基礎研究寄りとなり、産学連携に流れてきた。 

3）民間の役割 

 資料では、公的セクターによる政策について紹介しているが、科学技術の中心は、民間

の R&D が担ってきた。そういう意味で、民間の R&D に働きかける研究開発税制は重

要である。これについては、科学技術庁、通商産業省が中心になって取り組んできた。 

(3) 日本の時期ごとの見方 

1）江戸時代から明治時代にかけての連続性 

 江戸時代から明治時代にかけて、「連続」していたものと「断絶」したものがある。例

えば、明治期の初期の様々な気象台、天文台などについて、基本的な施設は江戸時代末

期にもあり、それが現在の様々な施設等につながっていくことに留意。 

2）戦前期から戦後にかけての変化 

 戦前期については、軍による科学技術への影響についても述べるべきではないか。例え

ば、軍の国権などを使った公共調達が果たした役割は大きい。軍の周りの研究開発動向

についても見ておく必要がある。 

 戦後、日本は科学技術の差で戦争に負けた、と言われた（これは、戦争責任を科学技術

の差にすり替えた面がある）。 

 海軍の技術者が民間企業に移っていって、技術の基礎が作られた。戦前に育成された人

材が、民間に移って、コアな技術者になった。 

 戦後、科学技術はある意味ハッピーな状況で、夢のある領域とされた。戦後間もないこ

ろは、科学技術に関する冊子が流行り、科学技術について、過剰な期待をかけるように

なった。 

3）1970～1980 年代についての見方 

 1970 年代終わりから 1980 年代は、科学技術政策史上のトピックが少ないが、どのよ

うな時代とみればよいか？ 
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 この頃は、経済が世界的に停滞した。米国では、連邦政府の科学技術予算伸び悩んだ。

日本では、“国立大学貧乏物語”と言われ、大学の建て替えができず、装置が買えない

という事態が起きていた。 

4）1990 年代の科学技術推進体制 

 第 1 期科学技術基本計画では、17 兆円という科学技術関係経費の目標が織り込まれた

が、それ以前の「科学技術政策大綱」（1992（平成 4）年）において、「出来るだけ早

期に倍増」というものが盛り込まれており、それを数字として表現したのがその数字で

ある。 

 当時は、そもそも日本は、世界的な共有財産にタダ乗りしているのではないか、日本は

自らの努力をするべきだ、という議論（基礎研究ただ乗り論）があった。また、当時、

公共投資何百兆円といった目標が出されていた。 

 これには、主たる政治家のサポートもあった。なお、戦後の科学技術政策に強い影響を

与えた政治家もいる。科学技術の政治史のようなものも重要な意味を持っているのでは

ないか。 

(4) 資料の構成、観点について 

1）構成 

 全体の流れがわかるような章を一つ追加できると、より全体像がバランスよくつかめる

のではないか8。 

 「トピックス」の位置づけについて、明確にして頂ければ、見通しがよくなるのではな

いか。 

 年表的な記述が多いが、この整理に加え、全体的な背景を示すような、最初の章がある

と、バランスがよくなるのではないか。 

 日本の科学技術予算について、購買力平価での推移についても記すと良いだろう。 

2）切り口 

 資料の 4 つの点（①この時代、②推進体制、③分野の政策、④基盤的政策）の関連性

についてより深堀していただきたい。 

 科学技術基本計画に、科学と社会という章があるが、その部分に関する通史も入ってい

った方がよいだろう。 

 科学者側から見た政策論もある。例えば、1999 年の「ブダペスト宣言」9、各国アカデ

                                                        
8  戦後の我が国の科学技術政策史について、コンパクトにわかりやすくまとめた資料としては、川上伸

昭（2007）がある。 
9  国連教育科学文化機関（UNESCO）と国際学術連合会議(ICSU)の主催で、「世界科学会議」が 1999 年

に、ハンガリーの首都ブダペストで開催され、「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」いわゆるブダ
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ミー間の協議組織（Inter-Academy Council : IAC）などがある。 

 学術審議会についての歴史を捉えると良いだろう。ピアレビューへの取組の経緯など、

歴史を追ってみる必要がある。 

(5) 教科書の必要性 

 科学技術政策についての教科書が国内にあったらよいのではないか。韓国にはある。日

本にもあるようになってほしい。 

 科学技術政策の全体像を描いて、それをマッピングできて、それぞれどう相互作用して

いるのか、それが示せれば、素人や若手の役にも立つのではないか。 

(6) その他 

 今後、社会福祉、医療等の費用が大きくなり、科学技術関係費が削られるのではないか。

2020 年のオリンピック以降、経済の停滞が見込まれ、その後 10 年すれば、超高齢化

社会がくる。 

 その際に、従来型の科学技術政策でよいのか。次の状況に備えるための 5 年間であり、

それを埋め込んでおかなければ、手につかなくて終わってしまうのではないか。頭数（人

口）と金が減るのであれば、生産性の高い研究活動を進める必要があるが、そういう体

制に転換できるか。日本は、ここ 15 年間で疲弊していることも確かで、それにも拘わ

らず、あまりこの論点が、議論されていない。 

 

                                                                                                                                                                   

 

ペスト宣言が発表された。 
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2． 【前史①】世界：古代から近代 

2.1 古代ギリシア、ローマ 

 技術の進展は古代から歴史に大きな影響を与えてきた。人類の文明は灌漑農業と共に始

まったが、この文明は、車を馬に引かせる戦車戦術が確立した周辺の民族によって、紀

元前 1700 年から約 300 年、蹂躙された。続いて、紀元前 1200 年頃には青銅器よりも

豊富で優れた鉄器によって軍事上の均衡は大きく変化した。さらに、紀元前 700 騎馬

戦術が普及し、遊牧民の軍事力は大きな脅威となった。10 

 紀元前 7-6 世紀、古代ギリシアではポリスがおこり、アテナイを中心に発展した。海運

交易で富を得た商工階級の内から、世界の成り立ちについて考察をする人々が現れる。

数学研究のピタゴラス、原子論のデモクリトスなどがいる11。 

 古代ローマでは、実践的・実用的な研究に重きがおかれ、ギリシアの文化や思想はあま

り浸透しなかった。ウァロはギリシアの科学から知識を吸収し、学問を 9 つに分類し

て体系化した。道路やローマ水道が整備され、建築や彫刻を設計する技術力を獲得した。

学問ではプリニウスが『博物学』、ウィトルウィウスが『建築書』、セネカが『自然の研

究』などを記した。 

2.2 中世から近代の欧州 

2.2.1 中世の欧州の大学 

 中世の大学の中でも最初期の代表的なものはイタリアのボローニャ大学とフランスの

パリ大学である。私塾の連合体としてのパリ大学がいつ成立したかを明確にすることは

できないが、1200 年にフランス王の勅許を得、1231 年の教皇勅書『諸学の父』によっ

て自治団体として認められた。イングランドのオックスフォード大学とフランスのモン

ペリエ大学もこのように自然発生した大学である12。 

2.2.2 中世から近代の欧州の産業と科学技術 

 16 世紀の宗教改革の後、17 世紀の西欧では、科学における重要な発展が相次ぎ、科学

革命と呼ばれる。 

 続いて、18 世紀の産業革命がイギリスで起きた。科学革命は西欧で生じたが、産業革

命がなぜイギリスで起こったかについては、様々な議論がある。イギリスでは、植民地

によって大きな輸出市場が確保できたこと、労働者の賃金と比較して安価なエネルギー

として石炭が利用できたために技術を活用して生産性を高めるニーズがあったこと、絶

                                                        
10 W.H.マクニール（1996/2008）42-121 頁 
11 Wikipedia による。 
12 同上。 
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対主義王政が崩壊して経済活動を重視する政策運営が可能となったことが指摘されて

いる。このことは、科学技術と産業の関係を考える上で示唆を与えている。 

 今日みるような制度化された科学・技術教育は、革命後のフランスに初めて生まれた13。 

 革命後、ヨーロッパ諸国からの反革命干渉に伴う戦争が 1792 年に起こり、政府

は火薬、銃砲、食用の絶対的不足に直面した。それらを緊急に増産するため、政

府は砲身の鋳造法や穿孔法、堆肥からの硝石の製法などを研究させた。1794 年

には外国軍隊を撃退した。 

 1793 年に自然史博物館が設置され、1794 年には実地医師養成を目的とする保健

学校、教師養成のエコル・ノルマル、中央公共事業学校、国立技術職業学院が設

立された。中央公共事業学校は、エコル・ポリテクニークと改称され、今日に至

るまでフランス随一の理工科エリート校となっている。 

 1810 年、ベルリン大学が創立された。その後のドイツの大学の範となった14。1820 年

代以来、各地に高等工業学校（Technische Hochschule）が設立された。19 世紀末に

は、これら大学も学長選出権と学位授与権を持つ工科大学に昇格する。 

 産業革命の先進国であった英国には、19 世紀に入ってもなおしばらくは制度化された

科学・技術教育は存在しなかった15。そこで、新興の産業家たちは、自分たちの科学・

教育運動を推進し始めた。最も早いのは、メカニック・インスティチュート運動で、

1823 年にロンドンに設立されたのを最初として全国に広まった。メカニック・インス

ティチュートは、機械工を中心とする職人熟練労働者に数学や機械学を教えることを目

的とした会員制の講習所だった。 

2.3 欧州以外 

 7 世紀初めに誕生したイスラムは、8 世紀には西はイベリア半島、東は中央アジアやイ

ンドに及ぶ広大な領土へ広がり、共通語であるアラビア語を用いて文化が発展した。ギ

リシアの哲学や自然科学はギリシアからアラビア語に訳されてイスラム世界で発展し、

12 世紀以降はアラビア語からラテン語に翻訳されてヨーロッパに伝わり、ルネサンス

に繋がっていった。このことは、アルジェブラ、アルゴリズム、アルコールなど、アラ

ビア語の定冠詞を(al)を冠したアラビア語起源の用語に痕跡を留めている。 

 火薬、印刷、方位磁針は世界三大発明と呼ばれるが、これに紙を加えた 4 つは中国で

発明されたものである。近代世界システムはイスラム世界を通じて羅針盤を得た西欧の

「大航海時代」によって幕を開けたが、それに先んじて、明の鄭和は永楽帝の命により

アフリカに達する大航海を行っており、その航海技術は西欧に遜色ないどころか上回る

ものだったとされている。 

                                                        
13 廣重（2002a）53 頁。この段落は、同書からの引用。 
14 廣重（2002a）57 頁。 
15 廣重（2002a）60 頁 
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2.4 主要国の近代から第二次世界大戦前までの取組 

2.4.1 米国 

 米国は、18 世紀の建国当時は広大な国土と豊富な天然資源に恵まれていたものの、遅

れてきた農業国にすぎなかった16。 

 しかし、建国当初から個人レベルでの発明や科学研究は盛んに行われていた。建国の父

の一人、ベンジャミン・フランクリンは、避雷針や遠近両用眼鏡を発明した科学者であ

り、トーマス・ジェファソンは、農学の研究者であった。 

 1830 年代、機械化による農業革命と西部開拓。 

 19 世紀半ば頃、銃器、時計、ミシンなどの生産において「米国式製造方式」と呼ばれ

る互換性部品による大量生産方式が確立。 

 1903 年、ライト兄弟が有人飛行に成功。 

 1908 年、T 型フォードの製造開始。 

 1914 年からの第一次世界大戦による戦争特需により、経済と軍事技術開発が進展。 

 1930 年代、ヨーロッパからの移民の大量流入開始。 

 1941 年、第二次世界大戦に参戦。戦争遂行のために科学が動員された。 

2.4.2 英国 

 英国は、1588 年にスペインの無敵艦隊を破った。この勝利の要因の一つとして造船業

の技術力があったと言われる17。近代造船業の始まりは、英国であった18。 

 1760 年代、世界に先駆けてイギリスの産業革命が始まる。その鍵は、木綿に対する需

要の拡大と国内綿工業の発達であり、これを支えた紡織機と蒸気機関の発達であった。 

 これら技術の改良と応用は、ロンドンの公立協会（1660 年設立）をはじめ各地にでき

た科学愛好家の集会を通じて広がった。 

 1799 年、ロンドンに公立研究所が設立された。実際に実験研究を行い、個人の寄付と

研究成果の売却で維持された。 

 1831 年、イギリス科学振興協会が設立された。 

 1827 年、ロンドンにユニバーシティ・カレッジが設立された。一般市民のための最初

の近代大学として、中産富裕層の支持を受けた。 

 1828 年、キングズ・カレッジが貴族と国教徒により設立。 

2.4.3 フランス 

 1789 年、フランス革命が起こり、世界に影響を与えた。 

                                                        
16 この項目は、独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター（以後「CRDS」）（2012）3 頁。こ

の段落は同書からの引用による。 
17  CRDS(2012)55 頁による。 
18  この項目は、CRDS(2012)51 頁以下による。 
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 革命後、ヨーロッパ諸国からの反革命干渉に伴う戦争が1792年に起こり、政府は火薬、

銃砲、食用の絶対的不足に直面した。それらを緊急に増産するため、政府は砲身の鋳造

法や穿孔法、堆肥からの硝石の製法などを研究させた。1794 年には外国軍隊を撃退し

た19。 

 1793 年に自然史博物館が設置され、1794 年には実地医師養成を目的とする保健学校、

教師養成のエコル・ノルマル、中央公共事業学校、国立技術職業学院が設立された。中

央公共事業学校は、エコル・ポリテクニークと改称され、今日に至るまでフランス随一

の理工科エリート校となっている。 

2.4.4 ドイツ 

 ドイツは、19 世紀の前半まで小国に分かれていた。 

 1871 年、プロイセンが中心となり、周辺の多くの小国、貴族領地をまとめてドイツ帝

国を成立させた。 

 ドイツは、他国に比べて、統合された国家として成立するのが遅く、19 世紀の時点で

は、むしろ後進国であった。 

 ドイツ帝国成立後、軍事力、経済力等の国力が増し、科学技術における存在感が高まっ

た。 

 ある研究によれば、自然科学系出版物の使用言語は、1920 年までドイツ語がトップだ

った20。 

 しかし、第一次世界大戦での敗戦を経て、ドイツの存在感は低下した。 

 第二次世界大戦前には、ナチスが台頭し、ユダヤ人への迫害が強まった結果、大量の優

秀なユダヤ人が国外に流出した。 

                                                        
19  再掲。廣重（2002a）による。 
2020 CRDS(2012)92 頁による。 
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3． 【前史②】日本：江戸時代から第二次世界大戦前まで 

3.1 江戸時代 

3.1.1 幕藩体制下の科学技術 

 世界に進出した西欧人との接触が行われるようになったのは戦国時代からである。 

 江戸時代、幕府や諸藩は城下に鉄砲鍛冶や刀鍛冶・武具師を住まわせ、兵器製造技術の

導入や維持にはそれなりに力を入れていた。また、暦の編纂や時報のための天体観測や

研究にも費用を投じた21。 

 関孝和はライプニッツ、ニュートンとは独立に微分や積分に相当する概念に到達。 

 石見銀山、生野銀山、佐渡金山が存在し、特に銀は世界生産量の 1/3 を占めていた。 

3.1.2 幕末期における西欧近代科学の受容 

 日本人による西欧近代科学の学習は、1770 年代の「蘭学事始」のころに始まる。しか

し、多少とも系統だった近代科学の教育が制度的に行われるのは、1853 年、ペリー来

朝以来のことである 。 

 徳川幕府は、1855 年、長崎に海軍伝習所を設立して、オランダ人を教官として航海、

造船、測量、砲術の教育を始めた。また、幕府は洋学所を設けて外国書の翻訳にあたら

せるとともに、外国語と地理学、物理学、化学、兵学等の教育を始めた。「洋学所」は、

何度か名称を変え、開成所（1863 年）となった。 

 幕府は、1860 年に、2 年前に蘭方医たちの設立した種痘館を幕府直轄とし、種痘所と

改称した。1863 年には、「医学所」と改称された。 

 幕末には海防、さらには国内戦に備えて幕府や諸藩が軍備の近代化を進めた。ペリー来

航前後からの十数年間で、海岸の台場に備える大型の様式砲や火打石で発火する銃剣付

きの銃、様式帆船に始まり、雷管で発火する銃、施条銃や施条砲、さらには後装施条砲

や連発銃、汽船と 17 世紀から同時代までのさまざまな新兵器が導入された22。 

 1851（嘉永 4）年に薩摩藩主に就任した島津斉彬が行った集成館事業では、蘭書の翻

訳に依拠した高炉・反射炉、水力砲身さん開装置といった兵器製造施設のほか、産業の

振興のための力織機による織物工場やガラス製造工場などを建設した。 

 薩摩藩より早く反射炉による大砲製造を成功させた佐賀藩の場合には、1851 年に医学

寮内に蘭学寮を設けて蘭学教育を始め、のちに蘭学寮を軍事技術担当の火術方に移管し、

また精錬方をもうけ、写真術や電信機の研究も行った23。 

  

                                                        
21 鈴木淳（2010）10 頁。 
22 鈴木淳（2010）10 頁。 
23 鈴木淳（2010）11 頁。 
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3.2 明治期 

3.2.1 【この時代】明治新政府の誕生、官営工場の民営化 

(1) 明治新政府の誕生 

 1868 年、徳川幕府が倒れ、明治新政府となり、中央集権国家が誕生した24。 

 新政府となっても欧米の軍事力を背景とした不平等な通商条約が引き継がれるなど、国

際環境は依然厳しく、欧米先進国と同様な独立国家を作り上げることが当時の至上命題

であった。 

 このため、政府・経済体制の欧化、軍備の拡充近代化が富国強兵のスローガンのもとに

実施された。 

 欧米の軍事力の背景には、軍事技術と産業革命を経た産業力があり、それを支えている

のが体系化された科学技術であることから、積極的な科学技術の移植が政府を中心に実

施された。 

(2) 民間産業の勃興 

 民間に官営工場を払い下げたことにより、民間資本による産業が次第に発展してきた。 

 日清戦争（1894-95 年）の前後から繊維工業などの軽工業部門が発展し、さらに明治

30 年から八幡製鉄所の建設が始まる。八幡製鉄所における製鉄は、当初成功しなかっ

たが、明治 38 年に高炉製銑に成功し、その後の日本の重工業技術の中心となった。 

 近代製糸業が成長した結果、1880 年代末にアメリカ市場において 5 割に達した日本糸

の市場占有率は 1910 年代には 6 割、1920 年代には 7 割に達した25。 

 日露戦争（明治 37-38 年）前後から造船業、製鉄業、石炭産業、電力事業などの重工

業部門が発達を始めた。 

 産業界では、高級技術者を必要としており、古河財閥は、東北、九州の両帝大の設立の

ために約 100 万円を寄付した。 

(3) 戦争等 

 1894（明治 27）年、日清戦争 

 1895（明治 28）年、台湾に台湾総督府を置く 

 1904（明治 37）年、日露戦争 

 1910（明治 43）年、韓国併合 

                                                        
24 科学技術政策史研究会（1990）16 頁。以下、箇条書きも同様。 
25 中林真幸（2012）87 頁。 
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3.2.2 科学技術政策に相当する取組 

(1) お雇い外国人の活用、留学 

 明治政府は各種分野で外国人の科学者、技術者を雇っている。当初は外国人の質もさま

ざまであったが、1872（明治 5）年頃から、在外公館などを通じて人選を委嘱するな

ど慎重に実施している26。 

 お雇い外国人の数は、1872 年（明治 5）年に 369 人、1873（明治 6）~1875（明治 8）

年には 500 人台とピークを迎え、その後 10 年程度で急減した（1885（明治 18）年は

134 人）。 

 留学生の派遣は江戸時代末期にも行われていたが、明治新政府になり、留学生の派遣が

政府の支出に統合された。1873（明治 6）年の調査では、官費留学生が 250 名、私費

留学生を合わせると 373 名であったと言われている。 

 明治政府は、鉱山やフランス人の指導のもとで建設が進む横須賀製鉄所などを幕府から

引き継いだ。また、新たに多くの雇い外国人を招いて新橋－横浜間の鉄道建設に着手し、

イギリス政府との約束によりイギリス人ブラントンの指導のもとで灯台建設を進め、デ

ンマーク籍の大北電信会社による海底線敷設に先んじて横浜－長崎間を敷設すべく、イ

ギリス人ギルバードの指導のもとで電信の敷設を進めた27。 

(2) 文部省の設置28
 

 明治新政府は、1871（明治 4）年に「文部省」が設置した。翌 1872（明治 5）年には、

「学制」を公布し、初等から高等教育までの教育制度が出来上がった。 

 学制は、主としてフランスにならい、アメリカをも参考にした、なかなか急進的な近代

教育制度を施行するものであった 。 

 小学校における就学児童率は、1873（明治 6）年時点では 28％であったが、1903（明

治 36）年には 93％に達した29。 

(3) 大学の設置 

 維新後、明治政府は幕府から開成所（「南校」と呼ばれるようになった）、医学所（同「東

校」）等を引き継ぎ、再開していた30。 

 1877 年（明治 10 年）に両校は合併し、「東京大学」が誕生した。最初の学部は、法・

文・理・医の 4 学部で、理学部には化学科、数学・物理学及星学科、生物学科、工学

科、地質学及採鉱学科の 5 学科を置いた 。 

                                                        
26 科学技術政策史研究会（1990）17 頁。 
27 鈴木淳（2010）14 頁。 
28 廣重（2002a）14 頁、科学技術政策史研究会（1990）18 頁。 
29 未踏技術協会（1990）18 頁（原典は、文部省学制 100 年史、教育統計）。 
30 廣重（2002a）14 頁。 
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 この頃の日本の専門教育はほとんど外国人に頼らねばならなかった。 

 1877（明治 10）年に東京大学が設立されたおり、法的規定は「学制」の中の抽象的一

項目だけであった。大学についての詳しい性格・組織・位置づけの規定は、1886（明

治 19）の帝国大学令をまたねばならなかった31。 

 帝国大学令以前の大学（東京大学一つしかなかった）は、実学的な教育を主眼としてい

た。学制においても教育令においても、大学は専門学科を教え授けるところと規定して

おり、研究というようなことには全然触れていない。 

 帝国大学を東京のほかに京都にも設けて互いに競争させるべしという議論は、1892（明

治 25）年頃からあったが、実現したのは 1897（明治 30）年、日清戦争の講和条約成

立後である。 

(4) 専門学校の設置 

 井上毅は教育改革を進め、1894（明治 27）年に高等学校令を制定し、高等学校を専門

職業教育中心に編成しなおそうとした32。 

 専門職業教育の制度的確立は、1903（明治 36）年、菊池大麓文相による専門学校令の

制定をまたねばならなかった。それまでばらばらに設立され、統一的な規定・基準がな

かったが、専門学校令によって、統一され、多くの私学も専門学校として初めて公的な

位置づけを得た。 

(5) 工部省の設置、工部大学校 

 「工部省」は 1870 年（明治 3 年）に設けられ、その中に燈台・電信等の技術を研修さ

せる機関が置かれ、1873 年に「工学寮」となった。 

 工学寮は、当時、世界唯一の総合的工科大学であるチューリヒの連邦工科大学にならっ

て組織され、土木、機械、電信、造家、化学及び溶鋳、鉱山の 6 学科が置かれた 。 

 1877 年には工部大学校と改称され、明治期の技術者・工学者を輩出した。その後、文

部省に移管された後、1886 年に東大に合併して帝国大学工科大学となった。 

 1885（明治 18）年、内閣制度とともに工部省は廃止されて、逓信省と農商務省に分割・

統合された。 

(6) 内務省 

 内務省は、1873（明治 6）年に設置され、殖産興業の方針のもとに技術政策を進めた。

基本的には工部省などが行った外国製工作機械の輸入と技術者の招へいにより技術導

入を図ることであったが、民間への技術の普及が主眼とされている33。 

                                                        
31 廣重（2002a）27 頁による。以下、この段落は引用による。 
3232 廣重（2002a）34 頁による。以下、この段落は引用による。 
33 科学技術政策史研究会（1990）20 頁。 
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 内務省の殖産興業策として注目されるのは内国勧業博覧会である。第 1 回は、1877 年

（明治 10）年、東京で開催された。 

 その後、財政事情などから、お雇い外国人による性急な技術導入が難しくなってきた。

それとともに官営工場の赤字解消のために、工部省、内務省の現業工場を民間へ払い下

げることとなり、民間の全産業を指導し、取り締まるといった産業政策部門を担当する

農商務省が設置された（1881（明治 14）年）。 

 札幌には 1872 年以来の札幌農学校があり、大阪には 1869 年以来、大阪舎密局（後に、

大阪開成所）があった。それぞれ北海道大学、京都大学へつながる 。 

 1890 年前後、明治 20 年すぎには日本の科学は独り立ちするに至った。外人教師は日

本人に置き換わり、それまで日本人教師の場合でも外国語で講義していたのが日本語と

なった。 

(7) 試験研究機関の設置 

 明治政府は、行政上必要となる科学技術的業務を行うための機関を行政組織内に設置し

ていった。明治政府は 20 世紀になるまでに、次のような機関を設置した34。 

 1871（明治 4）年 海軍水路局 

 1874（明治 7）年 東京衛生試験所 

 1875（明治 8）年 東京気象台 

 1879（明治 12）年 東京学士会院 

 1882（明治 15）年 地質調査所 

 1887（明治 20）年 特許局 

 1888（明治 21）年 東京天文台・陸地調査部 

 1891（明治 24）年 電気試験所 

 1892（明治 25）年 震災予防調査会35
 

 1893（明治 26）年 農事試験場・水産調査所 

 1895（明治 28）年 横浜生糸検査所 

 1898（明治 31）年 測地学委員会36
 

 1899（明治 32）年 伝染病研究所、水沢緯度観測所 

 1900（明治 33）年 海軍艦政本部、東京工業試験所 

 初めて工業発展推進のための研究を目的に掲げた機関は、1900 年に設立された東京工

業試験所である。当時、窯業、都市ガス、製糖、マッチなどの化学工業が発展し始めて

いたが、技術水準が低く、政府はその水準向上のための研究活動を推進しようとした37。

                                                        
34 廣重（2002a）22 頁による。 
35 1891（明治 24）年の濃尾大地震の後、文部省に設けられた。地震及び地震予防策の基礎的研究を行うも

の。1925（大正 14）年に東大地震研究所となった。（廣重（2002a）25 頁による） 
36 1892（明治 25）年、万国測地学協会から日本での緯度調査依頼がきたのに始まり、1898（明治 31）年に

置いた。1898 年 10 月の万国測地学協会総会で、国際共同観測の地点の一つとして岩手県水沢が選ばれ、翌

年、水沢緯度観測所が設けられた。（廣重（2002a）25 頁による） 
37 廣重（2002a）23 頁による。 
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1903 年以後、民間企業の需要に応じて分析・試験などのサービス業務を行うこととな

った。 

 工部省以外の他省も洋式技術の本格的導入に乗り出してきた。1872（明治 5）年には

大蔵省が富岡製糸場を開業して製糸技術の伝習を始めた。海軍は工部省から横須賀造船

所を譲り受け、陸軍はフランス陸軍顧問団の指導で東京に砲兵工廠の建設を本格化した

38。 

(8) 度量衡の整備 

 明治政府は 1870（明治 3）年以来、全国共通の尺度を制定する努力を始め、1875 年、

度量衡取締条例を制定公布した39。これは尺貫法であったが、その後、工業化が進むと

ともにヤード・ポンド法も使われ始め、測量・気象事業ではメートル法が普及した。 

 1886（明治 19）年、日本はメートル条約に加入した。1893（明治 26）年にはメート

ル法に基礎を置く度量衡法が制定された。これは、尺・貫法を基本単位とするものであ

るが、一尺は 10/33 メートル、貫は 15/4kg というように、メートル原器によって単位

を定義していた。 

 日清戦争（1894～95 年）の後、工業の発展によって、工業用度量衡器の構成・地方機

関や業界への指導の要請が高まり、1903（明治 36）年、度量衡検定所が設立された（現・

産業技術総合研究所・軽量標準総合センター）。 

(9) 特許法の制定 

 1883（明治 16）年のパリ会議で、工業所有権保護に関する国際的な同盟条約が締結さ

れた40。 

 これを受けて、我が国でも、1884（明治 17）年に商標条例、翌年に専売特許条例が公

布された。しかし、これはまだ国内向けの特許制度であったため、外国からパリ条約の

加盟を要請された。 

 その結果、それまでの不平等条約などの条約改正を引き換えに、1899（明治 32）年に

特許法、意匠法、商標法の三法を公布し、同年、パリ条約に加盟した。1905（明治 38）

年には実用新案法が公布され、現在の工業所有権四法の基礎が固まった。 

  

                                                        
38 鈴木淳（2010）16 頁。 
39 廣重（2002a）24 頁による。以下、この段落は引用による。 
40 この項は、科学技術政策史研究会（1990）21 頁による。 
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3.3 大正期 

3.3.1 【この時代】第一次世界大戦、重化学工業化の進展 

(1) 第一次世界大戦 

 1914（大正 3）年、第一次世界大戦が始まり、我が国は、輸出の急増、海運の好況な

ど空前の好景気を迎えた41。 

 欧州では、戦争中に民間産業を軍需生産に動員するなど国家対国家の総力戦が行われた。

戦場においても戦車、航空機、潜水艦、毒ガスなど科学技術の発展を基礎とした新兵器

が使用された。こうしたことから各国政府は、科学技術が軍備強化、勢力拡張に重要で

あると認識するようになった。 

(2) 繊維産業の発展、さらに重化学工業へのシフト 

 近代製糸業が成長を開始して生糸の輸出が急拡大、1920 年代にはアメリカ市場で実に

7 割のシェアに達した。 

 この時期、工業の中心は、綿織物業などの軽工業から鉄鋼を中心とした重化学工業へと

移った。 

3.3.2 科学技術政策に相当する取組 

(1) 各種奨励金 

 第一次大戦を契機に、政府による科学技術研究に対する補助が始まった42。 

 農商務省は、大正 6 年から発明奨励費の交付を開始。 

 文部省は、大正 7 年、自然科学研究の助成のため科学研究奨励費の交付を開始。 

(2) 高等教育の充実 

 第一次世界大戦後の産業の発展により、専門家の需要を増大させ、高等教育志望者を増

加させた43。 

 このため、公立・私立の学校にも大学の資格を与えるとともに、教育の他に研究も大学

の機能とした大学令が大正 8 年に施行された。 

 同年、高等教育の拡張が行われ、高等学校 10、専門学校 19、帝大の学部 4 が新設され

た。 

 京都府立医大が創設された後、1929（昭和 4）年までに 7 つの医学専門学校が大学と

                                                        
41 科学技術政策史研究会（1990）24 頁。以下の箇条書きも同じ。 
42 科学技術政策史研究会（1990）24 頁による。 
43 この項目は、科学技術政策史研究会（1990）24 頁による。 
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なった。また、東京、大阪の高等工業、神戸高等商業が大学に昇格した。東京、広島に

文理科大学が設置された。 

(3) 研究所の設立 

 第一次大戦から昭和の初めまでに多くの研究機関が、主に国の主導で設置された44。 

 1914（大正 3）年 蚕業試験所 

 1915（大正 4）年 海軍技術本部 

 1916（大正 5）年 伝染病研究所、畜産試験場、逓信省船用品検査所 

 1917（大正 6）年 （財）理化学研究所 

 1918（大正 7）年 綿業試験所、海軍航空機試験所、臨時窒素研究所、樺太庁農

業試験所・水産試験所、電気試験所、大阪工業試験所 

 1919（大正 8）年 茶業試験所、陶磁器試験所、陸軍技術本部・陸軍科学研究所 

 1920（大正 9）年 燃料研究所、海洋気象台・高層気象台、栄養研究所、海軍艦

政本部、専売局中央研究所 

 1921（大正 10）年 園芸試験場、獣疫調査所、朝鮮総督府水産試験所、虚空研

究所（東大附置）、台湾総督府中央研究所 

 1922（大正 11）年 林業試験場、金属材料研究所（東北大附置）、朝鮮総督府林

業試験場、内務省土木試験所、朝鮮総督府燃料選鉱研究所 

 1923（大正 12）年 海軍技術研究所 

 1924（大正 13）年 内閣印刷局研究所 

 1925（大正 14）年 地震研究所（東大附置） 

 1926（大正 15）年 化学研究所（京大附置） 

 1928（昭和 3）年 工芸指導所、関東庁農事試験場・蚕業試験場・水産試験場 

 1929（昭和 4）年 水産試験場、朝鮮総督府農業試験場 

 大学の学部から独立し、学部と対等の地位にある大学の附置研究所がこの頃より各種つ

くられた。 

(4) 理化学研究所の設立 

 19 世紀末から 20 世紀の初めにかけて、ドイツ、英国、米国で国立の大研究所がつくら

れ、我が国でも、国立の大研究所をつくろうという動きが起こった。1913（大正 2）

年に米国から一時帰国した高峰譲吉は、国立科学研究所の設立を政財界に働きかけたが、

第一次大戦の勃発により中断した45。 

 第一次大戦によりドイツからの化学薬品や原料の輸入が止まり、化学工業が打撃を受け

たため、1914（大正 3）年、農商務省内に化学工業調査会が結成され、化学工業振興

のために大規模な研究所の設立の建議がなされた。 

 そこで、研究所設立のための協議会が発足し、1915（大正 4）年、理化学研究所設立

                                                        
44 科学技術政策史研究会（1990）25 頁による。研究所リストの原典は、廣重徹『科学の社会史』 
45 この項目は、科学技術政策史研究会（1990）27 頁による。 
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に関する草案がつくられた。その後、1917（大正 6）年、財団法人として理化学研究

所が発足した。 

 集まった資金は、毎年 1 万円の 10 年間の下賜金、財界からの寄付 200 万円、年

25 万円の国庫補助であった。 

(5) 国産化の奨励、各種基準の創設 

 第一次世界大戦の影響を受けて合成染料などの輸入が途脱したことから、我が国の産業

は大きな影響を受けた46。 

 政府は、1915（大正 4）年、染料医薬品製造奨励法を公布し、翌年、染料製造株式会

社を発足させた。民間化学工業に初めて有機合成技術が定着し、その後の技術の高度化

の基礎がつくられた。 

 ソーダ工業に関しては、1917（大正 6）年に工業所有権戦時法により空中窒素固定法

の特許が収容され、これを工業化するために翌年、臨時窒素研究所が設立された。 

 機械製造業の興隆とあいまって鉄鋼需要が増大した。しかし鉄鋼の輸入も途絶えたため、

鉄鋼が不足し、政府は 1917（大正 6）年、製鉄業奨励法を公布し、民間製鉄業の発展

を促した。一方で、製鉄業が未熟だったため、東北大学金属材料研究所を設け、その技

術の発展を促した。 

 それまで工業製品の寸法形状に不統一が見られた。1919（大正 8）年、農商務省は、

度量衡及び工業品規格統一調査会を設置し、同年、度量衡をメートル法に統一するとの

答申がなされた。1921（大正 10)年、改正度量衡法が公布され、度量衡はメートル法に

統一された。 

(6) 軍需産業の育成 

 第一次世界大戦中の 1918（大正 7）年、軍需工業動員法47が公布された。この法律は、

平時から軍需生産力を調査し、戦時には必要に応じて国家が工場を収用し、あるいは業

務について命令を下しうることを定めている48。 

 同法の実施期間として、1918（大正 7）年、内閣に軍需局が置かれた。1920（大正 9）

年には軍需局と統計局とが一緒になり、内閣に国勢院が設置され、軍需工業力の調査と

軍需工業の奨励が行われた。1922（大正 11）年、国勢院は廃止され、軍需工業奨励の

仕事は、農商務省に引き継がれた。 

 しかし、軍需動員のための機関の設置が強く要望されたため、1927（昭和 2）年、内

閣に資源局と資源審議会が設置され、資源局は科学技術活動の統制に向けた政策を推進

することとなった。 

 陸軍では、自動車工業の育成を開始した。政府は、民間貨物自動車工業の政策的保護を

                                                        
46 この項目は、科学技術政策史研究会（1990）28 頁による。 
47 同法の発動は、1937（昭和 12）年に日中戦争においてである。 
48 この項目は、科学技術政策史研究会（1990）31 頁による。 
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図るため、軍用自動車補助法を制定し、民間で製作する 6 種類の規格トラックに補助

金を交付した。 

 海軍は、「比叡」級戦艦の建造に際して、英国でつくられた設計図面のコピーを三菱・

川崎造船所に利用させることにより造艦技術の習熟を図った。 
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3.4 昭和初期（第二次大戦中まで） 

3.4.1 【この時代】金融好況から日中戦争、第二次世界大戦へと至る戦時体制の構築 

(1) 第一次世界大戦後の不況 

 1927（昭和 2）年、金融恐慌。多くの中小銀行が破たん。 

 1929（昭和 4）年、世界恐慌。 

(2) 太平洋戦争への歩み 

 1927（昭和 2）年、山東出兵。 

 1931（昭和 6）年、満州事変。 

 1937（昭和 12）年、盧溝橋事件、日中戦争の開始。 

 1941（昭和 16）年、太平洋戦争開始。 

 1945（昭和 20）年、日本降伏、太平洋戦争の終結。 

3.4.2 【科学技術政策に相当する取組】資源局、日本学術振興会 

(1) 産業政策 

 昭和初期、政府は各種の産業政策を実施した。1931（昭和 6）年、国策上重要な産業

の育成をねらった重要産業統制法が制定され、石油、電力、製鉄、造船、自動車などの

産業の育成と国家統制を目指す措置がとられた49。 

 電力については、1932（昭和 7）年、五大電力の激しい競争を理由に電気事業法が改

正され、発送電、施設計画、料金設置などについて逓信大臣が統制権を持つこととなっ

た。 

 自動車については、国産振興委員会答申を受けて、1931（昭和 6）年に自動車工業確

立調査委員会が発足し、国産標準車選定などを行った。1936（昭和 31）年、自動車製

造事業法が制定された。 

(2) 資源審議会、資源局 

 資源局は、人的・物的資源の調査と統制運用計画に関する事項を統括していた。資源審

議会は、同じ事項に関する諮問機関である。 

 1930（昭和 5）年、資源審議会は、我が国における科学的研究の改善に関する諮問に

対して、「国として重要な研究項目を調査発表し、助成措置を講じること」等を内容と

する答申をまとめた。 

                                                        
49 この項目は、科学技術政策史研究会（1990）33 頁による。 
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(3) 日本学術振興会 

 日本学術振興会は、桜井錠二帝国学士院長らの呼びかけで研究者らが集まり、学術研究

振興機関の設立を協議したことが契機となり、1931（昭和 6）年、設立した。 

 日本学術振興会の活動は、1933（昭和 8）年から開始された。自然科学だけでなく、

人文・社会科学の研究や大学院生も研究補助の対象となっていた。 

(4) 学制改革 

 満州事変以降、急速に経済状況が改善され、理工系学生が不足した。 

 1938（昭和 13）年、政府は、国家総動員法を発動した。さらに、政府の指定する学校・

学科（主に軍需産業に関連する理工系）の卒業者を採用しようとする会社、工場はあら

かじめ厚生大臣の許可を得なければならないとする「学校卒業者使用制限令」を公布し

た。 

 1939（昭和 14）年、文部省は多数の高等教育機関（理工系）を新設した。これら学校

の多くは、実業家の寄付により発足した。 

 教育審議会が、1937（昭和 12）年に内閣に設けられ、教育改革について検討していた

が、同審議会は、1942（昭和 17）年に廃止された。教育政策は、大東亜建設審議会に

移され、理工系の拡充、就学年限の短縮、教育の国家統制などが提案された。 

 理工系の拡張のため、1942（昭和 17）年、東京帝国大学第二工学部が設置された。 

 1943（昭和 18）年には、教育に関する戦時非常措置方策が閣議決定され、高等商業の

一部が工業専門学校に転換し、文科系の私立大学が理系の専門学校になった。 

(5) 科学研究費交付金制度の創設 

 1938（昭和 13）年、文部省に科学振興調査会が設置された。同会は、理工系大学の拡

充、大学院の充実、研究費の増大等を答申した。 

 同調査会の建議により、1939（昭和 14）年、文部省科学研究費交付金が新設された。 

 また、1940（昭和 15）年、その事務を行う科学課が文部省専門学務局に設置された。

さらに、1942（昭和 17）年には、科学局に拡充された。 

(6) 国家総動員法の制定、科学技術における総動員体制 

 1935（昭和 10）年、国家政策の大綱を審議し、その具体化のための調査・検討を目的

とした内閣審議会と内閣調査局（後の経済企画庁）が設置された。 

 1937（昭和 12）年、盧溝橋事件が起こり、本格的に戦争が始まった。軍需工業動員同

が発動され、いくつかの金融・経済統制法がつくられた。同年、資源局と企画庁の統合

により動員の中枢機関となる企画院が設立された。 

 企画院は、国家総動員法の制定に取り組み、1938（昭和 13）年、同法が公布された。 

 1939（昭和 14）年、企画院は科学部を設置し、科学研究の振興とその国家動員を扱う



 

31 

 

こととした。 

 1940（昭和 15）年には、科学動員計画要綱が閣議決定され、研究者と資材の確保、配

分計画が検討された。 

 1940（昭和 15）年、近衛内閣は、基本国策要綱を発表した。この中に、「科学の画期

的振興並びに生産の合理化」が掲げられた。これを受けて、企画院は、「科学技術新体

制確立要綱」の原案を作成した。同要綱は、1941（昭和 16）年に閣議決定された。同

要綱では、科学技術研究機関の総合整備、科学技術審議会の設置を指摘した。 

 1942（昭和 17）年には、技術院が官制公布された。技術院には、規格統一、航空機関

連の企画に関する事務が移管された。さらに、特許局、中央航空研究所が監督下に置か

れた。科学技術審議会は、1942（昭和 17）年 12 月に官制公布された。 

 このような中で、航空機、レーダーの研究開発を集中実施する努力がなされたが、遅々

として進まなかった。 

 1943（昭和 18）年 8 月には、科学研究の緊急整備方策要綱が閣議決定され、大学の科

学研究について体制を整備することとなった。10 月には、科学技術動員総合方策確立

に関する件が閣議決定され、研究動員会議と臨時戦時研究員制度がつくられた。 

 しかし、これら動員は必ずしも成功したとは言えないとみられている。 

3.4.3 【まとめ】戦後に引き継いだもの 

 第二次大戦を契機に、技術院を中心に、欧米と比べ遅れていた科学技術の振興方策が集

中して議論されており、このことが戦後の科学技術政策立案に大きく役立ったとみられ

る50。 

 技術院は戦後すぐ廃止され、その業務は文部省や商工省に引き継がれたが、技術院を契

機として科学技術者が行政府において政策立案に参画し、科学技術動員総合方策の確立

などを通じて経験を積んでいた。 

 戦前の科学研究費交付金制度は、科学研究費補助金として戦後に残った。 

 理工系の人材が大量に養成された。戦争末期に教育年限の短縮、学徒動員が実施された

が、当初、理工系の学生はこれを免除されており、結果的に理工系の教育を受けた人材

が多く戦後に残った。 

 戦争を契機に増大した理科系の大学、学部、専門学校は十分な成果を上げないままに終

戦を迎えたが、その多くは終戦後、新制大学として存続し、多数の技術者を生み出した。 

 

 

 

 

                                                        
50 この項目は、科学技術政策史研究会（1990）40 頁による。 
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4． 【日本の科学技術政策史①】通史（戦後） 

4.1 1945 年 8 月から 1949 年：戦時体制の総括、戦後新体制の構築 

4.1.1 【この時代】終戦と戦後改革 

(1) 終戦と戦後改革 

 1945（昭和 20）年 8 月に終戦となり、同月末に GHQ（連合国最高司令官総司令部）

が設置された。 

 GHQ は、日本の非軍事化と民主主義体制への変革のため、残存軍事能力の破壊、戦争

責任者の追放、財閥の解体、農地解放、教育目標の転換などを進めた。 

 1947（昭和 22）年 5 月、「日本国憲法」が制定され、11 月に公布された。 

 1947（昭和 22）年 3 月、「教育基本法」と「学校教育法」が制定され、学校体系が、「六・

三・三・四制」となった。 

(2) 中国、朝鮮の動乱 

 1949（昭和 24）年 10 月、中国共産党政権樹立。 

 1950（昭和 25）年 6 月、朝鮮戦争勃発。 

 1950（昭和 25）年 8 月、警察予備隊設置。 

4.1.2 【推進体制】学術体制の刷新、工業技術庁の設置等 

(1) 技術院の解体、原子力研究の禁止等 

 GHQ は、1945（昭和 20）年 9 月、科学動員の中枢的機関であった内閣技術院に解体

を指令した。また、非軍事的な分野での活動を前提として、次の措置を取った51。52 

 一般的調査業務は、内閣に新設する調査局に所掌させる。 

 特許と標準化に関する業務は、商工省に特許標準局を新設して所掌させる。 

 その他の業務は、文部省の科学局を改組した科学教育局に所掌させる。 

 軍事的技術の研究・教育を禁止。 

 GHQ は、1945（昭和 20）年 9 月から 1 月にかけて、放射性同位元素の分離、航空に

関する研究と教育、レーダー装置の研究などの禁止を指令した。GHQ は、1945（昭和

20）年 11 月、理化学研究所、京都帝大、大阪帝大のサイクロトロン施設の破壊を指令

した。 

 軍事的技術の研究の監視も任務として 1945（昭和 20）年 11月、連合国軍総司令部（GHQ）

                                                        
51 科学技術政策史研究会（1990）52 頁。 
52 占領期の科学技術政策については、ボーエン・C. ディーズ（2003）に詳しい。 
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経済科学局（ESS）に科学技術課が発足した53。 

(2) 理化学研究所の改組 

 1917（大正 6）年に設置された財団法人理化学研究所は、その後活動の範囲を拡げ、

第二次大戦時には理研コンツェルンと呼ばれる各種の株を保有し、その配当金を研究資

金としていた。このため、GHQ に持株会社と認定され、財閥解体の対象の一つとして、

1948（昭和 23）年 3 月の解散指令により単なる株式会社組織の科学研究所に改組され

た54。 

(3) 学術体制の刷新 

 1946 年（昭和 21）年 9 月に衆議院で「科学技術の振興に関する建議案」が満場一致で

採択された。提案した国会議員科学倶楽部と八木秀次大阪帝大学長を会長とする科学技

術政策同志会は、政府委員会の設置を求めたが、実現しなかった55。 

 GHQ の ESS（経済科学局）の科学技術部の次長ハリー・C・ケリー博士は、我が国の

科学研究体制の刷新に熱意を抱き、当時、東大教授であった田宮博、茅誠司、嵯峨根遼

吉の各氏らと科学渉外連絡会（SL）を設け、今後の我が国の科学研究体制について討

議を行った。 

 SL を中心に学術研究体制世話人会が組織され、そこでの準備過程を経て、1947（昭和

22）年 8 月、内閣の臨時機関として、学術体制刷新委員会（会員 108 名、委員長 兼重

寛九郎博士）が設置された56。 

 同委員会は、1948（昭和 23）年 3 月に、日本学術会議と科学技術行政協議会の二機関

を設置するという答申を行った。その骨子は、「全国の科学者によって民主的に選挙さ

れた日本学術会議を設立するとともに、科学技術行政協議会（STAC）を設けて、科学

を行政の上に有効に反映させること」というものであった。 

 答申を受けて、政府（総理庁官房審議室）は、日本学術会議法、科学技術行政協議会法

の二法案を国会に提出し、同年中に制定公布された。 

1）日本学術会議の発足 

 日本学術会議は、総理府の機関として 1949（昭和 24 年）に発足した。同会議は、科

学者の選挙により選ばれる会員から構成され、科学者の代表機関として科学技術に関す

る提言を行ってきた57。 

 同会議は活発に活動し、最初の 2 年間だけで、政府の諮問に対する答申 22 件、自らの

                                                        
53 鈴木淳（2010）100 頁。 
54 科学技術政策史研究会（1990）52 頁 
55 鈴木淳（2010）100 頁。 
56 科学技術政策史研究会（1990）53 頁 
57 NISTEP(2013)「2.6 学術会議」の箇所による。 
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発意による勧告または声明 75 件を出した。しかし、勧告や声明の中には、科学者の自

由の強調、原子力研究政策のあり方、大学と国立研究所の多数の増設なども含まれ、政

策上の理念の相違や予算措置上の困難性から、年を経るにつれて同会議と政府との関係

は次第に疎遠になっていった58。 

2）科学技術行政協議会（STAC） 

 科学技術行政協議会（STAC）は、総理府に設置され、日本学術会議と緊密に協力して、

科学技術を行政に反映させるための方策や各行政機関相互の科学技術に関する行政の

連絡調整に必要な措置を審議することを目的とした。 

 同協議会は会長に内閣総理大臣、副会長に国務大臣をあて、日本学術会議の推薦による

学識経験者及び各省庁の事務次官により組織された59。 

 GHQ の統治期間中の STAC は、GHQ の支援を受けた日本学術会議と我が国行政機関

に連絡に加えて、GHQ と我が国の行政機関との間の連絡が主なものであった。GHQ

は STAC の結論を尊重し、その実現を力強くバックアップした60。 

 なお、STAC は、占領中はある程度の業績を上げたが、講和条約成立により、GHQ の

後押しを失ってから行政面での地盤が沈下し、その後、科学技術庁発足に当たってこれ

に吸収されることとなった61。 

(4) 資源調査会の設置 

 天然資源に乏しい我が国は資源を有効に利用することが不可欠であるとの認識を踏ま

え、1947（昭和 22）年末に資源委員会(昭和 24 年に資源調査会と改称)が経済安定本部

の付属機関として発足した62。 

(5) 工業技術庁の設置 

 1945（昭和 20）年 9 月、GHQ の指令による技術院の解体に伴い、技術院が行ってい

た特許と標準化行政は、商工省に設けられた特許標準局が継承することとなったが、あ

くまで暫定措置と考えられていた63。 

 1948（昭和 23）年には、工業及び鉱業の科学技術に関する試験研究を強力かつ総合的

に遂行し、生産技術の向上とその成果の普及を図ることを目的として工業技術庁が設置

された64。 

                                                        
58 科学技術政策史研究会（1990）55 頁。 
59 NISTEP（2013）「2.3 行政体制」の箇所。 
60 科学技術政策史研究会（1990）56 頁による。 
61 新技術振興渡辺記念会（2009）90 頁による。 
62 科学技術政策史研究会（1990）57 頁による。 
63 科学技術政策史研究会（1990）58 頁による。 
64 NISTEP(2013)「2.3 行政体制」の箇所。 
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 工業技術庁は、通商産業省の外局とされ、調整部及び標準部が置かれた。従来、通産省

本省が所管していた 13 の試験所は、工業技術庁の附属機関とされ、調整部で総合的に

管理することとされた65。 

 同庁は、1952（昭和 27）年の政府全般の機構簡素化措置により、組織法上は外局から

附属機関に格下げとなり、名称が工業技術院と改められた。 

 同庁（院）は、1949（昭和 24）年と 1955（昭和 30）年に「技術白書」を発行し、1951

（昭和 26）年に「研究白書」を発行した。 

(6) 国立学校法の制定 

 1949（昭和 24）年、国立大学を主な対象とする国立学校法が制定された66。 

 私立大学については、1949（昭和 24）年に私立学校法が制定された。なお、私立大学

の研究設備に対する国の補助に関する法律が、1957（昭和 32）年に制定された。 

(7) 日本学術振興会の存続 

 国家的な学術研究振興機関として 1932（昭和 7）年に設立された日本学術振興会は、

学術奨励団体として存続することとされた（その後、1967（昭和 42）年に特殊法人と

なり、学術振興事業の中核的実施機関となった）。 

(8) その他 

 戦後初期には、人文・社会科学に重点を置いた学術政策が成立した。1946（昭和 21）

年に、文部省科学教育局に人文科学研究課が設置され、同時に、審議会として人文科学

委員会が設置された。同委員会は、研究の助成及び普及（「人文科学助成金制度の創設」）、

学会の振興、学術大会・公開講演会等の開催等の事業を行った67。 

 日本学術会議の成立、新制国立大学の発足等に伴い、1950（昭和 25）年までに、人文

科学課、人文科学委員会、人文科学助成金の全ては廃止された。 

4.1.3 【科学技術政策】外国技術導入、国立学校法開成、工業標準化等 

(1) 工業所有権に関する臨時措置 

 第一次大戦中に制定された「敵性国工業所有権戦時法」は、第二次大戦中の 1942（昭

和 17）年に再適用され、敵性国人を対象とした工業所有権の出願と既得権の効力の臨

時的制限が行われていた68。 

                                                        
65 科学技術政策史研究会（1990）58 頁。 
66 科学技術政策史研究会（1990）60 頁。 
67 小林信一（1992）18 頁による。次の箇条書きも同様。 
68 この項目は、科学技術政策史研究会（1990）52 頁による。 
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 終戦後、連合国は、戦時中の臨時措置の廃止はもちろん、それにより消滅を受けた権利

の回復、権利の存続期間に交戦期間を含めないこと等を要求した。 

 GHQ は、これらの措置を法制化することを日本に指令し、1949（昭和 24）年 8 月に

「連合国人工業所有権戦後措置令」が公布された。 

(2) 外国技術の導入 

 戦後数年で貿易や資本取引が始まり、そのための法律として 1949（昭和 24）年 12 月

に、「外国為替及び外国貿易管理法」（外為法）が、1950（昭和 25）年 10 月には「外

資に関する法律」（外資法）が制定された69。 

 STAC は、外国技術導入に関しての許可権限は有しないが、導入審査に意見を述べ、各

年の導入実績を統計としてとりまとめた70。 

 また、STAC は、日本人の海外渡航を GHQ が認めるに当たり、文部省を除く各省の試

験研究者等について審査を実施した。 

(3) 工業標準化 

 工業分野の標準化は、長い歴史を有するが、戦後は工業の再建と輸出の振興、民生安定

を狙いとするところから始まった。 

 戦後、標準化行政は戦時中の行政院から商工省特許標準局に、さらに工業技術庁標準部

に移管された。 

 戦時中、規格案を作成していた工業品規格統一調査会は、1946（昭和 21）年、工業標

準調査会に変更された。 

 さらに、世界レベルから著しく遅れていた標準化事業を向上させるため、1949（昭和

24）年、工業標準化法が制定された。 

 工業標準化法に制定に伴い、工業標準調査会は廃止され、工業技術庁の審議機関として

日本工業標準調査会が設置された。 

 同法に基づき日本工業規格（JIS）が制定され、現在に至っている。また、同法に基づ

き、JISマーク表示制度が運用されている71。 

(4) 伝染病対策 

 保健・衛生面の体制整備としては､終戦直後の伝染病対策はもとより広く厚生行政の科

学的基礎づけを行うため､1947年(昭和22年)、国立予防衛生研究所が設立され､1948(昭

和 23)年には地方公衆衛生の向上に寄与するため､以前からあった細菌検査所､衛生試

                                                        
69 科学技術政策史研究会（1990）59 頁。 
70 科学技術政策史研究会（1990）57 頁。その他に、STAC は、在米日本公館に科学アタッシェ（業務ごと

の専門的知識を持つ職員、外務省以外の職員を外務省に出向させて在外公館に派遣）を置くことを政府に

提案し、実現した。 
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験所その他の試験研究機関を統合し地方衛生研究所が発足した72。 

4.2 1950 年代：科学技術庁の設置、原子力開発の開始 

4.2.1 【この時代】東西冷戦体制、原子力・宇宙開発の進展 

(1) 朝鮮戦争、東西冷戦の開始 

 1949（昭和 24）年 10 月、中国共産党政権樹立。 

 1949（昭和 24）年 4 月、北大西洋条約が締結され、NATO 機構が設置された。 

 1950（昭和 25）年 6 月、朝鮮戦争勃発。 

 1955（昭和 30）年 5 月、東欧 8 か国がワルシャワ条約を締結し、軍事同盟ワルシャワ

条約機構が発足した。 

 1956（昭和 31）年 10 月、ソビエト連邦によるハンガリー出兵。 

(2) 米ソを中心とする原子力の利用、宇宙開発の進展 

 1954（昭和 29）年 1 月、米国が原子力潜水艦ノーチラス号を進水させた。 

 1954（昭和 29）年 6 月、ソビエト連邦が原子力発電所の運転を開始。 

 1956（昭和 31）年 5 月、英国が原子力発電所の運転開始。 

 1957（昭和 32）年 10 月、ソビエト連邦が初の人工衛星スプートニク 1 号を打ち上げ、

地球の周回に成功。米国に大きな衝撃を与えた（スプートニク・ショック）。 

 1958（昭和 33）年 1 月、米国がエクスプローラ 1 号を宇宙空間の軌道に乗せた。 

(3) 日本の講和、国際機関への加盟 

 1950（昭和 25）年 8 月、警察予備隊設置。 

 1951（昭和 26）年 9 月、連合国各国との平和条約締結（ソビエト連邦など一部不参加

国を除く）、日米安全保障条約調印。 

 日本の国際機関への加盟。 

 1951（昭和 26）年、ユネスコへの加入を承認される。 

 1955（昭和 30）年、GATT（関税及び貿易に関する一般協定）加入。 

 1956（昭和 31）年 12 月、国際連合総会における日本の加盟承認。 

(4) 日本の戦後復興から高度成長の始まり 

 昭和 30 年代に入ると、白黒テレビ、電気洗濯機、電気掃除機の「三種の神器」が普及

し始めた。 

 1956（昭和 31）年の経済白書は、「もはや戦後ではない」と述べた73。 

                                                        
72 科学技術白書 昭和 55 年版 1-1-1-3 による。 



 

38 

 

4.2.2 【推進体制】科学技術庁の設置、原子力基本法 

(1) 科学技術庁、科学技術会議の設置 

1）科学技術庁の設置 

 1954（昭和 29）年には審議未了で廃案になったものの議員立法による「科学技術庁設

置法案」が国会に提出されていた。また、経済団体連合会から科学技術に関する総合的

行政機関の設置が要望されていた。 

 これら一連の動きの結果、1956（昭和 31）年に科学技術の振興を図り、国民経済の発

展に寄与するため、科学技術に関する行政を総合的に推進する科学技術庁が設置された

74。75 

 科学技術庁は総理府の内部部局であった原子力局、総理府の付属機関であった科学技術

行政協議会の事務局、資源調査会の事務局を中心として発足した76。なお、大学におけ

る研究に係る事項は科学技術庁の行政対象から除外されていた。 

2）科学技術予算の調整権限 

 科学技術庁が行う他省庁の研究に関する（大学の研究及び防衛庁の施策費などは除く）

予算の調整権限は、「その経費の見積り方針の調整を行うこと」という表現で規定され

ることとなった77。 

 また、以下のような措置がなされた。 

 昭和 31 年度予算から、予算分類における大項目として科学技術振興費を設け、

科学技術振興に関する各省庁の業務に関する予算を可能な限り一括してこれに

入れる。 

 1956（昭和 31）年から、大蔵省主計局の文部省、科学技術庁担当主計官の下に

各省（主として通産省）から出向する技術系職員を置く（この制度は 9 年継続し

た）。 

 昭和 35 年度予算から、科学技術庁に配分査定権を委ねる特別研究促進調整費制

度が設けられ、初年度 1 億円が配当され、以降年々増加した。 

                                                                                                                                                                   

 
73 経済白書の表現は以下の通り。「もはや『戦後』ではない。我々はいまや異なった事態に当面しようとし

ている。回復を通じての成長は終わった。今後の成長は近代化によって支えられる。そして近代化の進歩

も速やかにしてかつ安定的な経済の成長によって初めて可能となるのである。」 
74 科学技術庁の設置に至る国会議員の活動、経済界の活動については、科学技術政策史研究会（1990）66

頁に記載されている。また、技術官僚の動向についても記載されている。 
75 科学技術庁の設置に至る経緯については、財団法人新技術振興渡辺記念会編『科学技術庁政策史－その

成立と発展』科学新聞社、2009 年 が詳しい。 
76 NISTEP(2013)「2.3 行政体制」の箇所による。 
77 科学技術政策史研究会（1990）67 頁 
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3）科学技術会議の設置 

 科学技術庁の設置に遅れて、1959（昭和 34）年に、政府の科学技術政策を総合的に推

進するため、科学技術会議が設置された。 

 科学技術会議は、内閣総理大臣を議長とし、関係閣僚、有識者で構成され、科学技術一

般に関する基本的かつ総合的な政策の樹立に関すること、科学技術に関する長期的かつ

総合的な研究目標の設定に関すること、この研究目標を達成するために必要な研究で特

に重要なものの推進方策の基本の策定に関すること等について審議し、内閣総理大臣に

答申し、あるいは、必要に応じて意見を申し出ることを主たる任務とした。 

 以後、科学技術会議は我が国の科学技術政策において重要な役割を果たしていく78。 

(2) 原子力基本法の制定、原子力推進体制の整備（詳細は、詳細は後述のトピックス史「原

子力」を参照） 

 1955（昭和 30）年には原子力基本法、原子力委員会設置法等が制定された。 

 翌年には原子力委員会、その事務局としての総理府原子力局が発足するとともに、原子

燃料公社、日本原子力研究所が発足した。 

(3) その他の体制整備 

 1957（昭和 32）年には日本科学技術情報センターが設立された。 

 財団法人理化学研究所を継承した株式会社科学研究所は、昭和 33 年に特殊法人理化学

研究所として再発足した。 

 1952（昭和 27）年、「資源調査会設置法」制定。 

4.2.3 【分野の政策】航空技術研究の再開、原子力研究の開始 

(1) 航空技術研究の再開 

 航空機の生産と研究に関する GHQ の禁止的制限は、占領終結直前の 1952（昭和 52）

年 4 月に解除された。これを契機に、防衛、文部、通産、運輸の 4 省庁から欧米並み

の大型の航空研究所設置の要望が出されたが、その調整は容易ではなかった。 

 そこで、政府は、STAC に航空研究部会を設置し、航空技術研究体制について検討した。

部会での検討をもとに、1954（昭和 29）年、航空技術審議会設置法が制定され、航空

技術審議会が設けられ、STAC がその事務局となった。 

 同審議会は、1955（昭和 30）年、総理府の航空技術に関する研究機関を設置する方針

を行い、航空技術研究所が各省庁の共用機関として一元化され、総理府の附属機関とし

て設立された。 

 さらに、1956（昭和 31）年、科学技術庁の発足とともに、航空技術審議会と航空技術

                                                        
78 上記の記述は、平成 7 年版科学技術白書（第一部）による。 
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研究所はともに同庁に移管された。 

(2) 原子力研究の開始（詳細は後述のトピックス史「原子力」を参照） 

 1953（昭和 28）年にニューヨークで開催された国連総会で、アイゼンハワー米国大統

領が「原子力の平和利用」を提唱したことを契機として、我が国でも、経済社会の発展

のために原子力の平和利用を積極的に推進すべきであるとの機運が高まっていった79。 

 昭和 29 年度（1954 年度）の予算において、原子力予算が初めて成立した（2 億 5 千万

円）。 

 1954（昭和 29）年 5 月、原子力開発の基本方針などについて内閣に意見を述べること

のできる機関として、内閣に原子力委員会の前身に相当する原子力利用準備調査会が設

置され、事務局が経済審議庁（後の経済企画庁）に置かれた。 

 1957（昭和 32）年に、放射線医学総合研究所が設置された80。 

(3) 農林水産業 

 農業面における体制整備としては､1950(昭和 25)年、戦前専門別に分化独立していた機

関を整備統合するとともに､基礎研究を主とする農業技術研究所､応用研究を主とする

地域農業試験場､実用研究を主とする公立農業試験場とに編成替えされた81。 

 1956（昭和 31）年には農林省に農林水産技術会議が設置され、農林水産業分野におけ

る科学技術行政の体制が整備された82。 

(4) 電子 

 昭和 33 年に科学技術庁に電子技術に関する重要事項を審議する電子技術審議会（後に

航空・電子等技術審議会）が置かれ、電子技術が科学技術政策において注目され始めた

83。 

4.2.4 【基盤的政策】外国との交流、工業標準化の推進 

(1) 外国との交流 

 1951（昭和 26）年、日本の外務大臣と米国駐日大使との間で、米国のフルブライト法

に基づく日米教育交換計画についての公文交換が行われた84。 

 1951（昭和 26）年、我が国は、ユネスコ（教育文化機構）への加入を承認された。こ

                                                        
79 科学技術政策史研究会（1990）243 頁。 
80 科学技術白書 昭和 37 年版 2-1-2-2 による。 
81 科学技術白書 昭和 55 年版 1-1-1-3 による。 
82 この項目は、NISTEP(2013)「2.3 行政体制」の箇所による。 
83 NISTEP（2013）「3.3 情報通信」の項目による。 
84 科学技術政策史研究会（1990）61 頁。 
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れに対する国内体制整備のため、1952（昭和 27）年、ユネスコ活動に関する法律が制

定され、日本国内ユネスコ委員会が設立された。 

(2) 輸出品の品質保証 

 粗悪な製品の輸出を抑制して輸出の振興を図るため、既に 1948（昭和 23）年に輸出品

取締法が制定されていたが、高級製品の輸出の増加につれて品質保証のレベルを高める

ことが必要になった85。 

 そこで、検査体制や標準規格の大幅な改正を図ることとなり、1958（昭和 33）年に輸

出品取締法を廃止して新たに輸出品検査法が制定された。 

 新法では、政令指定貨物については所管省庁の検査機関または民間指定機関による強制

検査とした。 

(3) 工業標準化、計量法 

 標準化に関する国際機関について、我が国は、1952（昭和 27）年、国際標準化機構（ISO）

に加盟し、1953（昭和 28）年、国際電気標準会議（IEC）に加盟した。 

 1951（昭和 26）年、度量衡法（明治 42 年制定）が廃止され、計量法が制定された。 

(4) 特許法などの改正 

 通商産業省は、1949（昭和 24）年 12 月に工業所有権制度改正審議会を設置して、特

許法等の改正についての検討を開始した。しかし、外国技術による支配を危惧しての慎

重論が多く、ようやく、1956（昭和 31）年に答申がなされた86。 

 答申を受けて、特許法、実用新案法、商標法の三法の改正案がつくられ、1959（昭和

34）に国会に提出され、同年公布、翌年施行された。 

 三法の主な改正内容は、発明の新規性の基準について外国で頒布された刊行物を含める、

一定の条件下で多項式の記載を認める、職務発明規定を加える、等である。 

(5) 科学技術研究活動の統計の整備 

 1947（昭和 22）年に統計法が制定されていたが、研究活動についての統計整備は遅れ

ていた。1953（昭和 28）年になって「研究機関基本統計調査」が指定統計に加えられ

た87。 

 上記統計は、1960（昭和 35）年に科学技術研究調査と変更され、調査対象が比較的小

さな民間機関にまで拡大された。 

  

                                                        
85 科学技術政策史研究会（1990）71 頁。 
86 科学技術政策史研究会（1990）72 頁。 
87 科学技術政策史研究会（1990）62 頁。 
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4.3 1960 年代：技術格差の解消と自主技術の開発を目指して88
 

4.3.1 【この時代】米ソ冷戦の激化、高度成長 

(1) 米ソ冷戦の激化、核不拡散条約締結 

 1960年5月、米国のU2偵察機がソビエト連邦領空で撃墜され米ソ対立が深刻化した。 

 1961 年 8 月、ソビエト連邦が核実験再開の声明を出した。 

 1961 年 8 月、ベルリンの壁が構築された。 

 1962 年 10 月、キューバ危機が起こった。 

 1965 年 2 月、米国が北ベトナムへの爆撃を開始し、ベトナム戦争となった。 

 1968 年、ソビエト連邦がチェコ侵入。 

 1968 年、核不拡散条約（NPT）の調印が行われた。 

(2) スプートニク・ショック、米ソの宇宙開発競争 

 1957 年 10月、ソビエト連邦が世界初の人工衛星スプートニク１号の打ち上げに成功。

米国に衝撃を与えた。 

 1961年4月、ソビエト連邦のガガーリン少佐がボストーク1号による有人飛行に成功。 

 1966 年 2 月、ソビエト連邦のルナ 9 号が月面に軟着陸。 

 1969 年 7 月、米国アポロ 11 号により人類初の月面着陸。 

(3) 南北問題のクローズアップ、国際経済のブロック化 

 1964 年、第 1 回国連貿易開発会議（UNCTAD）が開催された。 

 1967 年、ヨーロッパ共同体（EC）が成立した。 

 1968 年、アラブ石油輸出国機構（OAPEC）が結成された。 

(4) 日本の高度成長、国際機関への加盟 

 1960 年、我が国の経済指針として「所得倍増計画」が決定された。 

 1962（昭和 37）年の全国総合開発計画の策定、新産業都市の指定などにより、新鋭の

製鉄所、火力発電所、石油化学工場の建設が促進され、臨海部のコンビナート化が進め

られた89。 

 1963（昭和 38）年、我が国は、GATT の 11 条国に移行した。 

 1964（昭和 39）年、東京オリンピックの開催。 

                                                        
88 科学技術政策史研究会（1990）は、「昭和 35 年から 44 年まで」を紹介する節のタイトルを、「技術格差

の解消と自主技術の開発」としている。 
89 以上の記述は、科学技術政策史研究会（1990）73～77 頁による。工業地帯が臨海部にあるのは、日本な

らではである。 
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 1964（昭和 39）年、我が国は、IMF8 条国に移行した。 

 1964（昭和 39）年、我が国は、経済協力開発機構（OECD）に加盟した。 

 昭和 40 年代に入ると、カラーテレビ、カー、クーラーの 3C が「新三種の神器」とな

った。 

4.3.2 【推進体制】新技術開発事業団の設立 

(1) 科学技術会議による答申 

 科学技術会議は、1960（昭和 35）年、諮問第 1 号「10 年後を目標とする科学技術振

興の総合的基本方策について」に対する答申を行った。 

 科学技術会議は、諮問に対する答申に加え、1964（昭和 39）年 7 月に新たに内閣総理

大臣に対して意見具申を行う権限を付与された。科学技術会議は、科学技術政策の基本

方策について諮問するとともに、研究開発分野別にも諮問・意見具申を始めた90。 

 1965（昭和 40）年 12 月､科学技術会議は、国の行なうべき科学技術に関する施策の方

向を示すなど、科学技術を振興するための統一的指針が必要であるとの認識のもとに、

科学技術基本法案要綱を添えて科学技術基本法を制定すべきであるとの答申を行なっ

た。1968 年、閣議決定を経て第 58 回国会に提出されたが、第 60 回国会において審議

未了廃案となった91。 

(2) 新技術開発事業団の発足 

 昭和 36 年度に、新技術開発事業団（後に新技術事業団）が理化学研究所開発部をもと

にして発足した92。 

(3) 国立試験研究機関の充実 

 1960 年代には、国立がんセンター、国立防災科学技術センター、無機材質研究所など

の試験研究機関の設置が進んだ93。 

 1962（昭和 37）年 国立がんセンター発足 

 1963（昭和 38）年 国立防災科学技術センター発足 

 1964（昭和 39）年 宇宙開発推進本部発足 

 1965（昭和 40）年 航空宇宙技術研究所に角田支所設置 

 1966（昭和 41）年 無機材質研究所発足 

                                                        
90 NISTEP(2013)「2.3 行政体制」の箇所による。 
91 NISTEP(2013)「2.1 科学技術会議」の箇所による。 
92 NISTEP(2013)「2.3 行政体制」の箇所による。 
93 科学技術政策史研究会（1990）90 頁 
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4.3.3 【分野の政策】原子力、宇宙開発など 

(1) 重要総合研究の推進 

 科学技術会議は、第 2 号答申「35 年度における科学技術の重点方策について」（1959

（昭和 34）年）の中で、総合的に推進すべき分野として、台風防災科学技術、宇宙科

学技術、基礎電子工学、核融合、海洋科学技術、対がん科学技術の 6 部門を特別指定

研究として挙げた。 

 また、1969（昭和 44）年の科学技術庁年報では、防災科学技術、環境科学技術、電子

技術、消費科学、国土開発技術、産業保安技術、航空技術、医療科学技術、工業生産技

術、宇宙利用、海洋科学技術、原子力開発利用を重要総合研究分野として掲げている94。 

 これらの分野は、特別研究促進調整費（1960（昭和 35）年に初めて科学技術庁に計上）

の配分などの施策により重点的に推進された。 

(2) 原子力開発の進展（詳細は、後述のトピックス史「原子力」を参照） 

 1961 年、原子力委員会は、原子力開発利用長期計画を策定した。これは、原子力発電、

原子力船、核燃料、放射線利用の 4 部門について長期展望を与えるとともに、10 年間

に実施すべき研究開発の計画を示すものであった95。 

 この時期、研究炉の整備が相次いだ。原研 JPR-2（1960 年）、近畿大、立教大、

日立（以上 1961 年）、東芝、原研 JPR-3（以上 1962 年）、武蔵工大（1963 年）、

京大（1964 年）である。 

 動力炉については、1963 年、原研の動力試験炉 JPDR が我が国初の原子力発電

に成功した（10 月 26 日が「原子力の日」となった）。 

(3) 宇宙開発 

 早くから東京大学において宇宙科学の研究が進められてきた。1960（昭和 35）年に総

理府に宇宙開発審議会が設置された。1962（昭和 37）年には、科学技術庁研究調整局

に航空宇宙課が新設された。1964（昭和 39）年には宇宙開発推進本部が設置され、東

京大学宇宙航空研究所が設置された。1968（昭和 43）年 5 月、宇宙開発委員会が設置

された96。 

 1969（昭和 44）年、宇宙開発事業団が設置され、宇宙開発推進本部は廃止された。 

 宇宙開発委員会は、1969（昭和 44）年、宇宙開発計画を決定した。この中で、人工衛

星と人工衛星打上げ用ロケットの開発等を定めた。 

                                                        
94 科学技術政策史研究会（1990）89 頁による。 
95 科学技術政策史研究会（1990）91 頁による。 
96 NISTEP（2013）92 頁による。 
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(4) 公害対策の進展 

 この時期の我が国の急速な経済発展は、公害問題を生じ、国民の健康や自然環境問題等

の社会問題が顕在化するにつれ、その対策として科学技術が注目されるようになった。

1963（昭和 38）年に、衆議院科学技術振興対策特別委員会は公害防止の促進に関する

決議を行った。1967（昭和 42）年には公害対策基本法が成立した。昭和 41 年からは

通商産業省の大型工業技術研究開発制度（大プロ）において脱硫技術の開発が開始され

ている97。 

(5) 製造技術、材料技術 

 昭和 30~40 年代の科学技術白書では、海外からの技術導入についての記載が多くなさ

れている。また、新技術開発事業団（現科学技術振興機構）による技術のあっせん、委

託開発制度の対象課題をみると、その多くは製造技術である。 

 通商産業省においては、鉱工業技術試験研究費補助金、中小企業技術改善費補助金をは

じめとして、開発補助が行われてきている98。 

 材料分野の研究は、昭和 31 年の金属材料技術研究所の設立、1966（昭和 41）年の無

機材質研究所の設立などの長い歴史を持つ。 

(6) 農林水産業 

 昭和 40 年前後における関心は、農林水産業、食品、がん対策などであった。昭和 37

年には、特殊法人農業機械化研究所（後の生物系特定産業技術研究推進機構、現在の農

業・食品産業技術総合研究機構）が設置されている。 

(7) ライフサイエンス 

 「ライフサイエンス」分野は、科学技術会議の答申「1970 年代における総合的科学技

術政策の基本」（1971（昭和 46）年 4 月答申）において、政府が特に重点を置いて推

進すべき分野の一つとして挙げられた。その後、1974（昭和 49）年度には理化学研究

所にライフサイエンス推進部が設置された99。 

(8) 情報・電子分野 

 昭和 40 年代には、情報・電子分野の研究が、通商産業省の国立試験研究機関において

行われており、超高性能電子計算機の開発研究、新型トランジスタの発明等が実施され

ていた100。 

                                                        
97 NISTEP（2013）「3.4 環境」の項目による。 
98 NISTEP(2013)「3.7 製造技術」の項目による。 
99 NISTEP（2013）「3.2 ライフサイエンス」の項目による。 
100 NISTEP（2013）「3.3 情報通信」の項目による。 
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4.3.4 【基盤的政策】人材育成など 

(1) 人材の需給 

 科学技術会議の諮問第 1 号答申（1960（昭和 35）年 10 月）では、科学技術者の量に

ついて需給バランスの検討を行っており、推算として昭和 35～45 年の間に約 17 万人

の供給不足が生じると見込んだ。 

 科学技術者の養成については、1961（昭和 36）年に科学技術庁長官から文部大臣に勧

告が行われた。これを受けて、文部省は、1961（昭和 36）年 2 月に、理工学系学生増

員計画を策定した。 

(2) 産業技術開発、民間助成 

 1961（昭和 36）年、通商産業大臣の諮問機関として産業構造調査会が設置された。同

調査会は、1963（昭和 38）年の答申において、「導入摂取型技術開発から自立創造型

技術開発へ」した。この答申では、重点技術開発計画を策定し産学官の協力で研究を行

うことが述べられており、答申を受けて鉱工業技術試験研究委託費が創設された101。 

 1965（昭和 40）年、産業構造審議会産業技術部会は、中間答申において、欧米諸国に

比べると我が国政府の研究投資は極めて少なく、重要な研究開発が大型化しているが、

これを産業界で負担することは困難と述べたうえで、大型プロジェクト研究開発を国が

行うべきとした。さらに、1966（昭和 41）年の最終答申を受けて、工業技術院は 1966

（昭和 41）年、大型工業技術研究開発制度（大型プロジェクト）を発足させた。 

 昭和 41 年度から、MHD 発電、超高性能電子計算機、脱硫技術の 3 テーマが始

まった。 

 昭和 30 年代に入り、科学技術振興のために多くの税制措置が新設、改正された102。 

 1958（昭和 33）年、新技術企業化用機械設備などの特別償却 

 1960（昭和 35）年、試験研究法人などに対する寄付金控除 

 1967（昭和 42）年、増加試験研究費の税額控除 など 

 さらに、民間企業における共同研究を促進することを目的として、1961（昭和 36）年

に鉱工業技術研究組合の制度が発足した。 

(3) 国産技術企業化の推進 

 科学技術庁設置後、国内の研究開発成果を開発して産業に役立たせることが検討され、

1958（昭和 33）年、特殊法人理化学研究所の一機構として、新技術の委託開発業務を

行う部門（開発部）が設けられていた。 

 1961（昭和 36）年、新たに特殊法人として、新技術開発事業団が設立されることとな

った。同事業団は、理化学研究所開発部が行ってきた業務を引き継いで、新技術の委託

                                                        
101 科学技術政策史研究会（1990）93 頁による。 
102 科学技術政策史研究会（1990）96 頁による。 
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開発、新技術の開発成果の普及、新技術の開発のあっせんの業務を行うこととされた。 

(4) 筑波研究学園都市の建設開始 

 東京への人口集中に伴う過密状態を緩和する必要があった中で、科学技術会議は、1962

年、第 3 号答申「国立試験研究機関を刷新充実するための方策について」において、

国立試験研究機関の集中移転を打ち出した103。 

 これを受けて、政府は、1963（昭和 38）年、筑波地区に国際的水準の研究学園都市を

建設することを閣議了解し、同年、総理府に研究学園都市建設本部を設けた。 

 その後、筑波研究学園都市への移転予定機関の建設を 1968（昭和 43）年度からおおむ

ね 10 か年で進めることを決定した。1970（昭和 45）年には、筑波研究学園都市建設

法が成立した。 

(5) 情報基盤 

 科学技術情報流通に関する基本的な政策は、1967（昭和 32）年に日本科学技術情報セ

ンターが設立されたことに始まる。 

 さらに、1969（昭和 44）年 10 月に、科学技術会議諮問第 4 号「科学技術情報の流通

に関する基本的方策について」に対して答申された「科学技術情報の全国的流通システ

ム(NIST)」の構想が始まった104。 

(6) 施設 

 施設整備について、最も古い白書の記載は、昭和 40 年度を目標とする「国立文教施設

緊急整備 5ヵ年計画」（昭和 37 年版白書に記載）である。【4.施設・大型設備】 

(7) 国際協力 

 経済協力開発機構(OECD)はマーシャルプランの受け入れ機関として 1948 年に発足し

た欧州経済協力機構(OEEC)を継承して 1961 年 9 月に設立され、我が国は昭和 39 年 4

月に OECD に加盟して以来、科学技術の分野においては主として科学研究委員会の活

動に積極的に参加してきた105。 

 1960 年代に科学技術に関する日米委員会が設置され、併せて日米医学協力委員会が発

足した。その後、エネルギー・原子力、天然資源といった分野において協力関係が発展

している。その他、欧州、アジアの各国など、様々な二国間協定が締結されている。 

                                                        
103 科学技術政策史研究会（1990）91 頁による。 
104 NISTEP（2013）「4.5 情報基盤」の箇所による。 
105 NISTEP（2013）「4.13 国際協力」の項目による。 
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(8) 普及啓発 

 科学技術に対する国民の理解を得ることが、我が国の科学技術振興にとって最も重要と

の趣旨のもと、1960（昭和 35）年、発明の日であった 4 月 18 日を含む１週間を「科

学技術週間」とする閣議了解がなされた106。 

 同様の趣旨から、1964（昭和 39）年に「原子力の日」が設けられた。原研の動力試験

炉 JPDR が我が国で最初の原子力発電に成功した日（1963 年 10 月 26 日）を記念して

いる。 

 科学技術の普及啓発活動を官民一体となって推進する中核的な機関として、財団法人日

本科学技術振興財団が 1960（昭和 35）年に設立され、東京、関西、中部に事務所が設

けられた。1967 年に関西、中部は独立し、それぞれ（財）大阪科学技術センター、（財）

中部科学技術センターとして活動を続けている。 

 この頃、科学技術功労者表彰（1959 年）、創意工夫功労者（1960 年）等への表彰制度

が設けられた。 

 科学技術庁は、1958（昭和 33）年に第 1 回の科学技術白書を発行した。さらに、1962

（昭和 37）年に第 2 回目を発行し、1964（昭和 39）年以降は毎年発行している。 

  

                                                        
106 科学技術史研究会（1990）97 頁による。 
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4.4 1970 年代：調和の科学技術を求めて107
 

4.4.1 【この時代】オイルショック、公害 

(1) 高度成長の終えん 

 1970（昭和 45）年、日本万国博覧会（大阪）の開催。 

 オイルショック、高度成長の終えん。 

 ニクソンショック、変動相場制。 

 1972（昭和 47）年、ローマクラブが「成長の限界」を発表。 

 1973（昭和 48）年、第四次中東戦争勃発。第一次石油ショックの発生。 

 1978（昭和 53）年、第二次石油ショックの発生。 

(2) 公害問題のクローズアップ 

 1967（昭和 42）年、公害対策基本法が成立。 

 1969（昭和 44）年、政府が初の公害白書を発表。 

 1969（昭和 44）年、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の交付。 

 1970（昭和 45）年、米国ニクソン大統領が公害教書を発表。 

 1971（昭和 46）年、環境庁が発足。 

 1972（昭和 47）年、ストックホルム国連環境会議で「人間環境宣言」。 

4.4.2 【推進体制】環境庁等が発足 

 1971（昭和 46）年、環境庁が発足。 

 1973（昭和 48）年、資源エネルギー庁が発足。 

 1974（昭和 49）年、総合研究開発機構（NIRA）の設立。 

4.4.3 【分野の政策】環境公害対策、ソフトサイエンスについての取組 

(1) 重点分野 

 科学技術会議は、第 6 号答申「長期的展望に立った総合的科学技術政策の基本につい

て」（1977（昭和 52）年 5 月）において、以下のような重点分野を提示した。 

 

表 4-1 科学技術会議第 6 号答申（1977（昭和 52）年）における重点分野 

1)人間の資質の向上 

2)保健・医療の向上 

3)食生活，住生活など生活の向上 

4)交通輸送能力の向上         

                                                        
107 科学技術政策史研究会（1990）のタイトルにならった。 
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5)情報の処理および伝達の高度化 

6)エネルギーおよび資源の確保ならびに有効利用 

7)環境の保全 

8)災害の防止 

9)農林水産業の近代化 

10)工業の合理化と新産業の振興 

11)先導的・基盤的科学技術 

   →重要研究開発分野としては，当面，次の分野が考えられる。  

 ・動力源・熱源としての利用，放射線利用など原子力の利用に関する分野                                       

 ・ロケット人工衛星の打上げとその利用など宇宙開発に関する分野 

 ・海洋資源の開発，海洋空間の利用など海洋開発に関する分野  

 ・核融合に関する分野 

 ・新しい材料についての分野 

 ・ソフトサイエンス 

 ・ライフサイエンス 

 ・基礎電子技術および情報科学 

 ・超高温，超高圧，極低温など極限状態に関する分野 

 ・各種標準に関する分野 

出所）同資料による 

(2) ライフサイエンス 

 「ライフサイエンス」分野は、科学技術会議の答申「1970 年代における総合的科学技

術政策の基本」（1971（昭和 46）年 4 月答申）において、政府が特に重点を置いて推

進すべき分野の一つとして挙げられた。その後、1974（昭和 49）年度には理化学研究

所にライフサイエンス推進部が設置された108。 

 1977（昭和 52）年度には国立大学共同利用機関として設けられた生物科学総合研究機

構の基礎生物学研究所（岡崎市）が設置された。 

 この頃、遺伝子組み換え研究のあり方が議論されるようになり、科学技術会議は、8 号

答申「遺伝子組換え研究の推進方策の基本について」（1979（昭和 54）年 8 月)におい

ては、国全体の組換え DNA 研究を対象とした実験指針を提示するとともに、この研究

の推進方策についての提言を行った。 

(3) 環境公害対策 

 1971（昭和 46）年の科学技術会議第 5 号答申では、環境公害対策等の高度成長時代に

発生したひずみへの対応とライフサイエンス等の次代の技術革新の芽となる科学技術

の強化が提言された。また、1971（昭和 46）年には環境庁（現・環境省）が発足し、

1974（昭和 49）年には国立公害研究所(現国立環境研究所)が設置され、公害防止等に

関する試験研究が強化された109。 

 深刻化した公害問題に対し規制が強化され、これに対応して排出抑制対策技術の開発が

進み、公害防止設備の投資が大幅に増大した。また、自動車の排出ガスの規制基準も強

                                                        
108 NISTEP(2013)「3.2 ライフサイエンス」の項目による。 
109 ここでの記載は、NISTEP(2013)「3.4 環境」の項目による。 
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化された。 

 科学技術会議は、昭和 52 年度の第 6 号答申（長期的展望に立った総合的科学技術政策

の基本について）において、「②環境、安全問題の解決など望ましい生活環境の整備に

資する科学技術」を重点分野の一つとして位置づけた。 

(4) エネルギー 

 原子力以外のエネルギーについては、第一次石油ショック後、化石燃料の利用技術開発

及び非枯渇エネルギーの研究開発に関する「新エネルギー技術研究開発計画」による、

石油を中心とするエネルギー体系を新しいエネルギー体系に代替するための長期計画

とテーマ別中期計画が策定された。また、太陽エネルギーや地熱エネルギーなどを活用

する「サンシャイン計画」と省エネルギーを推進する「ムーンライト計画」が示された

110。 

(5) ソフトサイエンス 

 科学技術会議は、昭和 46 年 4 月、諮問第 5 号「1970 年代における総合的科学技術政

策の基本について」に対する答申及び昭和 52 年 5 月の諮問第 6 号「長期的展望に立っ

た総合的科学技術政策の基本について」に対する答申において、ソフトサイエンス111の

振興の必要性を強調した112。 

 その後、ソフトサイエンスに関連して、テクノロジー・アセスメントの推進、総合研究

開発機構（NIRA）設置などが進められた。 

4.4.4 【基盤的政策】技術移転 

(1) 技術移転 

 技術移転については、新事業開発事業団（現在の JST）の取組が先行した。発足当初

より、大学、国立試験研究機関等の優れた試験研究の成果を発掘し、このうち企業化が

著しく困難な新技術について、企業に開発を委託する委託開発制度を設け、新技術の企

業化を図った。また、大学、国・公立試験研究機関等の試験研究成果を調査・収集し、

これを企業にあっせんして技術移転を進めた113。 

  

                                                        
110 NISTEP(2013)「3.6 エネルギー」の項目による。 
111 ソフトサイエンスは、「現代社会における複雑な政策課題の解明を目的としたソフトサイエンスは、情

報科学、行動科学、システム工学、社会工学など最近急速に進歩しつつある意思決定の科学化に関する諸

分野の理論や手法を応用して、人間や社会現象を含めた幅広い対象を学際的に研究、解明しようとする総

合的科学技術である」とされている（科学技術白書 昭和 51 年版）。 
112 NISTEP（2013）「3.12 ソフトサイエンス」の項目による。 
113 NISTEP(2013)「4.1 産学官連携」の項目による。 
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4.5 1980 年代：研究資金配分機能の拡充 

4.5.1 【この時代】貿易摩擦、バブル、民営化 

(1) 冷戦終結 

 米国レーガン政権、英国サッチャー政権などの「新保守主義」が台頭。 

 レーガン政権は、ソビエト連邦との対決姿勢を強める。 

 1989 年にベルリンの壁が崩壊し、1990 年に東西ドイツ再統一、1991 年にソビエト連

邦が崩壊した。グローバル化進展の端緒となった。 

(2) バブル発生 

 1986 年 12 月から 1991 年 2 月までの 4 年 3 か月にわたり景気が拡大。 

 この間、地価が高騰。株価が高騰。1989（平成元年）12 月末に、日経平均株価が史上

最高値の 38,957 円となった。 

(3) 貿易摩擦、円高 

 貿易摩擦の顕在化。 

 基礎研究ただ乗り論の勃興。 

 1986 年、前川レポート（国際協調のための経済構造調整研究会報告）により内需主導

型経済への転換が図られた。 

 1986 年、プラザ合意。急速な円高の進展。 

 我が国の公的研究機関が米国製品を購入する措置（スパコン、宇宙衛星、分析機器など）。 

(4) 行政改革、民営化 

 1981 年、第二次臨時行政調査会（第 2 次臨調）が設置された（会長土光敏夫）。1983

年 3 月の解散後、数度にわたり、臨時行政改革推進審議会（行革審）が設置された。 

 公社の民営化により、NTT、JT（以上 1985 年）、JR（1987 年）が誕生。 

(5) 研究開発費の急拡大、その他 

 大企業において中央研究所設置がブームとなる。 

 大学施設の老朽化が問題となる。 

 1986 年、チェルノブイリ原子力発電所事故が発生（ソビエト連邦）。 



 

53 

 

4.5.2 【推進体制】行政改革の進展 

(1) 資金配分機関の整備・再編 

 資金配分機関の整備・再編は、1980 年代から 1990 年代にかけて進んだ。昭和 55 年度

に新エネルギー総合開発機構（現在の NEDO）が設立された。 

 1985（昭和 60）年 6 月、基盤技術研究円滑化法が制定された。この法律では、民間の

基盤技術の向上を図ることを目的として、出融資事業等を行う基盤技術研究促進センタ

ーを設けることが規定されていた。同年、特別認可法人基盤技術研究促進センターが設

立された（同センターは、2003（平成 15）年 4 月解散。業務の一部は NEDO 及び通

信・放送機構（現・情報通信研究機構）が継承。）。 

 1987（昭和 62）年度には医薬品副作用被害救済・研究振興基金（現・医薬品医療機器

総合機構）が研究振興業務を開始した。 

(2) 行政改革 

 昭和 60 年代になると、中曽根内閣のもと設置された臨時行政改革推進審議会による行

政改革推進の影響を受けるようになり、科学技術会議に対して諮問第 13 号「国立試験

研究機関の中長期的あり方について」が諮問された114。 

 大学における研究活動に関する基本政策としては、昭和 59 年の学術審議会答申「学術

研究体制の改善のための基本的施策について」やその他の文書がある115。 

4.5.3 【分野の政策】物質・材料、情報・電子など 

(1) 重点分野 

 科学技術会議は、第 12 号答申（科学技術政策大綱について、1985（昭和 60）年 12 月）

において、重点分野を提示した。第 12 号答申を受けて、政府は、「科学技術政策大綱」

を閣議決定した（1986（昭和 61）年 3 月）。科学技術大綱における重点分野は、以下

の通りである116。 

 

表 4-2 科学技術政策大綱（1986（昭和 61）年）における重点分野 

(イ) 新しい発展が期待される基礎的・先導的科学技術の推進  

 物質・材料系科学技術  

 情報・電子系科学技術  

 ライフサイエンス  

 ソフト系科学技術  

 宇宙科学技術  

                                                        
114 NISTEP(2013)「2.4 国立試験研究機関、研究開発法人等」の項目による。 
115 NISTEP(2013)「2.5 大学」の項目による。 
116 NISTEP(2013)「3.1 分野の戦略」の項目による。 
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 海洋科学技術  

 地球科学技術  

(ロ) 経済の活性化のための科学技術の推進  

 天然資源の開発及び管理  

 エネルギー開発及び利用  

 生産技術及び流通システムの高度化  

 資源の再生及び活用  

 社会、生活へのサービスの向上  

(ハ) 社会及び生活の質の向上のための科学技術の推進  

 人間の心と体の健康の維持増進  

 個性的で文化的な生活の形成  

 快適な安全な社会の形成  

 地球的視野に立った人間環境の改善 

出所）同資料による 

(2) 物質・材料技術 

 1986（昭和 61）年のスイス IBM チューリッヒ研究所における発見を契機として、高

温超伝（電）導の研究に重点が置かれるようになった117。 

 科学技術会議は、1987（昭和 62）年に「物質・材料系科学技術に関する研究開発基本

計画について」を答申した。 

(3) 情報・電子技術 

 科学技術会議は、1984（昭和 59 年）11 月に、諮問第 11 号「新たな情勢変化に対応し、

長期的展望に立った科学技術振興の総合的基本方策について」に対する答申において情

報・電子技術を新たな発展が期待される基礎的・先導的科学技術の一分野として位置づ

け、その重要性を指摘した118。 

 昭和 60 年版白書では、「情報・電子技術の振興」という項目において、マイクロエレ

クトロニクス、オプトエレクトロニクス、バイオエレクトロニクス、情報処理関連ソフ

ト技術、レーザーの 5 項目について述べている。 

(4) ライフサイエンス 

 科学技術会議の答申（10 号答申）に基づき、1984 年 8 月に「ライフサイエンスにおけ

る先導的・基盤的技術の研究開発基本計画」が内閣総理大臣による基本計画として定め

られた。同計画では、組換え DNA 技術等の生物の遺伝情報系操作技術に焦点を当てた

31 の研究開発目標及びその推進方策が提示されている119。 

 がん研究については、昭和 58 年 6 月にがん対策関係閣僚会議で決定された「対がん 10

か年総合戦略」に基づき、政府が一体となってがんの本態解明を図り、その成果を予防、

                                                        
117 NISTEP(2013)「3.5 ナノテク・材料」の項目による。 
118 NISTEP(2013)「3.3 情報通信」の項目による。 
119 科学技術白書 昭和 60 年版 3-2-6-6 による。 
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診断、治療に反映させることとしている。  

4.5.4 【基盤的政策】産学協同 

(1) 産学協同・地域 

 産学協同という用語は、既に昭和 33 年版白書（初代白書）において登場するが、分析

の対象としての記述にとどまっており、政策としての「産学連携」が白書に取り上げら

れるのは昭和 58 年版白書からである。 

 1983（昭和 58）年度に、国立大学等における民間等との共同研究制度が開始された120。 

 1985（昭和 60）年度の臨時行政改革推進審議会は、答申の中で、産学官の共同研究の

促進について述べた。その後、研究交流促進法の制定（1986（昭和 61）年度）、国立

大学における共同研究センターの設置開始（1987（昭和 62）年度）などの取組が相次

いで実施された。 

 地域における科学技術振興への取組の本格的な契機となったのは、科学技術会議 11 号

答申（昭和 59 年 11 月）、第 4 次全国総合開発計画（昭和 62 年 6 月閣議決定）におい

て地域における科学技術振興が位置づけられたことである121。 

(2) 研究費の拡充 

1）科学技術振興調整費の創設 

 1981（昭和 56）年度に、科学技術振興調整費が創設された。これは、従来の特別研究

促進調整費を発展的に解消し、科学技術会議の方針に沿って既存の研究体制の枠を越え

た横断的、総合的な研究開発等、科学技術の振興に必要な重要研究業務の総合的推進調

整を図るための経費として創設されたものである122。 

 1981 年、文部省は、科学研究費補助金の大幅アップを始めた123。 

2）創造科学技術推進制度の創設 

 1981（昭和 56）年度、科学技術振興調整費の枠内で創造科学技術推進制度、通称 ERATO

が開始された。さらに、翌年度、独自の予算となった124。 

(3) 標準化 

 情報通信分野の標準化については、1980 年代から科学技術白書の話題となり、昭和 61

                                                        
120 NISTEP(2013)「4.2 産学官連携」の項目による。 
121 NISTEP(2013)「4.8 地域」の項目による。 
122 NISTEP(2013)「4.3 公的研究費」の項目による。 
123 新技術振興渡記念会（2009）17 頁による。 
124 新技術振興渡記念会（2009）76 頁による 
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年には日本工業標準調査会から情報技術の標準化に関する建議がなされた125。 

(4) 知的基盤整備への取組 

 1986（昭和 61 年）3 月に閣議決定された科学技術政策大綱において、科学技術情報の

流通の促進と並んで機材、遺伝子資源等の開発保存供給等の科学技術振興基盤の整備を

図ることがうたわれた126。 

 1990（平成 2）年 1 月には、「科学技術振興基盤の整備に関する基本指針」が内閣総理

大臣決定され、研究用資材、遺伝子資源等の供給体制の充実等が位置づけられた。 

(5) APEC 等国際連携の拡大 

 1970 年代から、主要先進国首脳会議（サミット）において科学技術担当大臣会合が開

催される等の取組が始まった。さらに、1980 年代に入ると、アジア太平洋経済協力（Asia 

Pacific Economic Cooperation : APEC）における活動など、地域（複数国）レベルで

の連携枠組みが盛んになってきた127。 

(6) その他 

 明確に生命倫理問題について触れ始めたのは、科学技術会議の「ライフサイエンスと人

間に関する懇談会」（昭和 60 年 7 月）である128。  

                                                        
125 NSTEP(2013)「4.7 標準化」の項目による。 
126 NISTEP(2013)「4.10 知的基盤」の項目による。 
127 NISTEP(2013)「4.13 国際協力」の項目による。 
128 NISTEP(2013)「5.1 法的倫理的社会的課題への対応」の項目による。 
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4.6 1990 年代：科学技術基本法の制定 

4.6.1 【この時代】バブル崩壊、基礎研究強化 

(1) 冷戦終結後の世界情勢の変化 

 1990 年、東西ドイツが統一。 

 1991 年、ソビエト連邦が崩壊（12 月、ゴルバチョフ大統領が辞任）。 

 1991 年、ユーゴスラビア連邦共和国で、スロベニア、クロアチアが独立を宣言。ユー

ゴスラビア紛争が始まる。 

 1992 年、中国と韓国が国交を樹立。 

 1993 年、欧州連合 EU が発足。 

 1997 年、アジア通貨危機。 

(2) ICT 化の急速な進展 

 学術研究のためとされていたインターネットの商用利用が開始された。日本においても

1992 年に商用サービスが開始される。1993 年にウェブブラウザ Mosaic がリリースさ

れ、WWW の普及が始まった。 

 携帯電話が急速に普及した。 

 1995 年、Windows95 の世界的なヒット。 

(3) 震災とオウム真理教 

 1995 年には阪神淡路大震災が発生した。 

 同年、オウム真理教による地下鉄サリン事件が起こった。 

(4) バブル崩壊 

 1991（平成 3）年 3 月から 1993（平成 5）年 10 月まで景気後退期となり、バブル経済

が崩壊した。 

 株価の下落、地価の下落が進んだ。 

 金融機関における不良債権が問題となり、一部金融機関が経営破たんした。ゼネコン等

の経営破たんも起こった。 

 就職氷河期となる。失業率が上昇。 

 1998 年、自殺者数が急増し、年間 3 万人を超える。 

(5) 貿易摩擦、基礎研究ただ乗り論 

 1980 年代からの貿易摩擦。 

 1980 年代の基礎研究ただ乗り論への対応。 
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(6) 地球環境問題への関心 

 1997 年、京都会議129（→2002 年、京都議定書を締結）。 

(7) 中央省庁改革 

 1997（平成 9）年 12 月､行政改革会議が新たな行政体制の在り方について最終報告を

取りまとめ､内閣府に設置される総合科学技術会議や教育科学技術省(仮称)の設置､科

学技術行政体制の大きな枠組みを提言した。 

 その後、以下のような取組が進み、2001（平成 13）年 1 月から新府省体制となった。 

 1998（平成 10）年 6 月､中央省庁等改革基本法が公布､施行された。 

 1999（平成 11）年 1 月、「中央省庁等改革に係る大綱」を決定 

 1999（平成 11）年 7 月、各府省の設置法が成立 

 1999（平成 11）年 12 月、各独立行政法人の設立法等が成立 

 2001（平成 13）年 1 月、新省庁体制が開始 

4.6.2 【推進体制】科学技術基本法、科学技術基本計画の策定等 

(1) 科学技術政策大綱 

 平成 4 年 4 月に閣議決定された「科学技術政策大綱」は、できるだけ早期に政府研究

開発投資額を倍増するように努めることとしており、以下のように記載した。 

 「時々の財政事情等を踏まえつつ、政府の研究開発投資額をできるだけ早期に倍

増するように努める。」（科学技術政策大綱 2.(3)） 

(2) 科学技術基本法、科学技術基本計画 

 1995（平成 7）年 11 月に科学技術基本法が成立し、同法の規定により政府は科学技術

基本計画の策定を義務付けられ、また、その策定に当たっては、あらかじめ、科学技術

会議の議を経ることとされた。 

 （第 1 期）科学技術基本計画（平成 8 年 7 月閣議決定）は、期間中の「科学技術関係

経費」の総額を 17 兆円にすることが必要だとして、以下のように記載した。 

 「「科学技術政策大綱」（平成 4 年 4 月 24 日閣議決定）及び「構造改革のための

経済社会計画－活力ある経済・安心できるくらし－」（平成 7 年 12 月 1 日閣議決

定）にいう政府研究開発投資の早期倍増については、21 世紀初頭に対 GDP 比率

で欧米主要国並みに引き上げるとの考え方の下に、本計画の期間内に倍増を実現

させることが強く求められている。この場合、平成 8 年度より 12 年度までの科

学技術関係経費の総額の規模を約 17 兆円とすることが必要である。」（第 1 期科

学技術基本計画 第 1 章Ⅴ） 

                                                        
129 正式名称は第 3 回気候変動枠組条約締約国会議である。 
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(3) 省庁・組織再編 

 1996（平成 8）年度に、日本科学技術情報センターと新技術事業団が統合し、科学技

術振興事業団（現・科学技術振興機構）が設立された。【2.3 行政体制】 

 1999（平成 11）年、日本学術会議は、中央省庁改革の一貫として総務省に移管された。 

4.6.3 【分野の政策】情報電子、ライフサイエンス、地球環境問題への取組等 

(1) 重点分野 

 1992（平成 4）年、科学技術会議は、「新世紀に向けてとるべき科学技術の総合的基本

方策について」を答申した（第 18 号答申、平成 4 年 1 月）。政府は、この答申を踏ま

えて、新たに「科学技術政策大綱」を閣議決定した。 

 この大綱では、以下が重点分野とされている。 

 

表 4-3 新たな科学技術政策大綱（1992（平成 4）年）における重点分野 

ア 基礎的・先導的な科学技術  

(ア)物質・材料系科学技術  

(イ)情報・電子系科学技術  

(ウ)ライフサイエンス  

(エ)ソフト系科学技術  

(オ)先端的基盤科学技術  

(力)宇宙科学技術  

(キ)海洋科学技術  

(ク)地球科学技術  

 

イ 人類の共存のための科学技術  

(ア)地球・自然環境の保全  

(イ)エネルギーの開発及び利用  

(ウ)資源の開発及びリサイクル  

(エ)食料等の持続的生産  

 

ウ 生活・社会の充実のための科学技術  

(ア)健康の維持・増進  

(イ)生活環境の向上  

(ウ)社会経済基盤の整備  

(工)防災・安全対策の充実 

 

 （第 1 期）科学技術基本計画（1996（平成 8）年 7 月閣議決定）は、研究開発の推進

に当たっては、科学技術会議の第 18 号答申を踏まえ、基礎科学を振興するとともに、

重要分野の研究開発を推進する、とした。 

(2) 情報・電子技術 

 この頃、通商産業省では「第五世代コンピュータの研究開発」が行われているほか、次
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世代産業基盤技術研究開発で「新ソフトウェア構造化モデル」等が実施されていた130。 

 情報の処理の具体的な研究開発課題としては、科学技術庁の関係研究機関の連携による

「地球シミュレータの開発」、電子技術総合研究所による「柔軟な知能情報処理に関す

る研究」等が行われていた131。 

(3) ライフサイエンス 

 科学技術会議の答申（24 号答申）に基づき、1997（平成 9）年、今後 10 年程度を見

通した我が国のライフサイエンス研究開発の在り方を示す「ライフサイエンスに関する

研究開発基本計画」が内閣総理大臣決定された132。 

 1997（平成 9）年 11 月、理化学研究所に我が国における脳科学研究を牽引する機関と

して「脳科学総合研究センター」を設置された133。 

 1998（平成 10）年 10 月、理化学研究所に我が国におけるゲノム科学研究の中核的拠

点として「ゲノム科学総合研究センター」が設置された。 

(4) 地球環境研究 

 1980 年代後半からは、地球環境問題に関する関心が大きくなってきた。1987（昭和

62）年 3 月には航空・電子等技術審議会に地球科学技術部会が設置された。1990（平

成 2）年度には、「地球科学技術に関する研究開発基本計画」が内閣総理大臣決定され

た134。 

 1992（平成 4）年 4 月に閣議決定された科学技術政策大綱は、「地球・自然環境の保全」、

「エネルギーの開発及び利用」、「資源の開発及びリサイクル」、「食料の持続的生産」の

各分野を、人類の共存のための科学技術と位置付けた。 

 1993（平成 5）年、国は生物の多様性に関する条約を受諾し、1995（平成 7）年度に

は「生物多様性国家戦略」を関係閣僚会議において決定した。 

 1997（平成 9）年 12 月には、気候変動に関する国際連合枠組条約第 3回締約国会議(COP3

京都会議)が開催され、COP3 京都会合において採択された「気候変動に関する国際連

合枠組条約の京都議定書」(仮称)において、地球温暖化防止のために科学技術の果たす

役割への大きな期待が示された135。 

                                                        
130 科学技術白書 平成 3 年版 3-3-1-1-2 による。 
131 科学技術白書 平成 11 年版 3-3-2-1-2 による。 
132 科学技術白書 平成 10 年版 3-3-2-1 による。 
133 NISTEP(2013)「3.2 ライフサイエンス」の項目による。 
134 NISTEP(2013)「3.4 環境」の項目による。 
135 科学技術白書 平成 10 年版白書 3-3-2-1 による。 
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4.6.4 【基盤的政策】人材の流動性の重視、競争的資金の強化等 

(1) 人材 

 団塊ジュニアが大学進学期を迎えて大学入学者数が増加すると共に、大学進学率、大学

院進学率も上昇した。 

 1990 年代になってから、大学院学生の支援、若手研究者への支援が重点となった。特

に、第 2 期基本計画期間中には、若手研究者向けの競争的資金の枠が急増した。同時

に、若年層の人口減少に加えて若者の科学技術離れが指摘されるようになり、優秀な科

学技術人材の確保が課題とされるようになった136。 

 第 1 期科学技術基本計画では、人材の流動性の確保が重要であると位置づけたことか

ら、1990 年代後半には、人材の流動性に関する施策が取り組まれた。国立試験研究機

関や大学において任期付任用制の導入が図られた。また、「ポストドクター等 1万人支

援計画」として、日本学術振興会の特別研究員制度等によりポストドクターの雇用機会

が拡充された137。 

(2) 研究費 

 第 1 期科学技術基本計画においては、競争的資金など多元的な資金の拡充が位置づけ

られ、特殊法人への出資金を活用した新たな基礎研究推進制度として、複数の競争的資

金制度が創設された138。 

(3) 産学官連携・地域 

 第 1 期科学技術基本計画以降は、産学官連携に関する施策が、次々に実施されてきた。

制度面では、人事面、税制面での措置がなされるとともに、産学連携による研究開発の

ための制度が多く誕生した。例えば、国立大学教員の兼業規制の段階的な緩和、通称

TLO法の制定（1998（平成 10）年度）、いわゆる日本版バイドール条項の施行、中小企

業技術革新制度（SBIR）の開始などである139。 

 1995（平成 7）年度には、「地域における科学技術活動の活性化に関する基本指針」が

内閣総理大臣決定された。さらに、科学技術基本法、科学技術基本計画において地域に

おける科学技術振興が明確に位置づけられたことから、より多くの関連施策が実施され

るようになった。科学技術庁所管事業としては、地域研究開発促進拠点支援事業（通称

RSP 事業）、地域結集型共同研究事業などが開始された。併せて、自治体における科学

技術振興への取組が活発化した140。 

                                                        
136 NISTEP(2013)「4.1 人材」の項目による。 
137 NISTEP(2013)「4.1 人材」の項目による。 
138 NISTEP(2013)「4.3 公的研究開発」の項目による。 
139 NISTEP(2013)「4.2 産学官連携」の項目による。 
140 NISTEP(2013)「4.9 地域」の項目による。 
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(4) 情報基盤 

 研究情報ネットワークについては、平成 5 年度の補正予算及び平成 6 年度予算におい

て、全国の大学、国立試験研究機関等に LAN(機関内ネットワーク)、コンピュータ等

の研究情報基盤に関する大幅な措置が行われた。これは我が国でインターネットの本格

的な商用利用が開始された時期に対応している。国立情報学研究所においては、大学・

大学共同利用機関等を相互に接続する学術情報ネットワーク( SINET )を構築・運営し

てきた141。 

(5) 施設・大型設備 

 科学技術会議は、諮問第 16 号「科学技術振興基盤の整備に関する基本指針について」

への答申（1990（平成 2）年 1 月）において、大学、国立試験研究機関等における機

器・設備の陳腐化・老朽化対応、世界的に最先端の機器・設備の開発等について述べた。 

 第 1 期科学技術基本計画では、国立大学等及び国立試験研究機関の施設整備について

具体的な数値目標を掲げて記載した。 

 大型研究設備については、科学技術庁、文部省、通商産業省等により、それぞれの目的

のもとに整備が進んだ。平成 6 年度には、「特定放射光施設の共用の促進に関する法律」

が制定され、当該施設に係る利用課題の募集・選定や技術的支援等、利用者との関係を

一元的に扱う指定法人制度を導入するなど、利用者本位の考え方を原則とした体制整備

を行い、その共用の促進が図られたことは特徴的である142。 

(6) 評価システム 

 評価システムの改革をめぐる取組が活発化したのは、第 1 期科学技術基本計画を受け

て、科学技術会議の意見具申に基づき、平成 9 年 8 月に「国の研究開発全般に共通す

る評価の実施方法のあり方についての大綱的指針」が内閣総理大臣決定されたことに始

まる。この大綱的指針は、その後、数回、改訂されている。大綱的指針に基づき、各省

においても評価の大綱的指針を策定している143。 

(7) 大学改革 

 大学に対しては、1995（平成 7）年度から COE 形成基礎研究費が開始され、その後の

21 世紀 COE プログラムにつながっている。大学の特定の研究拠点に対して競争的に提

案を募集して研究資金を配分する仕組みは、事業が変遷しつつ、その後も続いている144。 

 私立大学については、補助金の支給がなされてきたが、1997~1998（平成 9~10）年度

                                                        
141 NISTEP(2013)「4.5 情報基盤」の項目による。 
142 NISTEP(2013)「4.9 施設・大型設備」の項目による。 
143 NISTEP(2013)「4.13 評価システム」の項目による。 
144 NISTEP(2013)「2.5 大学」の項目による。 



 

63 

 

頃から、学術フロンティア推進事業、ハイテク・リサーチ・センター整備事業のように、

特定の研究拠点等を支援する施策が開始された。 
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4.7 2000 年代：府省再編、大学・国立試験研究機関の法人化 

4.7.1 【この時代】新興国の一層の成長、新たな府省体制 

(1) 新興国の急速なの成長 

 中国をはじめ新興国が一層成長。 

 エレクトロニクス業界において、新興国等のメーカーとの競争が激化。日本の競争力が

低下。 

(2) 省庁再編後の新体制の始動 

 2001（平成 13）年 1 月からの新体制において、府省が再編された。科学技術政策に関

連の深いものとして、以下のような機関等が設置された。 

 総合科学技術会議 

 内閣府 

 科学技術政策担当大臣 

 文部科学省 

4.7.2 【推進体制】総合科学技術会議の設置、国立大学等の法人化 

(1) 総合科学技術会議の設置、府省再編、第 2 期科学技術基本計画策定 

 2001（平成 13）年 1 月の省庁再編に伴い科学技術会議は廃止され、総合科学技術会議

が内閣府設置法(平成 11 年法律第 89 号)に基づき、「重要政策に関する会議」のひとつ

として内閣府に設置された145。 

 その策定過程が省庁再編期にあたっ（第 2期）の科学技術基本計画は、2000（平成 12）

年 12 月の科学技術会議による「科学技術基本計画について」に対する答申を踏まえて

行われ、2001（平成 13）年 3 月の総合科学技術会議による答申を受けて閣議決定され

た。 

 日本学術会議は、2005（平成 17）年、内閣府の所管になるとともに、会員を日本学術

会議が選考し内閣総理大臣に推薦する方法に変更された。 

(2) 政府研究開発投資の目標 

 第 2 期科学技術基本計画（平成 13 年 3 月閣議決定）は、期間中の「政府研究開発投資

額」について、GDP 名目成長率に関する一定の留保を付けた上で、24 兆円とすること

が必要とした。この場合の政府研究開発投資については、白書や基本計画では定義が示

されていないが、計測上は、国と地方公共団体の科学技術関係経費の合計額として扱わ

                                                        
145 NISTEP(2013)「2.1 科学技術会議」の項目による。 
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れていた。 

 「政府研究開発投資については、第 1 期基本計画期間中の対 GDP 比率の推移を

見ると、欧米主要国は低下傾向が継続する一方、我が国は着実に増加し、現時点

では、ほぼ同水準に達しつつある。しかしながら、今後とも欧米主要国の動向を

意識し、かつ第 1 期基本計画の下での科学技術振興の努力を継続していくとの観

点から、第 2 期基本計画期間中も対 GDP 比率で少なくとも欧米主要国の水準を

確保することが求められている。この場合、平成 13 年度より 17 年度までの政府

研究開発投資の総額の規模を約 24 兆円とすることが必要である。（注）上記は、

第 2 期基本計画期間中に政府研究開発投資の対 GDP 比率が 1%、上記期間中の

GDP の名目成長率が 3.5%を前提としているものである。」【第 2 期科学技術基本

計画 第 1 章 6.（2）】 

 第 3 期科学技術基本計画（2006（平成 18）年 3 月閣議決定）では、期間中の「政府研

究開発投資」について、GDP 名目成長率に関する一定の留保を付けた上で、25 兆円と

することが必要とした。 

 「平成 18 年度より 22 年度までの政府研究開発投資の総額の規模を約 25 兆円と

することが必要である。（注）上記は、第 3 期基本計画期間中に政府研究開発投

資の対 GDP 比率が 1%、上記期間中における GDP の名目成長率が平均 3.1%を前

提としているものである。」【第 3 期科学技術基本計画 第 1 章 6.】 

(3) 国立大学、国研等の法人化 

 「特殊法人等整理合理化計画」(2001（平成 13）年 12 月閣議決定)に基づき、多くの国

研、特殊法人等の独立行政法人への転換等が行われた146。 

 国立大学については、行政改革の流れを受けて、法人化に関する議論が進み、2004（平

成 16）年 4 月より、国立大学法人に移行した。 

 国立大学の共同利用機関は、順次設置が進んできたが、1989（平成元）年に「国立大

学共同利用機関」から国立大学に限らない共同利用に供するため「大学共同利用機関」

へと転換し、2004（平成 16）年 4 月に、従来の研究所群は 4 つの大学共同利用機関法

人の下に再編された147。 

(4) その他 

 2007（平成 19）年、長期戦略指針として、「イノベーション 25」が閣議決定された。 

4.7.3 【分野の政策】ライフサイエンス、情報通信等 

(1) 重点分野 

 第 2 期科学技術基本計画（平成 13 年 3 月閣議決定）では、「基礎研究の推進」ととも
                                                        

146 NISTEP(2013)「2.4 国立試験研究機関、研究開発法人等」の項目による。 
147 NISTEP(2013)「2.5 大学」の項目による。 



 

66 

 

に「国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化」が位置づけられた。 

 重点化の分野としては、以下の 8 分野が位置づけられた。 

 ライフサイエンス分野 

 情報通信分野 

 環境分野 

 ナノテクノロジー・材料分野 

 エネルギー分野 

 製造技術分野 

 社会基盤分野 

 フロンティア分野 

 このうち、ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料の 4 分野に

対して特に重点を置くこととされた。これら重点分野の設定は、第 3 期基本計画（2006

（平成 18）年 3 月閣議決定）においても引き継がれた148。 

 総合科学技術会議は、第 3 期科学技術基本計画に基づき、同計画期間中の投資の選択

と集中及び成果の実現に向け、分野別推進戦略（2006（平成 18）年 3 月 28 日総合科

学技術会議決定）を取りまとめた。 

(2) ライフサイエンス 

 2000（平成 12）年度政府予算においては、ミレニアム・プロジェクトの一環として、

科学技術振興事業団における標準多型(SNPs)に関する解析・データベースの整備およ

び理化学研究所における標準多型データベースを利用した体系的な遺伝子等の探索研

究等を行う遺伝子多型研究センターの新設が盛り込まれた149。 

 2002(平成 14)年 7 月より内閣総理大臣主宰の BT(バイオテクノロジー)戦略会議が開催

され、12 月には「バイオテクノロジー戦略大綱」が決定された150。 

(3) 情報通信  

 2001（平成 13）年 1 月に、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT基本法）が

施行され、科学技術政策の範囲にとどまらない国家の基本戦略として、「e-Japan 戦略」

が策定された151。 

(4) ナノテクノロジー・材料 

 2001（平成 13）年 4 月、金属材料技術研究所及び無機材質研究所が統合し、独立行政

法人物質・材料研究機構が設置された。 

                                                        
148 NISTEP（2013）「3.1 分野の戦略」の項目による。 
149 科学技術白書 平成 12 年版 3-3-2-1 
150 科学技術白書 平成 15 年版 3-2-2-1 
151 NISTEP(2013)「3.3 情報通信」の項目による。 
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 文部科学省においては、科学技術振興調整費「ナノテクノロジーの社会受容促進に関す

る調査研究」や「ナノテクノロジー影響の多領域専門家パネル」（平成 19 年版白書に

記載）により、ナノ物質の特性評価等の研究を推進するといった取組みを進めてきた152。 

(5) 環境 

 2000 年代からは、バイオマスについての関心が大きくなり、2002（平成 14）年度に

は「バイオマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定された。 

 2002（平成 14）年 3 月に地球温暖化対策推進本部により、新たに「地球温暖化対策推

進大綱」が決定され、6 月 4 日に「京都議定書」を締結した。これを踏まえ、2002（平

成 14）年 7 月に同推進本部により「京都メカニズム活用のための体制整備について」

が決定された。 

 2002（平成 14）年 10 月には、COP8 がデリー(インド)において開催され、京都議定書

発効に向けて議定書の早期締結を訴えるとともに、研究及び組織的観測については、国

際的な研究計画等についての情報提供を行い、気候変動研究関連事項を定常的に検討す

ることを決定した153。 

4.7.4 【基盤的な政策】産学官連携の深化、知的財産・標準化への取組等 

(1) 人材 

 2003（平成 15）年度頃から、女性研究者の処遇改善、外国人研究者への処遇改善への

取組が進んだ154。 

 大学における人材育成については、2005（平成 17）年度に中央教育審議会から答申「新

時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて―」がなされ、大学院

教育の実質化（教育の課程の組織的展開の強化）と国際的な通用性、信頼性の向上のた

めの方策について提言がなされた。2006（平成 18）年 3 月、文部科学省は、「大学院

教育振興施策要綱」を策定した。 

 ポストドクターについては、博士号取得者の産業界での活躍促進が重視されるようにな

り、2006（平成 18）年度には「科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業」が

開始された。 

(2) 産学官連携・地域 

 2001（平成 13）年度からは、産学官連携サミットのように、関係者による幅広い議論

の機会もつくられるようになった。また、国立大学等の個々においても、産学連携ポリ

                                                        
152 NISTEP(2013)「3.5 ナノテクノロジー・材料」の項目による。 
153 科学技術白書 平成 15 年版 3-2-2-3 による。 
154 NISTEP(2013)「4.1 人材」の項目による。 
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シーや利益相反ポリシーなど関連規定の整備が進んできた155。 

 第 2 期科学技術基本計画では、知的クラスターの創成がうたわれた。2001（平成 13）

年度からは産業クラスター計画（経済産業省）、平成 14 年度からは、知的クラスター創

成事業（文部科学省）等が開始された156。 

(3) 知的財産 

 知的財産という観点で政策が体系的に講じられるようになったのは、2000 年代になっ

てからである。内閣総理大臣を議長とする知的財産戦略会議において平成 14年に知的

財産戦略大綱を策定し、知的財産基本法が成立した。この知的財産基本法に基づいて知

的財産戦略本部が設置され、知的財産推進計画を決定している157。 

 公的機関が保有する知的財産の活用に関しては、大学や独立行政法人における研究開発

成果の帰属や取り扱いのルールが不明確であったため、ルールの明確化が図られた。ま

た、リサーチツール特許の使用に関しても指針がまとめられた。特許制度自体について

も国際的な協調、データベースによる情報提供、審査の効率化等が図られた。 

(4) 標準化 

 2006（平成 18）年度には、内閣官房知的財産戦略本部は、国際標準に関する戦略的取

組として「国際標準総合戦略」を策定した。経済産業省は、我が国の「国際標準化力」

を経済力、科学技術水準に見合ったものとするため、我が国発の提案件数を 2015 年（平

成 27 年）までに倍増させることなどを「国際標準化戦略目標」として定めた158。 

(5) 国立大学等の施設整備 

 国立大学が法人化するのに合わせ、法人化後の施設整備、管理運営のあり方について有

識者による検討が行われ、2003（平成 15）年 7 月に「知の拠点-国立大学施設の充実に

ついて」が取りまとめられた159。 

 2001（平成 13）年以来、第 1 次から第 3 次の「国立大学等施設緊急整備 5 か年計画」

が策定された。 

(6) 知的基盤 

 第 2 期科学技術基本計画では、科学技術振興のための基盤の整備として「知的基盤の

整備」が位置づけられ、研究用材料(生物遺伝資源等)、計量標準、計測・分析・試験・

                                                        
155 NISTEP(2013)「4.2 産学官連携」の項目による。 
156 NISTEP(2013)「4.8 地域」の項目による。 
157 NISTEP(2013)「4.6 知的財産」の項目による。 
158 NISTEP(2013)「4.7 標準化」の項目による。 
159 NISTEP(2013)「4.9 施設」の項目による。 
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評価方法及びそれらに係る先端的機器、並びにこれらに関連するデータベース等160の

整備を促進することとされた161。 

 科学技術・学術審議会は、関係省庁の協力を得て 2010（平成 22）年までの知的基盤整

備の具体的方策を示した「知的基盤整備計画」を定め、2001（平成 13）年 8 月に文部

科学大臣に答申した。 

(7) 評価システムの拡充 

 2001（平成 13）年 1 月からは、全府省において政策評価の取組が開始され、同 4 月か

らは、独立行政法人通則法に基づき独立行政法人となる国立試験研究機関等について独

立行政法人評価委員会による評価が実施され、国立大学法人、大学共同利用機関法人に

ついては、国立大学法人評価委員会による国立大学法人評価委員会による評価が実施さ

れることとなった。 

 また、大学評価・学位授与機構は国立大学法人評価委員会の要請を受け、教育研究の状

況についての評価を行うこととなった。なお、公立大学、私立大学も含めた大学全体に

おいては自己点検・評価が導入され、努力義務から義務化された他、認証評価制度が導

入されている。 

 こうした結果として、大学や国の試験研究機関においては、政策評価の枠組みによる機

関の評価と、研究開発評価としての評価が並行して行われるようになった162。 

(8) 制度運用の改善 

 第 2 期科学技術基本計画では、「制度の弾力的・効果的・効率的運用」が位置づけられ、

「研究開発の特性を踏まえた予算執行の柔軟性・効率性の確保」と「勤務形態等の弾力

化」について記載した163。 

 また、第 3 期科学技術基本計画では、「円滑な科学技術活動と成果還元に向けた制度・

運用上の隘路の解消」が位置づけられた。総合科学技術会議は、制度的な阻害要因とし

て研究現場等で顕在化している諸問題を解決するため、全 66 の改革事項を提言し、2006

（平成 18）年 12 月に関係大臣に意見具申した。その後、この提言についてのフォロー

アップが行われることとなった。 

                                                        
160 第 2 期科学技術基本計画 第 2 章Ⅱ.7.知的基盤の整備における記述。「解決すべき課題が増大し,研究対

象が複雑化・高度化する中,我が国における先端的・独創的・基礎的な研究開発を積極的に推進するととも

に,研究開発成果の経済社会での活用を円滑にすることが必要である。このため,研究者の研究開発活動,さら

には広く経済社会活動を安定的かつ効果的に支える知的基盤,すなわち,研究用材料(生物遺伝資源等),計量

標準,計測・分析・試験・評価方法及びそれらに係る先端的機器,並びにこれらに関連するデータベース等の

戦略的・体系的な整備を促進する。」 
161 NISTEP(2013)「4.10 知的基盤」の項目による。 
162 NISTEP(2013)「4.11 評価システム」の項目による。 
163 NISTEP(2013)「4.12 制度改善」の項目による。 
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(9) その他 

 第 2 期科学技術基本計画の科学技術システム改革において、「科学技術に関する倫理と

社会的責任」が大項目として位置づけられた。 

 科学技術・理科教育に関連する施策を総合的・一体的に推進する「科学技術・理科大好

きプラン」（2002（平成 14）年より実施）に基づき、理科・数学に重点を置いたカリ

キュラムの研究開発等を行う「スーパーサイエンスハイスクール」、大学、研究機関等

と教育現場との連携等を推進し、児童生徒が科学技術に触れる機会や教員研修の充実を

図る「サイエンス・パートナーシップ・プログラム」等の取組が開始された164。 

  

                                                        
164 NISTEP(2013)「5.2 科学技術コミュニケーション」の項目による。 
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4.8 2010 年代（現在進行形のため暫定記載）：「科学技術イノベーション政策」へ 

4.8.1 【この時代】東日本大震災、政権交代 

(1) 東日本大震災の発生 

 2011 年 3 月、東日本大震災が発生。 

 2011 年 3 月、東京電力福島第一原子力発電所における事故が発生。 

(2) 政権交代 

 2009 年 、総選挙の結果を受けて、自由民主党を中心とした連立政権から、民主党を中

心とした連立政権へと政権交代がなされた。 

 2012 年、総選挙の結果を受けて、民主党を中心とした連立政権から、自由民主党を中

心とした連立政権への政権交代がなされた。 

4.8.2 【推進体制】総合科学技術・イノベーション会議への改称 

(1) 政府研究開発投資 

 第 4 期科学技術基本計画（2011(平成 23)年 8 月閣議決定）では、期間中の「政府研究

開発投資」総額について、GDP 名目成長率に関する一定の留保を付けた上で、25 兆円

とすることが必要として、以下のように記載している。 

 「官民合わせた研究開発投資を対 GDP 比の 4％以上にするとの目標に加え、政

府研究開発投資を対 GDP 比の 1％にすることを目指すこととする。その場合、

第 4 期基本計画期間中の政府研究開発投資の総額の規模を約 25 兆円とすること

が必要である（同期間中に政府研究開発投資の対 GDP 比率 1％、GDP の名目成

長率平均 2.8%を前提に試算）。」【第 4 期科学技術基本計画Ⅴ.4】） 

(2) 総合科学技術会議、科学技術・イノベーション総合戦略 

 総合科学技術会議（略称 CSTP）は、2014 年より、総合科学技術・イノベーション推

進会議（略称 CSTI）と改称された。 

 CSTP は、2013 年 6 月に「科学技術イノベーション総合戦略」をとりまとめ、同月、

閣議決定された。2014 年 6 月、CSTI は、「科学技術イノベーション総合戦略 2014」

をとりまとめ、同月、閣議決定された。 

4.8.3 【分野の政策】グリーン、ライフ 

(1) 重点分野 

 第 4 期科学技術基本計画（2011(平成 23)年 8 月閣議決定）では、我が国が取り組むべ
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き課題を予め設定し、その達成に向けて、研究開発の推進から、その成果の利用、活用

に至るまで関連する科学技術を一体的、総合的に推進するため、「震災からの復興、再

生の実現」、「グリーンイノベーションの推進」及び「ライフイノベーションの推進」が

主要な柱として位置づけられた165。 

4.8.4 【基盤的な政策】（記載省略） 

 現在進行形で各種施策が講じられているため、記載を省略する。 

                                                        
165 NISTEP（2013）「3.1 分野の戦略」の項目による。 
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5． 【日本の科学技術政策史②】トピック史（戦後） 

以下では、日本の科学技術政策において、長期にわたって、総合的に取り組まれている領

域として、原子力開発、宇宙開発について、トピックスとして記載する。 

5.1 原子力開発の政策史 

5.1.1 原子力開発利用体制の整備 

(1) 原子力予算の成立、原子力委員会の誕生 

 1942（昭和 17）年、米国のシカゴ大学の原子炉で、世界で初めて核分裂連鎖反応に成

功した。その後、原子爆弾の開発が進み、広島市、長崎市に投下された166。 

 1953（昭和 28）年にニューヨークで開催された国連総会で、アイゼンハワー米国大統

領が「原子力の平和利用」を提唱したことを契機として、我が国でも、経済社会の発展

のために原子力の平和利用を積極的に推進すべきであるとの機運が高まっていった167。 

 こうした中で、1954（昭和 29）年度の予算の審議中、中曽根康弘氏を中心とする一部

の国会議員が予算修正の緊急動議を行い、原子力予算が初めて成立することとなった

（2 億 5 千万円）。学界では、1954（昭和 29）年 4 月の日本学術会議第 17 回総会にお

いて「原子兵器に関する研究は一切行わない」、「原子力研究は民主、自主、公開の三原

則に従って行う」との声明が発表された168。 

 1954（昭和 29）年 5 月、原子力開発の基本方針などについて内閣に意見を述べること

のできる機関として、内閣に原子力委員会の前身に相当する原子力利用準備調査会が設

置され、事務局が経済審議庁（後の経済企画庁）に置かれた。 

 同年末から翌年春にかけて欧米 15 か国に派遣した原子力海外調査団の報告を受けて、

原子力利用準備調査会と閣議で、1955（昭和 30）年 1 月に米国から提案されていた濃

縮ウランの受入を決定した。そのための日米原子力協定が同年 11 月に調印され、国会

での承認を経て同月、発効した。 

 さらに体制、法律面では、原子力基本法、原子力委員会設置法、「総理府設置法一部改

正法の三法が、1956（昭和 31）年 1 月に施行された。 

 原子力基本法は、我が国の原子力の研究、開発、利用を平和目的に限定し、民主、自主、

公開の三原則を明示し、原子力委員会設置法によって原子力委員会が設置された。 

 原子力委員会は、年次計画である原子力開発利用基本計画を 1956（昭和 31）年度以来、

毎年度策定するとともに、より長期的な観点からの原子力開発利用長期計画を策定し、

それ以降、ほぼ 5 年ごとに見直しを行っており、我が国の原子力開発利用の基本政策

を決定してきている。 

                                                        
166 科学技術政策史研究会（1990）63 頁。 

 
168 同 244 頁。 
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 また、総理府設置法一部改正法によって、それまで経済企画庁や通産省にあった原子力

関係部局が統合され、総理府原子力局が発足した。これは、1956（昭和 31）年 5 月に

科学技術庁が設置されるにともない、その内部部局となった。 

(2) 原子力研究体制の整備 

 暫定措置として 1955（昭和 30）年 11 月に設立されていた財団法人原子力研究所は、

1956（昭和 31）年に我が国の恒久的原子力研究センターとして特殊法人日本原子力研

究所に改組された。また、原子燃料公社が同年 8 月に、放射線医学総合研究所が翌年 7

月に、それぞれ発足した。 

 産業界においては、1955（昭和 30）年から翌年にかけて、三菱グループ、東京原子力

グループ(日立製作所を中心とする）、日本原子力グループ（東芝を中心とする）など、

原子力産業のグループが次々と結成された。 

 英国の動力炉を導入する母体として、九つの電力会社、電源開発(株)、メーカーなどの

共同出資による日本原子力発電(株)が 1957（昭和 32）年 11 月に設立された。 

(3) 海外との協定締結 

 これらの体制が整備される中で、本格的な研究開発を実施するための発電用原子炉を海

外から導入することが計画された。1957（昭和 32）年 9 月の原子力委員会決定の基本

方針に基づき、米国、英国と交渉が行われ、日米、日英の原子力協定（動力協定）が翌

年 6 月に調印され、11 月の国会での承認を経て 12 月に発行した。 

 世界の平和、健康と繁栄のための原子力の貢献を促進、増大することを目的とする国際

原子力機関（IAEA）の憲章に 1956（昭和 31）年 10 月に調印した。 

 我が国は、1970（昭和 45）年に発効した核不拡散条約を 1976（昭和 51）年に批准し

た。 

(4) 動力炉・核燃料開発事業団の設立 

 1963（昭和 38）年 8 月に、国産原子力船開発のための日本原子力船開発事業団が設立

された（その後、1985（昭和 60）年 3 月に日本原子力研究所に統合）。 

 また、1967（昭和 42）年 10 月には、新型転換炉や高速増殖炉などの新型動力炉を開

発するために、原子燃料公社を発展的に改組して、動力炉・核燃料開発事業団を設立し

た。 

5.1.2 原子力発電の発展 

(1) 海外原子炉の導入 

 研究用原子炉としては、1957（昭和 32）年 8 月に、日本原子力研究所の研究炉 JPR-
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１（ウォーターボイラー型）が、我が国最初の原子炉として臨界に達した。 

 軽水炉については、米国から沸騰水型軽水炉を導入して日本原子力研究所に小型の動力

試験炉 JPDR を建設し、1963（昭和 38）年 10 月に我が国で初めて原子力による発電

に成功した。 

 日本原子力発電(株)は、英国のコールダーホール改良型炉を導入することとなり、1966

（昭和 41）年 7 月に我が国初の商業用原子力発電所として運転を開始した（東海原子

力発電所 1 号炉）。 

(2) 軽水炉路線 

 1961（昭和 36）年 2 月に原子力委員会が決定した長期計画では、発電用原子炉の第 2

号炉としては軽水炉が適していると明記された。 

 これにより日本原子力発電(株)は、1963（昭和 38）年に沸騰水型軽水炉による敦賀発

電所 1 号炉の建設計画を決定した（1970（昭和 45）年運転開始）。 

 1965（昭和 40）年 4 月には関西電力(株)が美浜発電所 1 号炉に米国ウェスティング・

ハウス社の加圧水型軽水炉を、同年 5 月には東京電力(株)が福島原子力発電所 1 号炉に

米国ゼネラル・エレクトリック社の沸騰水型軽水炉を採用することを決定したのをはじ

め、各電力会社が原子力発電所建設計画を相次いで決定し、軽水炉路線が定着するよう

になった。 

(3) 立地問題への対応 

 1973（昭和 48）年には原子力発電所建設予定地の地元関係者の生の声を聞くことによ

り背極的な意思の疎通を図るために、公開ヒアリングを開催することとした。 

 1974（昭和 49）年にはいわゆる電源三法が成立し、放射線監視体制の充実や地域振興

のための施策が講じられるようになった。1977（昭和 52）年には総合エネルギー対策

推進閣僚会議において、電源立地円滑化の国の方針が了解されるなど、原子力発電所立

地問題への取組がいっそう強化された。 

5.1.3 核燃料サイクルへの取組 

(1) ウラン濃縮への取組 

 昭和 40 年代の軽水炉路線の定着に伴い、濃縮ウランの安定確保が重要課題となり、さ

らに 40 年代半ば頃から世界の濃縮ウラン需給の逼迫が懸念されていたことから、原子

力委員会は、1972（昭和 47）年の原子力開発利用長期計画で、米国からの濃縮ウラン

の安定確保と濃縮ウランの一部国産化を基本方針として打ち出した。 

 これを受けて、動力炉・核燃料開発事業団においてパイロットプラントを 1977

（昭和 52）年に着工、1982（昭和 57）年に全面運転を開始した。 

 1977（昭和 52）年の原子力開発利用長期計画で動力炉・核燃料開発事業団が原型プラ
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ントを建設し、1990（平成 2）年頃までに民間における商業プラントを稼働させる方

針を示した。 

 原型プラントは、1985（昭和 60）年に着工し、1988（昭和 63）年に運転開始。 

 商業プラントは、事業主体として 1985（昭和 60）年に日本原燃産業(株)が設立

された。 

(2) 使用済核燃料の再処理への取組 

 原子力委員会は、1964（昭和 39）年に国内で使用済燃料の再処理を行う方針を明らか

にし、1970（昭和 45）年運転開始を目標として 0.7 トン/日の規模の再処理工場の建設

を決定していた。 

 これに伴い、原子力燃料公社は、フランスから技術を導入して東海再処理工場の

建設に取り掛かった。1974（昭和 49）年の試験運転、1977（昭和 52）年の試験

操業を経て 1981（昭和 56）年に本格的な操業を開始し、再処理技術の基盤が培

われた。 

 民間再処理事業を可能とするために 1979（昭和 54）年に、「核燃料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律」が改正され、また事業主体として翌年に日本原燃サー

ビス(株)が設立された。 

(3) 放射性廃棄物の処理処分への取組 

 原子力委員会は、1972（昭和 47）年に、低レベル放射性廃棄物の処理技術の開発を進

める一方、処分については陸地処分と海洋処分とを併せて実施する方針を示した169。 

 さらに、1976（昭和 51）年に放射性廃棄物対策技術専門部会の「放射性廃棄物対策に

関する研究開発計画」中間報告に基づき、固体化処分、陸地処分などの研究が進められ

た。 

 使用済核燃料の再処理によって発生する高レベル放射性廃棄物について、原子力委員会

は 1976（昭和 51）年に固化、貯蔵した後に処分を行う方針を打ち出した。 

(4) 核不拡散政策の進展 

 1977（昭和 52）年、米国は核不拡散法を制定し、核不拡散体制の強化を国際的に推進

した。 

 この新たな情勢の中で、我が国の東海再処理工場の稼働が行われることとなった。この

ため、当時の日米原子力協定（1968（昭和 43）年 7 月発効）第 8 条 C 項（再処理に関

する規定）に基づき、日米両国で米国産核燃料の再処理に関する共同決定を行うための

協議が行われた。これを受けて、東海再処理工場は、1977（昭和 52）年 9 月に条件付

きで試運転に入ることができた。 

 1977（昭和 52）年に、原子力平和利用と核不拡散を両立させる方策を研究するための

                                                        
169 この項目は、科学技術政策史研究会（1990）251 頁による。 
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交際核燃料サイクル評価（INFCE）が、世界 66 か国の参加により開かれ、我が国はそ

の検討に大きく貢献した。 

 1988（昭和 63）年 7 月に、新日米原子力協定が発効した。 

 濃縮ウランの大半は米国から供給されており、従来の協定では、再処理等に当た

って、米国の個別審査を受け、事前同意が必要とされた。新協定では、一定の条

件を定め、その枠内であれば、再処理等について一括して同意が与えられること

となった。 

5.1.4 新型動力炉の開発 

 1956（昭和 31）年の原子力利用長期基本計画において、将来的には、動力炉を国産化

することを目標に研究開発を進めることとし、エネルギー資源に乏しい我が国が目指す

べき国産動力炉としては、増殖型のものが最も適していることが示された170。 

 1963（昭和 38）年、原子力委員会は「国産動力炉の開発のすすめ方」についての基本

方針が決定した。さらに動力炉・核燃料開発事業団の設置と、国産動力炉の開発加速が

なされた171。 

 原子力委員会は、1966（昭和 41）年に、従来の海外からの導入炉の国産化を進める一

方、高速増殖炉と新型転換炉の開発を国家プロジェクトとして推進していく方針を定め

た。 

 新型動力炉の開発は、1967（昭和 42）年に設立された動力炉・核燃料開発事業団を中

心に推進されることとなった。 

 その後、実験炉「常陽」は、1977（昭和 52）年に臨界に達した。 

 原型炉「もんじゅ」は、1985 年度から建設が進められ、1994（平成 6）年に臨界

に達した。 

5.1.5 原子力の安全性 

(1) 安全規制、安全研究 

 安全規則については、当初、原子力委員会が行っていたが、1975（昭和 50）年 3 月に

首相の諮問機関として原子力行政懇談会が設けられ、その審議結果を受け、安全規制体

制を独立、強化することとした。 

 安全研究について、従来からの研究をより長期的、計画的に推進するため、1976（昭

和 51）年度から「原子炉施設等安全研究年次計画（51～55 年度）」などが作成され、

これらの年次計画に基づき、日本原子力研究所などが中心に活用した。 

 1974（昭和 49）年の原子力船「むつ」の放射線漏れを契機に、原子力安全に関する行

政の責任体制を明確にするため、1975（昭和 50）年度には科学技術庁に原子力安全局

                                                        
170 この項目は、科学技術政策史研究会（1990）253 頁による。 
171 NISTEP(2013)「3.6 エネルギー」の項目による。 
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が新設された172。 

 さらに、1978（昭和 53）年 10 月に原子力基本法などが改正され、原子力委員会から

安全規則の機能を分離し、原子力の安全の確保に関する事項について、企画、審議、決

定する原子力安全委員会が新たに設置された。 

 1979（昭和 54）年 3 月に米国のスリーマイル島（TMI）原子力発電所事故、1986（昭

和 61）年 4 月にソビエト連邦（当時）チェルノブイリ原子力発電所の事故が起こった。 

 TMI 事故の後、原子力安全委員会は、1979（昭和 54）年 9 月に米国原子力発電所事故

調査報告書をまとめ、さまざまな分野にわたる 52 項目を指摘した。 

(2) 国内における事故発生と対応 

 1995（平成 7）年 12 月 8 日、高速増殖原型炉「もんじゅ」のナトリウム漏洩事故が発

生した。 

 1997（平成 9）年 3 月 11 日、東海村再処理施設アスファルト固化処理施設の火災爆発

事故が発生した。 

 動力炉・核燃料開発事業団は、1998（平成 10）年に廃止され、核燃料サイクル開発機

構に改組された（さらに、2005 年 10 月に核燃料サイクル開発機構は日本原子力研究

所と統合され、日本原子力研究開発機構となった）。 

 1999（平成 11）年 9 月には、東海村の株式会社ジェー・シー・オーのウラン加工工場

において、臨界事故が発生した。その教訓を踏まえ、原子炉等規制法の一部改正法及び

原子力災害対策特別措置法が成立した173。 

(3) 東京電力福島第一原子力発電所事故への対応 

 2011（平成 23）年 3 月に東日本大震災が発生し、東京電力福島第一原子力発電所の事

故が発生した。これを受けて、原子力政策の見直しの議論が行われるとともに、原子力

損害賠償のための制度が整備された。また、被災地域における復興のため福島再生可能

エネルギー研究開発拠点（仮称）などの事業が講じられた174（以上の他にも記載すべ

き点はあるが、現在進行中の状況であるため、省略する）。 

  

                                                        
172 NISTEP(2013)「3.6 エネルギー」の項目による。 
173 NISTEP(2013)「3.6 エネルギー」の項目による。 
174 NISTEP(2013)「3.6 エネルギー」の項目による。 
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5.2 宇宙開発の政策史 

5.2.1 初期段階 

 我が国における宇宙空間研究着手の発端は、1954（昭和 29 年）、IGY(国際地球観測年、

1957～58（昭和 32～33）年)のロケット観測計画に参加することを決めたときである。

1955（昭和 30）年には、東京大学生産技術研究所が、2 段式ペンシルロケットの公開

水平発射に成功した175。 

 1955（昭和 30）年度に、我が国初の宇宙関係予算が文部省に計上され、東京大学生産

技術研究所で糸川教授を中心として開始された176。 

 なお、第二次大戦中、陸軍においてロケット弾、海軍においてロケットが開発されてい

たが、戦後航空技術をはじめこれらの研究は一切禁止されたため、軍の最高機密であっ

たロケット技術は継承されなかった。 

5.2.2 宇宙開発への取組 

 1960（昭和 35）年、総理府に宇宙開発審議会が設置された。さらに、1962（昭和 37）

年には、科学技術庁研究調整局に航空宇宙課が新設された177。 

 1964（昭和 39）年には宇宙開発推進本部が設置された。また、東京大学宇宙航空研究

所が設置された。 

 1968（昭和 43）年 5 月、宇宙開発委員会が設置された。 

 宇宙開発委員会は、毎年度「宇宙開発計画」を定め、これに従って、東京大学宇宙航空

研究所（1981（昭和 56）年 4 月に文部省宇宙科学研究所へ改組）、宇宙開発事業団を

中心とする関係機関が相協力して実施してきた。ロケット及び人工衛星の開発は、科学

研究の分野については東京大学宇宙航空研究所が、実利用の分野については宇宙開発事

業団がそれぞれ担当して実施してきた。 

 2003（平成 15）年には、宇宙 3 機関(宇宙科学研究所、独立行政法人航空宇宙技術研究

所及び宇宙開発事業団)を統合し、我が国の宇宙開発の中核的機関となる独立行政法人

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が発足した。 

 2008（平成 20）年 5 月には、宇宙基本法が成立し、内閣総理大臣を本部長とする宇宙

開発戦略本部の下、政府が一体となって宇宙開発利用を進める体制が構築された。 

                                                        
175 NISTEP(2013)「宇宙・航空」の項目による。 
176 科学技術政策史研究会（1990）257 頁による。 
177 NISTEP(2013)「3.9 宇宙・航空」の項目による。 
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6． 【世界の科学技術政策史】主要国の政策史（戦後） 

6.1 米国 

6.1.1 科学技術イノベーションシステムの特徴 

(1) 一般論 

 米国は、GDP で世界第一位、2013 年には 22.2%と世界経済で大きな地位を占める経済

大国である。軍事費においても、世界最大であり、世界の 1/3 を占める。 

 科学技術超大国である。大学は、各種の世界トップランキングの上位に名を連ねる。特

許の国際出願件数、技術貿易収支の面でも世界トップである。 

 連邦制国家である。大学は、州立大学や私立大学が主である。 

 政府の研究開発において、防衛研究の存在感が格段に大きく、政府の研究開発予算のう

ち約半分を占める。 

 1990 年代以降、日本で導入された産学連携やベンチャー振興のための仕組みは、米国

を範としている（例：TLO、SBIR、日本版バイドール等）。 

 シリコンバレーをはじめとして、ハイテク型の地域産業集積（産業クラスター）が生ま

れており、世界的に注目を集めている。 

 三権分立の原則から、法案の提出権を有するのは上下両院の議員のみである。 

(2) 科学技術行政 

 行政府の中枢で科学技術政策の推進役を担うのは、大統領府科学技術政策局（Office of 

Science and Technology Policy: OSTP）である178。 

 科学技術関連の予算案作成については、大統領府科学技術政策局と行政管理予算局

（Office of Management and Budget: OMB）が共同で各省庁予算要求に指針を示し、

その上で、OMB が予算教書としてとりまとめ、連邦議会に提出する。 

 研究開発の主体は、各省庁とその傘下の国立研究所が担っている。代表的な機関として、

以下がある。 

 国防総省（Department of Defense: DOD） 

 国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency: DARPA） 

 エネルギー省（Department of Energy: DOE）と傘下の 21 研究所 

 保健福祉省（United States Department of Health and Human Services: HHS）と国立

衛生研究所（National Institutes of Health: NIH） 

 航空宇宙局（National Aeronautics and Space Administration: NASA） 

 国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology: NIST） 

 米国科学財団（National Science Foundation: NSF） 

                                                        
178 CRDS(2012)19 頁による。以下、この項目において同様。 
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6.1.2 科学技術政策史 

 以下は、新技術振興渡辺記念会（2009）（268 頁）の区分による。個別ファクトは、科

学技術政策史研究会（1990）に掲載された年表をベースに、1990 年代以降の情報を追

記した。 

(1) 東西冷戦下の安全保障優先の時代（トルーマン、アイゼンハワー、ケネディ）1945～

1963 年 

 1945 年、大統領の諮問への答申として、米国科学研究開発局長ヴァネヴァー・ブッシ

ュ(Vannevar Bush)が、報告書「科学、果てしないフロンティア」（”Science: The Endless 

Frontier”） （通称ブッシュレポート）を提出した。 

 もともと大学の研究者であったブッシュは、1940 年に国防評議会の下に新設さ

れた国防研究委員会（NDRC: Natural Resources Defense Council）の議長を務め、

翌年、大統領府科学研究開発局（OSRD: Office of Scientific Research and 

Development）が設置されると、その局長を務めた。NDRC は、OSRD の下に移

管され、マンハッタン計画を推進していた179。 

 1944 年に、ルーズベルト大統領は、ブッシュに対して平時における科学動員の

あり方を諮問した。それに応える答申としてとりまとめられたのが上記報告であ

る。同報告は、国家が基礎研究を支援し、研究基盤を構築することが健康、安全

保障、雇用確保などの平時における社会目標の実現につながるという考え方を提

示した。また、研究開発に関する公的な支援活動の運営を一般的行政から独立さ

せ、研究者集団の自己決定と自己規律に委ねることを提案し、研究資金の配分を

一元的に担う組織を政府内に設置することを提案した180。 

 1945 年、原子力委員会（AEC: United States Atomic Energy Commission）を設置。 

 1950 年、米国大統領、水素製造命令。 

 1950 年、米国科学財団（NSF）を設置。 

 1952 年、初の水爆実験に成功。 

 1953 年、国際連合総会でアイゼンハワー大統領が原子力平和利用を提唱。 

 1954 年、原子力潜水艦ノーチラス進水。 

 1957 年、ソビエト連邦（当時）が世界初の人工衛星スプートニク 1 号の打ち上げに成

功し、米国に強い衝撃を与える。「スプートニク・ショック」と呼ばれる。 

 1957 年、大領領科学諮問委員会（CEA: Council of Economic Advisers）の設置。 

 1958 年、米国航空宇宙局（NASA）の設置。 

 1958 年、国防高等研究計画局（DARPA）の設置。 

 1958 年、米国初の人工衛星エクスプローラ 1 号の打ち上げ。 

 1959 年、連邦科学技術会議（FCST: Federal Council for Science and Technology）設

置。 

                                                        
179 小林信一（2011）18 頁による。 
180 同上。 
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 1960 年、原子力空母エンタープライズ進水。 

 1961 年、アイゼンハワー大統領が離任演説において米国の科学技術体制を「軍・産・

学複合体」と表現して、憂慮した。 

 1962 年、米国初の有人人工衛星船フレンドシップ 7 号の打ち上げに成功。 

 1962 年、大統領府科学技術局設置。 

(2) 国内問題優先の時代：科学の危機（ジョンソン、ニクソン）1963～1978 年 

 1967 年、第二次世界大戦後初めて、政府研究開発投資が減少に転じ、その後 10 年間

その傾向が続いた。 

 1967 年、米国バーナード教授、初の心臓移植手術。 

 1968 年、核不拡散条約（NPT）に米英ソが調印。 

 1969 年、アポロ 11 号人類発の月面着陸成功。 

 1972 年、スペースシャトル計画の開始。 

 1972 年、原子力委員会が高速増殖炉の建設を開始。 

 1972 年、テクノロジー・アセスメント法が成立。 

 1972 年、議会技術評価局（OTA : Office of Technology Assessment）設置。 

 1973 年、スカイラブ打上げ。 

 1974 年、ニクソン大統領が大統領科学技術局と大統領科学諮問委員会の廃止を強行。 

 1975 年、アポロとソユーズが国際宇宙ドッキング。 

 1976 年、国立衛生研究所が組換え DNA 実験ガイドラインを公布。 

 1976 年、大統領府に科学技術政策局（OSTP）を設置。 

 1977 年、太陽エネルギー研究所発足。 

 1977 年、エネルギー省の設置。 

(3) 競争力優先の時代（カーター、レーガン、ブッシュ）1978～1993 年 

 1979 年、スリーマイル島原発放射能漏れ事故発生。 

 1980 年、スティーブン・ワイドラー技術革新法が成立。 

 1980 年、特許法を改正。政府助成研究成果の所有権、実施権を中小企業、大学等に開

放する。 

 1981 年、スペースシャトル第 1 号コロンビア号が成功。 

 1984 年、大統領が一般教書において有人宇宙ステーション計画を表明。 

 1985 年、産業競争力に関する大統領委員会が、通称ヤング・レポート「地球規模の競

争―新しい現実」を公表。 

 1985 年、米国科学財団が、Engineering Reserch Centers 構想を開始。 

 1986 年、スペースシャトル爆発事故。 

 1986 年、連邦技術移転法（Federal Technology Transfer Act）成立。 
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(4) 冷戦の終わりからグローバリゼーションの時代（クリントン、ブッシュ）1993 年～ 

 1993 年、クリントン大統領「経済成長のための技術」報告書を発表。 

 1997 年、同大統領が、「次の 50 年間は生物学の時代になるであろう」と演説。 

 2004 年、競争力委員会による「パルミザーノ・レポート」の公表。 

 2006 年、ブッシュ大統領は、一般教書演説において、石油代替エネルギーの開発、物

理化学分野の研究開発予算の倍増等について提案。 

 2009 年、オバマ政権「グリーン・ニューディール」。 
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6.2 英国 

6.2.1 科学技術イノベーションシステムの特徴 

(1) 一般論 

 議院内閣制であり、首相は、下院総選挙によって多数を獲得した党の党首を、国王が任

命する例となっている。 

 英国は、建国に関して複雑な歴史的背景を有する連合国である。イングランド、ウェー

ルズ、スコットランド、北アイルランドの 4 つの地域から構成されている。英国の正

式名称は、「グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国」である。 

 英国は、産業革命を最初に成し遂げた国であり、繊維、鉄鋼、機械、自動車をはじめ各

種製造業の先駆け的存在であった。 

 しかし、現在では、主要先進国の中で、GDP に占める製造業の割合がフランスと並ん

で最も低くなっている。 

 英国で産業競争力が高い業種として、医薬品産業が挙げられる。グローバルな医薬品メ

ーカーとして、グラクソ・スミスクラインや、アストラゼネカがある。 

 英国は、欧州連合に加盟しているが、（ヨーロッパ）大陸との距離を置く傾向にある。

欧州共通通貨ユーロには加盟しておらず、ポンドを使用している。 

(2) 科学技術行政 

 英国では省庁再編が比較的頻繁になされており、科学技術・イノベーションを所管する

省庁も変遷を経ている。 

 英国の大学への公的研究資金は、競争的研究資金と、基盤的な資金の二つの流れがあり、

デュアルサポートシステムと呼ばれている。 

 競争的資金は、分野別の研究会議（Research Councils: RCs）からのグラント及び国立

衛生研究所（NIHR: National Institute for Health Research）という形で付与されて

いる。 

 各大学について国が研究力の評価（RAE: Research Assessment Exercise /REF: 

Research 

 Excellence Framework）を行っており、予算配分に反映している。 

6.2.2 科学技術政策史 

(1) 戦後～1950 年代 

 1949 年、初の実用ジェット旅客機コメット完成。 

 1952 年、原爆実験に成功。 

 1954 年、英国原子力公社（United Kingdom Atomic Energy Authority: UKAEA）設
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立。 

 1956 年、コールダー原子力発電所運転開始。 

 1959 年、科学省新設。 

(2) 1960~1970 年代 

 1966 年、英国サセックス大学に科学研究ユニット発足。 

 1968 年、核不拡散条約（NPT: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons）

に米英ソが調印。 

 1969 年、英仏のコンコルドが初飛行。 

 1978 年、世界で初めて人工受精児が誕生。 

(3) 1980~1990 年代 

 サッチャー政権（1979-1990 年）は、就任当初、科学技術予算を大幅に削減した181。 

 しかし、サッチャー政権後期になると、研究基盤の疲弊を反省した政府により基礎研究

投資へ軌道修正が行われた。 

(4) 2000 年代以降 

 2004 年、2014 年までの基本計画として、財務省、教育技能省（当時）、および貿易産

業省（当時）が「科学イノベーション投資フレームワーク 2004-2014」を共同発表。 

 2007 年、イノベーション・大学・技能省（DIUS: Department for Innovation, 

Universities and Skills）の設立。 

 2007 年、エネルギー技術研究所（ETI: Energy Technologies Institute）の設立。 

 2007 年、医学研究戦略連携局（OSCHR: Office for Strategic Coordination of Health 

Research）の設立。 

 2009 年、ビジネス・イノベーション・技能省（BIS: Department for Business, 

Innovation & Skills）の設立。 

 2011 年、BIS が科学イノベーション投資フレームワーク・プログラムを補完する文書

として「成長のためのイノベーション・研究戦略」を発表。 

 2014 年、BIS が科学技術イノベーション政策の基本戦略となる「成長プラン：科学と

イノベーション」を発表。 

 

  

                                                        
181 CRDS(2012)58 頁による。 
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6.3 フランス 

6.3.1 科学技術イノベーションシステムの特徴 

(1) 一般論 

 1958 年に成立した第五共和制が現在まで続いている。大統領に強い権限があるものの

議院内閣制の枠組みが取られており、この仕組みは半大統領制と呼ばれている。 

 大統領が強力な執行権限を持つ一方で、行政・官僚機構が強力で中央集権的色彩が強い

ことが特徴である。 

(2) 科学技術行政 

 大学は、国立大学が主である。 

 国立の中核的試験研究機関として、国立科学研究センター（CNRS: Centre national de 

la recherche scientifique）、国立保健医学研究機構（Inserm）などがある。 

 CNRS は数万人規模の職員を抱える国立試験研究機関であるが、各地の国立大学のキ

ャンパス内にラボを設置し、大学と連携して運営することを特徴としており、多数の拠

点を有する。 

 生物学及び医学等を行うパスツール研究所（Institut Pasteur）（非営利研究機関）が

1887 年に設立された。 

6.3.2 科学技術政策史 

(1) 戦後～1950 年代 

 1945 年、原子力委員会を設置。 

(2) 1960~1970 年代 

 1960 年、原爆実験に成功。米ソ英に次ぐ第四の核保有国となった。 

 1961 年、国立宇宙研究センター(CNES: Centre National d'Etudes Spatiales)が設立さ

れた。 

 1962 年、英国との旅客機の共同開発を開始。 

 1965 年、人工衛星の打ち上げに成功。 

 1969 年、英仏のコンコルドが初飛行。 

(3) 1980~1990 年代 

 1982 年、「研究と技術開発の計画に関する法律（Loi ďorientation et de programmation 

de la recherche et du development technologique de la france）」を制定。 
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 1985 年、「科学技術振興法」を制定。 

(4) 2000 年代以降 

 2006 年、「競争力拠点」（pôles de compétitivité）政策を開始。 

 2009 年、サルコジ政権下で「研究・イノベーション戦略」を策定。 

 2013 年、オランド新政権下で研究・イノベーション分野の国家戦略計画「France 

Europe 2020」を策定。 
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6.4 ドイツ 

6.4.1 科学技術イノベーションシステムの特徴 

(1) 一般論 

 近代まで、小国に分かれていた経緯を有しており、現在は、連邦制国家となっている。 

 戦後、東西ドイツに分断されていたが、冷戦終結後、ドイツ統一がなされた。 

 大学は、州立大学が主である。高等教育は、主に州政府の権限とされており、連邦政府

が直接介入が難しい。 

 工業においては、自動車、機械、電機・電子、化学が有力である。 

 独立系の中堅企業が多数あり、グローバル・ニッチトップ型企業は、世界の中でドイツ

に最も多いとされている（ハーマン・サイモン著の「隠れたチャンピオン企業」の集計

によれば、ドイツ 1,307 社、米国 360 社、日本 220 社）。 

 ドイツ統一後、1990 年代は、経済が停滞し、「欧州の病人」とも呼ばれたが、2000 年

代に入って好調な成長を遂げている。近年は、世界的に見て、莫大な貿易黒字を計上し

ている。 

(2) 科学技術行政 

 科学技術行政は、連邦政府と州政府によってなされている。調整の場として、科学技術

政策に関する連邦・州合同委員会がある。 

 連邦政府で主に科学技術行政を担当するのは、連邦教育研究省（BMBF）である。 

 公的研究機関として、基礎研究を行うマックス・プランク協会、応用研究を行うフラウ

ンホーファー応用研究促進協会（通称フラウンホーファー協会）の研究所群があり、全

ドイツにそれぞれ数十の研究所を配置している。 

 フラウンホーファー協会の研究所は、企業からの受託研究を多く行うことを特徴として

おり、アカデミアの研究と産業界とをつなぐ橋渡しの機能の点で注目される。 

6.4.2 科学技術政策史 

(1) 戦後～1950 年代 

 第二次世界大戦の敗戦により連合国の占領下に置かれた。その後、西ドイツ、東ドイツ

に分断された。 

 1948 年、マックス・プランク学術振興協会が設立された。前身のカイザー・ヴィルヘ

ルム協会の再編による。 

 1949 年、フラウンホーファー応用研究促進協会が設立された。 

 1958 年、ヘルムホルツ協会ドイツ研究センターが設立された。 
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(2) 1960~1970 年代 

 特になし。 

(3) 1980~1990 年代 

 1995 年、ライプニッツ学術連合が設立された。 

 1996 年、ビオレギオ（BioRegio）政策の開始（その後、世界でモデル事例とされた産

業クラスター政策の一種）。 

(4) 2000 年代以降 

 2006 年、「ハイテク戦略」を。 

 2006 年、連邦教育研究省が「エクセレンス・イニシアチブ」を開始。特定の大学に集

中して資金を投下する。 

 2008 年、州政府及び連邦政府同意のもとクオリフィケーション・イニシアチブを発表。

ドイツの教育費・研究費（官民計）を、2015 年度までに研究 3％、教育 7％にまで、

増加させる構想。 

 2010 年には従来のハイテク戦略を更新する「ハイテク戦略 2020」を発表。 

2014 年にはハイテク戦略第三弾となる「新ハイテク戦略」を発表。 
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6.5 欧州連合 

6.5.1 科学技術イノベーションシステムの特徴 

(1) 欧州統合の歴史、欧州連合の仕組等 

 欧州連合は、第二次世界大戦後の息の長い取組によって成立したものである。 

 1952 年、欧州石炭鉄鋼共同体（6 か国）の設立。 

 1958 年、ローマ条約の発効により欧州経済共同体、欧州原子力共同体が発足。 

 1967 年、ブリュッセル条約の発効により、欧州理事会、欧州委員会が発足し、3

つの国際機関（欧州石炭鉄鋼共同体、欧州経済共同体、欧州原子力共同体）の行

政執行機関と意思決定機関が統合された。以降、3 機関は欧州共同体(EC: 

European Communities)と呼ばれるようになる。 

 1987 年、域内の市場統合の完成（1992 年末迄）が明記された「単一欧州議定書」

が採択。 

 1993 年に欧州連合条約（マーストリヒト条約）が発効し、欧州連合（European 

Union: EU）が発足。 

 加盟国が順次拡大。 

 欧州連合の主な機関としては以下のものがある。 

 欧州委員会：国の行政府に相当する。行政実務を担う機関として執行機関

（Executive Agencies）があり、その一つに「研究執行機関」がある。 

 欧州議会：加盟国の国民の直接選挙による議員により構成。 

 EU 理事会：各加盟国の代表（閣僚相当）によって構成される EU の主な決定機

関。総務理事会、外務理事会、経済・財政理事会等政策分野別の 10 の理事会が

ある。 

 欧州理事会：加盟国の国家元首・政府首脳、欧州理事会議長及び欧州委員会委員

長から構成される。欧州連合外務・安全保障政策上級代表は理事会に出席するこ

とができる。 

 この他、欧州司法裁判所、欧州会計検査院等がある。 

(2) 科学技術行政 

 科学技術行政は、欧州委員会の「研究・イノベーション総局」が主に担当している。 

 欧州委員会の研究執行機関が Horizon2020 の実施を担っている。 

6.5.2 科学技術政策史 

(1) 戦後～1950 年代 

 1954 年、欧州原子核研究機構（CERN）が設立された182。 

                                                        
182 設立当初の加盟国は欧州に位置する 11 か国である。現在は 21 か国が加盟している。欧州連合の研究所
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(2) 1960~1970 年代 

 1970 年、フランスのアエロスパシアルと西ドイツ（当時）の DASA が共同出資しエア

バス社が設立された。 

(3) 1980~1990 年代 

 1984 年、第 1 次の「（研究・技術開発）フレームワーク・プログラム」（Framework 

Programmes for Research and Technological Development 1: FP1）を開始（4 年計画）。 

 FP は、欧州連合加盟及び関連国を対象とした研究開発助成プログラムであり、以後、

2007-2013 年の FP7 まで、順次策定された。 

(4) 2000 年代以降 

 2000 年、「リスボン戦略」を策定。2010 年までに欧州を世界で最も競争力があり、知

を基盤とする経済圏として構築する、とした。また、リスボン戦略の柱「知識社会への

移行の準備」を達成する手段として、欧州研究領域（European Research Area: ERA）

の構築が提唱された。 

 2002 年、バルセロナで開催された欧州理事会で、「欧州連合の研究開発投資（官民計）

を対 GDP 比 3%に引き上げる」とする目標が掲げられた（「バルセロナ目標」と呼ばれ

る）。 

 2010 年、成長戦略「Europe2020」を発表。 

 2011 年、「Horizon2020」を公表。FP7 の後継プログラムとなる。 

 

                                                                                                                                                                   

 

ではない。 
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7． 付録 

7.1 用語について 

本資料は、「科学技術政策史」について概観するものであるが、「科学技術政策」が確立さ

れ始めたのは、第二次世界大戦後である。それ以前にも、今日でいうところの科学技術政策

に該当する出来事はあった。そこで、戦前については、必ずしも科学技術政策としての取組

がなされていたわけではないが、関連する歴史を紹介することとする。 

 

参考として、科学技術政策史研究会（1990）は、科学技術庁科学技術政策研究所監修のも

と、その時点までの歴史について、『日本の科学技術政策史』という体系的で貴重な資料を

まとめている。そこでは、戦後を中心に政策の編集の方針として、次のように述べている。 

  

 科学技術政策が確立され始めるのが第二次世界大戦後であることから、戦後を中心に政

策の展開をとりまとめている。しかし戦後の我が国の科学技術の発展の基盤は戦前にあ

ったという視点から、戦前の科学技術政策の展開を通史として・・（中略）・・とりまと

めている183。 

 

なお、「科学技術」という言葉も、それほど古くからあるわけではない。 

 

 1940（昭和 15）年に使われ始め、戦後すぐには、「科学技術なる用語は大東亜戦争中

戦力増強の為の所産であります」（1945 年 11 月 29 日、貴族院本会議での子爵河瀬真

発言）と受け止められていた184。 

 技術は 1870（明治 3）年に西周が「エンサイクロペディア」を紹介して講じた「百学

連環」の中で初めて用いられた。LeberalArts を芸術とするのに対置して、Mechanical 

arts を技術と訳したのである。西は、Science に学術という用語を与えた185。 

 科学は細分された学問分野を指す言葉として従来から使われていた。そこで、1880 年

代半ばに陸軍の雇い外国人メッケルの意見書では、砲兵科・工兵科など各兵科の専門技

術の総称として「科学技術」の訳語が用いられた。 

 「科学技術」とう言葉が公式の場で初めて使われたのは、1940（昭和 15）年 8 月 8 日

に 134 の学協会を集めて全日本科学技術団体連合会（全科技連）が誕生したときであ

る。ついで、企画院が「科学委技術新体制確立要綱」の原案を作成したと報じられた。

第二次近衛文麿内閣が発足した直後から科学技術という言葉が盛んに使われる186。 

 

  

                                                        
183 科学技術政策史研究会（1990）2 頁 
184 鈴木淳（2010）1 頁 
185 鈴木淳（2010）7 頁 
186 鈴木淳（2010）8 頁 
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