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第５期科学技術基本計画策定に対する要望書 

 

世界的には、地球温暖化の影響と考えられる自然災害の増加、人口増加による食糧問題

や地域格差の問題がますます顕著になって来ております。我が国でも、少子高齢化、労働

人口減少、および東日本大震災により顕在化した防災・エネルギー問題など様々な課題を

抱えております。日本が今後も持続的に発展していくためには、科学技術による絶えざる

イノベーションの創出が必要不可欠であります。特に「安全・安心・健康」で「省エネ・

循環型」社会を実現するために、科学と技術を発展させることが我が国の持続的発展のみ

ならず、国際社会への貢献の観点からも、最重要課題であると考えられます。このような

状況のもとで、科学技術基本計画はこれまで四度に亘り策定、実行され、我が国の科学技

術の振興に寄与したところが多大であります。 

科学技術の振興を使命とする当財団におきましても、基本計画に呼応して、産学官の連

携により、研究開発プロジェクト、産業技術開発、研究連携、科学技術の理解増進等、様々

な面から関西地域を中心とする科学技術の振興に寄与して参りました。 

我が国は引き続き科学技術、産業技術の発展を推進し、豊かな社会の形成に取り組むこ

とは言うまでもなく、科学技術を安全・安心に利用でき、省エネルギー技術や循環型社会

の形成技術等で国際貢献をすることが重要であると考えます。そのためには、一都市集中

ではなく、各地域の特色ある研究開発環境の整備やイノベーションを創出する環境の構築

および科学技術に関わる人材と文化の育成等が取り組むべき重要課題であると認識してお

ります。 

この度、第５期科学技術基本計画が策定されるにあたりまして、関西における科学技術

振興に重点を置き、要望書を提出させて頂くことに致しました。 

本要望書では、要望事項を 

Ⅰ 推進すべき科学技術・産業分野 

Ⅱ イノベーションを創出する環境の構築 

Ⅲ 科学技術に関わる人材流動性の促進 

に集約いたしました。 

尚、本要望書は、当財団の長年の事業経験を踏まえ、当財団を支援、協力いただいてい

る 70名余りの産業界、学界等の方々からアンケートを通じてご意見を伺い、当財団技術開

発委員会（委員長：伊藤順司）でまとめたものであります。 

本要望を第５期科学技術基本計画に反映して頂き、実施展開に関し格別なるご配慮を賜

りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

平 成 ２ ７ 年 ４ 月 ３ 日 

一般財団法人 大阪科学技術センター 

会  長   生 駒  昌 夫  
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要望書要約 

 

Ⅰ 推進すべき科学技術・産業分野 

現在、関西には、次世代の再生医療の中心とされる iPS 細胞の研究機関、太陽電池、燃

料電池、蓄電池などのグリーンエネルギー分野で競争優位性を有する大学や産業が集約し

ています。今後さらに、当該分野が成長していくためには産学官が一体となり、これらの

研究や産業を支援する体制の強化が不可欠となります。このような現状を踏まえ、 

(1)医療(バイオ・メディカル、診断、介護、ロボットなど) 

(2)環境・エネルギー(グリーンエネルギー、省エネ、バイオマスなど) 

が関西で特に推進すべき産業分野であると考えます。 

 

Ⅱ イノベーションを創出する環境の構築 

 国際競争力を維持し、産業として発展させていくには、個々の機関・企業に対する支援

ではなく、基礎研究から応用、製品化までの共創体制の構築が有効と考えます。すなわち

大学や公的機関による「基礎研究」の成果と企業ニーズのマッチングによってイノベーシ

ョンが創出されると考えます。そのためには、大学と企業の橋渡し、共同開発、設備の共

有化・利用、技術相談などを円滑に進める体制の構築が重要な役割を果たします。 

そこで、研究開発拠点を中核に据えた「研究開発特区」を整備し、ここに進出して研究

開発を行う企業に対して投資優遇税制措置、支援制度、産学官連携や人材交流を円滑に遂

行するための人事・厚生制度などを整備することを希望します。 

 一方大学は、産学官連携を目指した共同研究講座やイノベーションセンターの設立によ

り、新産業の創出を目指しています。今後、企業からの積極的な参加を支援するために共

同研究への人的支援および開発資金の支援・税制優遇制度の構築を要望します。 

 

Ⅲ 科学技術に関わる人材流動性の促進 

 イノベーションには大学や公的機関での「知の創造」（研究）と企業における既存技術を

接合・統合させて、経済的・社会的な価値にまでに仕立て上げる「知の具現化」（開発）の

プロセスが必要です。そのためには大学と企業間の円滑な技術交流を進め、相互の知見や

経験を活用する仕組み作りが重要となります。人材の流動性を高めるために、研究者・技

術者個人の異動に伴う経済的不利益などを生じさせない交流促進制度を拡充させ、関西地

域の有用人材を大学・企業間で積極的に活用する施策を希望します。 

国民のあらゆる世代の方々に科学技術の理解促進のため、サイエンスコミュニケーター

など科学技術を普及・広報する人、組織等への支援の強化を要望します。 

 

上記Ⅰ～Ⅲを推進していただくことにより、日本の科学技術・産業技術の発展、国際社会

への貢献を強化するものと考えます。 
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要望書本文 

 

■はじめに 

平成 7年度に制定された科学技術基本法に基づき、これまで 4期 20年にわたり科学技術

基本計画が策定され、科学技術の総合的な振興が図られてきております。これまで「ポス

トドクター等１万人支援計画」（第 1期）、「科学技術の戦略的重点化」（第 2期）、重点分野

へ選択と集中を図る「分野別推進戦略」（第 3 期）、課題の解決や対応を目指して導入した

「課題達成型」（第 4期）などの推進により、研究者数の増加による裾野の拡大や重点技術

分野での世界最先端の研究成果など、数多くの成果が得られています。世界各国との比較

におきましても、特許出願件数 2 位（PCT 出願 平成 25 年：特許庁資料）、研究論文発表

件数 5 位(平成 21-23 年平均：文部科学省資料)など、科学技術大国としての基盤が築かれ

ております。 

関西においては国家の基幹技術として、X 線自由電子レーザー（SACLA）による物質の微

細構造分析、スーパーコンピューター京による気象シミュレーションや創薬開発、SIP に

よる次世代パワーエレクトロニクス開発、E-ディフェンスを利用した社会基盤研究、など

が行われています。第 5 期科学技術基本計画においても、これらの研究開発施設および技

術成果の活用が必要です。日本における基礎科学技術分野では、この 10 年に 10 人の研究

者がノーベル賞を受賞し、iPS 細胞の作製や青色 LED の発明など、医療や省エネルギー分

野で今後の産業を活性化する画期的な研究成果を創出しております。 

昨今、情報技術の性能向上により、科学技術、産業、生活などの分野で劇的な変化が起

きています。さらに、地球環境、資源・エネルギーの枯渇などの問題が顕在化しており、

人類にとってこれらが喫緊の課題です。これらの課題解決に資する科学技術の重要性はま

すます高まっています。 

この様な現状を鑑み、第 5 期科学技術基本計画の策定にあたり、関西における科学技術

振興という観点を含めて要望させて頂くものであります。 
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Ⅰ 推進すべき科学技術・産業分野 

現在、関西は、次世代の再生医療の中心とされる iPS細胞の研究機関、太陽電池、燃

料電池、蓄電池などのグリーンエネルギー分野で競争優位性を有する大学や産業が集約

しています。現在、関西には大型研究施設として、X線自由電子レーザー施設「SACLA」、

大型放射光施設「SPring-8」（兵庫県佐用町）、スーパーコンピューター「京」（兵庫県

神戸市）などが設置され、大学の研究のみならず、産業の競争力強化に活用されていま

す。さらに平成 28 年 4 月には世界最大級の大型蓄電池の試験・評価施設（大阪府大阪

市）が製品評価技術基盤機構（NITE）によって開設予定であり、これらの大型施設を核

とした産学官連携体制が緊密化されることで関西の産業に大きな強みが生まれるもの

と期待されます。 

このような現状を踏まえ、今後、関西で特に推進すべき産業分野は 

(1)医療(バイオ・メディカル、診断、介護、ロボットなど) 

(2)環境・エネルギー(グリーンエネルギー、省エネ、バイオマスなど) 

であると考えます。 

バイオ・メディカル（創薬、再生医療など）は、幸福な社会を実現する基礎となる重

要な分野です。しかしながら、欧米と比べると当分野での日本の研究開発環境はまだ課

題があると考えられます。日本は少子高齢化が進み、世界の中でも最も早く高齢化社会

を経験する国と言われています。このような高齢化社会に対応するためにも創薬技術や

再生医療技術などを世界に先駆けて確立することが、我が国の成長を牽引する一つと考

えます。関西は iPS 細胞の発祥地で、製薬会社も多く、医療分野において優れた研究成

果や技術が集約された地域です。この地域の特長を活かし、日本の研究開発の拠点とし

て、関西でより強力に研究開発および実用化を図るべきと考えます。 

グリーンエネルギー（太陽光発電などの再生可能エネルギー、燃料電池・蓄電池関連

など）については、持続的発展社会を実現していく上で「環境」と「エネルギー資源」

が注目されており、これらの重要課題を解決するためのキーデバイスとして、次世代パ

ワー半導体（SiC、GaN）や蓄電池が大きな関心を集めており、世界中で精力的に研究開

発が進められています。関西はこれらグリーンエネルギーの生産拠点としてのみならず、

次世代技術の研究開発拠点として活用すべきと考えます。 

 

Ⅱ イノベーションを創出する環境の構築 

戦後の日本企業は、「垂直統合・自前主義」のビジネスモデルを駆使して高い生産性

を実現し、欧米企業との生産性競争で優位に立ってきました。1970 年代の生産性競争で

日本企業に遅れをとった米国や欧州では、深刻な危機感が官民で共有され、国際競争力

の再構築に迫られた米国は、政策のダイナミックな転換を余儀なくされました。大企業

の中央研究所を中心とした研究開発体制を改め、政府機関が主導して企業や国の壁を越

えたオープンイノベーションを行うための環境整備が行われてきました。 

今後、変化しつつある国際社会で競争力を維持し、産業として発展させていくには、

個々の機関・企業に対する支援ではなく、基礎研究から応用、製品化までの共創体制の

構築が有効と考えます。すでに科学技術イノベーション総合戦略の中で、革新的研究開
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発推進プログラム（ImPACT）や戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）など、府

省・分野の枠を越えた横断型のプログラムにより「体質強化」の取り組みが進められて

います。一方、地域の発展という観点からは、大学、高専、公設試などの公的機関によ

る「基礎研究」の成果と企業ニーズのマッチングによってイノベーションが創出される

と考えます。そのためには、大学と企業の橋渡し、共同開発、設備の共有化・利用、技

術相談などを円滑に進める体制の構築が重要であると考えます。 

 

①「研究開発特区」の整備 

我が国企業も、過去の成功体験に囚われることなく、新たなビジネスモデルを構築し、

戦略分野への重点投資を行っていく必要があると考えます。そこで、研究開発拠点を中

核に据えた「研究開発特区」を整備し、研究開発を行う企業に対して投資優遇税制措置、

支援制度、産学官連携や人材交流を円滑に遂行するための人事・厚生制度などを整備す

ることを希望します。具体的には、関西で特に推進すべき「医療」および「環境・エネ

ルギー」の 2分野において最先端の研究開発拠点を核とした産業クラスターとして、そ

れぞれの分野での研究開発特区の実現を要望するものです。 

例えば、医療・介護分野は慣習上、安全管理、許可が厳格であることから、介護ロボ

ットの開発から導入までのハードルが高くなっています。しかしながら、高齢化の進展

や人材不足は今後ますます加速度的に深刻な問題となると考えます。これらの規制や手

続きを緩和することにより、関西に集積する家電企業のノウハウや周辺業界が得意とす

るロボット技術の活用へ向けて、業界と医療・介護現場が連携し、課題解決が図られる

ものと期待しています。 

これらの特区においては、1)企業の大学への研究費給付に対する非課税化、2)国家プ

ロジェクトに参画する大学と企業の共同研究申請手続きの簡素化、3)企業の研究開発投

資に対する優遇税制措置の実施、4)起業家に対する長期的視野での支援制度の創設、 

5)進出企業に対して、研究開発拠点での成果の移転・活用と共に、ポスドクなどの研究

人材の雇用も義務づけ、6)人材が流入し易くするために住宅などの生活支援制度の整備、

などの施策が必要であると考えます。 

 

②企業・大学共同研究への人的支援および開発資金支援・税制優遇制度の構築 

近年、大学では産学官連携を目指した共同研究講座制度やイノベーションセンターを

設立し、企業による大学への投資や、学内およびサテライトオフィスにおける企業活動

を容易にするシステムを構築することにより新産業創出拠点を目指す例が数多く見ら

れます。これらのシステムは大学・企業共にメリットのあるものですが、企業からより

一層の投資を呼び込む必要があると考えます。企業からの積極的な参加を促すために、

開発資金支援や税制優遇制度の構築などの施策を要望します。 

また大学にイノベーションとなる研究能力を期待しているものの、大学教員の現場か

らは競争的資金の獲得申請および管理業務の負担、学内業務と評価活動等への労力負担

が多く、研究時間が確保できないとの声も聞かれています。これらを解決するために、

研究マネージャー、研究コーディネーターなどの調整人材による支援も重要であると考

えます。 
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Ⅲ 科学技術に関わる人材流動性の促進 

イノベーションには大学や公的機関での「知の創造」（研究）と企業における既存技

術を接合・統合させて、経済的・社会的な価値にまでに仕立て上げる「知の具現化」（開

発）のプロセスが必要です。そのためには大学と企業間の円滑な技術交流を進め、相互

の知見や経験を活用する仕組み作りが重要となります。 

 

①学と企業間の円滑な技術交流と相互の知見や経験の活用 

人材の流動性を高めるために、交流を促す制度を拡充させ、関西地域の有用人材を大

学・企業間で積極的に活用する施策を希望します。なお本施策の実施にあたっては、キ

ャリアチェンジにより年金などの福利厚生面を含めて不利益を生じさせない配慮を施す

ことが重要です。 

 

②サイエンスコミュニケーターなど科学技術を普及・広報をする人、組織に対する支援 

大阪科学技術センターは、科学・産業技術に対する理解増進を目的に「大阪科学技術

館」の運営、「出前授業」「巡回講座」などを実施しています。また、自然の叡智に関す

る若手研究者支援事業として「ネイチャー・インダストリー・アワード」を設け、「自然

に学ぶ」「自然を利用する」「自然と共生する」ことを研究している、①若手研究者の発

表の機会創出、②優れた研究を表彰し研究の奨励、③産業界と技術シーズのマッチング

支援、を目指しています。このイベントは、従来の技術・学術分野（電気、物理、生物

学等）の縦割り的発表会ではなく技術横断的な発表会として、異分野研究者間の交流、

産業界との交流の機会となっています。このイベントが研究者の産業視点の理解や異分

野研究に対する広い視点獲得の機会となればと考えています。そして、このようなイベ

ントの開催により、科学技術の発展と未来社会への貢献を目指しています。このような

科学技術振興活動に対する支援強化をお願いします。 

少子化による人口減少、青少年の勉強嫌い、理科離れの現状を克服し、次世代を担う

人材を含むあらゆる世代に科学技術理解の裾野を広げることが我が国の急務です。一方、

欧米などでは、初等教育において理科の授業を重視して、我が国よりもレベルの高い教

育を実施しています。OECD 加盟国の国際的な学力比較調査においても、ここ数年、日本

の学力低下が顕著になってきていることから、科学技術教育(理科教育)の質および量の

改善が望まれます。 

教育の改善を図るためには、量的に理科教育の時間を増やすだけではなく、質の向上

をめざして、小学校から理科専任教員の配置、実験などの授業レベルを向上させるため

の研修制度の充実が必要です。そのためには大学の理学部、工学部の学生が教職に必要

な単位を容易に取得できる制度や、企業による出前授業の推奨、企業技術者 OBを活用す

るシステムなどが検討に値するものと考えます。さらに、理工学部卒業生を特定研修終

了後、初等教育の理科教員に登用する制度、サイエンスコミュニケーター認証制度など

科学、技術の教育者資格の門戸を広くするためのしくみを検討することを要望いたしま

す。 



 7  

 

 

■科学と技術で新しい豊かさを実感できる社会に！ 

－「安全・安心・健康」で「省エネ・循環型」社会の実現 － 

 

我が国は引き続き科学技術、産業技術の発展を推進し、豊かな社会の形成に取り組む

ことは言うまでもなく、科学技術を安全・安心に利用でき、省エネルギー技術や循環型

社会の形成技術等で国際貢献をすることが重要であると考えます。そのためには、一都

市集中ではなく、各地域の特色ある研究開発環境の整備やイノベーションを創出する環

境の構築および科学技術に関わる人材と文化の育成等が取り組むべき重要な課題と認識

しています。本要望書を今後の我が国発展のための検討に活用いただければと考えます。 

 

                                 以 上 
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第 5期科学技術基本計画策定に対する要望書作成関係者一覧 

                             （敬称略、順不同） 

（技術開発委員会委員） 

委員長  伊藤 順司  住友電気工業(株)      常務取締役 研究統轄本部副本部長 

副委員長 三浦 良隆  関西電力(株)        研究開発室長 
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（技術開発委員会幹事） 

幹事長  瀬村  滋  住友電気工業(株)   研究統轄本部 研究統轄部 技師長 
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（事務局：一般財団法人大阪科学技術センター） 

    西   亨  専務理事 

    村上 嘉孝  常務理事（技術振興部長） 

    秋元  博  技術振興部 調査役 

                                 以 上 
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【資料編】 
 

 

 

 

 

 

第 5期科学技術基本計画に関する 

アンケート実施結果 

 

アンケート要約と回答資料 
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＜アンケート実施内容＞ 

■アンケート送付先： 

技術開発委員会委員および幹事 

地域開発委員会委員及び幹事  

普及広報委員会委員 

エネルギー技術対策委員会委員および幹事 

中堅中小技術振興委員会委員  

ニューマテリアルセンター運営委員会委員 

技術開発委員会研究会学識委員 

その他有識者 

 

■アンケート期間：2015 年 2月 23日～3月 6日 

合計 289名  回答 70名（回答率 24.2％）  

 

■アンケートの分類 

アンケートの回答について 

 学界：大学、高等専門学校など 

 官界：行政機関（公設試験場、独立行政法人等を含む） 

 産界：企業、（マスコミの方も含む） 

 

 

★以下の表及びグラフは選択項目の中から重要だと思われる項目に順位をつけて頂き、 

1位：5点、2位：3点、3位：1点と重みづけを行い、合計点により評価した。 
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＜アンケート＞ 

第 5 期 科学技術基本計画に対する提言のためのアンケート 

 

 ご所属：ご芳名をご記入の後、以下アンケートにお答えください。 

 

【ご所属】                

 

【ご芳名】                

 

 

Q1．【科学技術・産業技術の推進】 
 

関西の特長（知識の源泉として優秀な大学が集積、IT・バイオ関係の研究施設が集中、エネルギー関連

企業の集積、優秀な中小企業が数多く存在など）を生かし、関西において新たな科学技術、産業技術を推

進する場合に国として必要な施策について、下記の項目からふさわしい項目を 3つ選び、順位をつけて記

入願います。下記項目以外に重要な施策があればその他の記入欄にお書き下さい。 

 

1.海外から優秀な研究者や技術者を誘致、集積し、研究から実用化まで効率的に行える拠点を構築する 

2.大学のシーズと企業のニーズ情報を統合して結びつける仕組みを構築する 

3.官の役割として、研究開発の初期段階から産学連携の中に参画する仕組みをつくる 

4.国内外企業の誘致および誘致企業に対する法人税などの税制面などでの優遇措置を実施する 

5.有能な人材が研究に集中できるよう周辺環境・施設（衣・食・住など）の充実を図る 

6.地域の伝統、特色を活かした産業クラスターを構築し、地域の活性化を図る 

7.技術を産業化していく人材（エンジニア）の不足を解消する 

8.企業と大学の人材交流のレベルを高める 

9.その他（具体的にご記入下さい） 

 

 

 

順位 ①（ ） ②（ ） ③（ ） （その他も 1項に含みます。） 

 

順位をつけた項目に対して具体的な施策や課題がございましたら記入願います。 
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Q2．【科学技術・産業技術の推進分野】 
 

今後、研究開発を推進すべき分野としてふさわしい分野を 3つ選び順位をつけて記入願います。下記の

項目以外にふさわしい対象分野があると思われる方はその他の記入欄に具体的に記入願います。 

 

1.グリーンエネルギー（太陽光発電などの再生可能エネルギー、燃料電池・二次電池関連など） 

2.関西の地場産業の特色が生かせるような分野 

3.省エネ技術（革新的な製造プロセスの開発、エネルギー変換効率の向上など） 

4.バイオ・メディカル（創薬、再生医療など） 

5.フォトニクス技術（情報通信技術、レーザー加工技術など） 

6.原子力技術 （システム設計、機器・材料設計・製造、保全技術、安全管理システム） 

7.環境・資源｛水、3R*1(ゴミの発生抑制、再使用、再生利用）など｝保全、管理技術 

8.少子高齢化社会の到来に伴い、安全・安心を実現する介護、看護の支援ツール開発 

9.人工知能等のコンピューターサイエンス、情報処理技術 

10.食糧生産効率化のための農業、工業技術 

11.IoT*2（Internet of Things：すべてのモノをインターネットにつなげる）などの通信技術拡大 

12.その他（具体的にご記入下さい） 

 

 

 

順位 ①（ ） ②（ ） ③（ ） （その他も 1項に含みます。） 

 

順位をつけた項目に対して具体的な施策や課題がございましたら記入願います。 
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Q3．【科学技術における大学の役割】 
 

科学技術における大学の役割として、下記項目について、重要だと思われるものを 3つ選び、順位をつ

けて記入願います。また、下記項目以外に、大学の役割として必要だと考えられる事がございましたらそ

の他の記入欄に具体的にご記入願います。 

 

1.長期的な視野に立ち、基礎研究に注力する 

2.産学官連携に注力し、製品化・実用化など直接、実社会に役立つ研究を行い、地域の発展に貢献する 

3.企業で活躍できるドクターの育成を充実する 

4.イノベーション創出・起業家を志す人材やテーマを発掘し、解決できる人材の教育をさらに充実する 

5.技術を産業化するコーディネーターを育成する教育カリキュラム（学部、学科、コース）を設置する 

6.大学を基礎研究中心の研究拠点大学と産学連携を軸とする教育機能中心の大学に分ける 

7.産学連携、産産連携からオープンイノベーションシステムのコーディネートが出来る人材を育成する 

8.大学の研究者評価制度を基礎研究、応用研究、教育（例えば技術教育）に分け評価する 

9.その他（具体的にご記入下さい） 

 

 

 

順位 ①（ ） ②（ ） ③（ ） （その他も 1項に含みます。） 

 

順位をつけた項目に対して具体的な施策や課題がございましたら記入願います。 

 

 

 

 

Q4．【大学に対する期待・要望】 
 

産業界の大学に対する期待・要望などを具体的にご記入下さい。 

（産業界の方のみご回答下さい） 

 

 

 

 

Q5．【企業に対する期待・要望】 
 

大学および研究機関から企業に対する期待・要望などを具体的にご記入下さい。 

（大学、独立行政法人、府県立の公的研究機関等に所属の方のみご回答下さい） 
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Q6．【公的研究機関の役割】 
 

独立行政法人および府県立の公的研究機関の役割についてどのようにお考えですか。下記項目について、

重要だと思われる項目を 3つ選び順位をつけて記入願います。 

 

1.大企業および中小企業の技術相談窓口 

2.大学と企業の橋渡し的役割（プロジェクトフォーメーション、コーディネート） 

3.数年先までの製品化研究、実用化研究 

4.共同開発の指導、パートナー 

5.所有装置・設備の外部開放 

6.測定、評価方法の基準の策定、公平保証機関としての役割 

7.その他（具体的にご記入下さい） 

 

 

 

順位 ①（ ） ②（ ） ③（ ） （その他も 1項に含みます。） 

 

順位をつけた項目に対して具体的な施策や課題がございましたら記入願います。 

 

 

 

 

Q7．【国・自治体への要望】 
 

国や自治体に対して、今、一番、政策等も含めて要望したいことがあれば、自由にご記入下さい。 
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Q8．【科学技術を推進するための人材育成および普及・広報】 
 

これから必要とされる科学技術に関する人材の育成についてお答え下さい。【研究者・技術者の育成】の

観点と【普及・広報および青少年の育成】に関する設問【Q8－1．】と【Q8－2．】からそれぞれ重要だと思

われる施策について下記の項目を 3 つ選び、順位をつけて記入願います。 

 

Q8－1．【これからの研究者・技術者の育成】 
 

1.高度な専門知識をもった人材（ドクター）をもっと数多く、育てる 

2.基礎分野の研究者に対する MOT*3（技術マネージメント）教育を行う 

3.大企業、中小企業など、それぞれの分野に適性を持った多様な人材を育成する 

4.最先端技術だけではなく、国全体として底辺の技術力を上げる 

5.科学技術の分野においても女性が活躍できる場を提供する 

6.人材の採用や流動化促進のための研究者登録システムを確立する 

7.中長期的視野からの技術伝承・人材継承のためのしくみ（対象：原子力技術、長大橋技術など）をつく

る 

8.ものづくり技術および技能を志向する学生に対する国の優遇制度をつくる 

9.海外の最新技術動向を把握できる仕組み（学会等の誘致、公的予算での海外視察・留学等）をつくる 

10.中小企業と大学を仲介する人材、中小企業の立場・視点に立ったコーディネーターを育成する 

11.その他（具体的にご記入下さい） 

 

 

順位 ①（ ） ②（ ） ③（ ） （その他も 1項に含みます。） 

 

順位をつけた項目に対して具体的な施策や課題がございましたら記入願います。 
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Q8－2．【科学技術の普及・広報および青少年の育成】 
 

1.科学技術人材が育つ社会環境が重要であり、一般市民に科学を理解し、親しみを持ってもらう取組を行

う 

2.小・中・高生や保護者が科学技術に興味を持つような機会、施設を増やす（または活用する） 

3.外部の専門家（大学、企業、公的研究機関）を派遣し、実験教室や出前授業の取組を充実する 

4.実験などを楽しく興味を持つように教えられる教員の質および量の充実を図る 

5.科学技術の意義や成果を社会に発信・普及・理解させるためにサイエンスコミュニケーター*4（科学伝

道師）を養成する 

6.高校生から企業の研究やものづくりの現場を体験し、産業技術を身近に感じる仕組みをつくる 

7.その他（具体的にご記入下さい） 

 

 

順位 ①（ ） ②（ ） ③（ ） （その他も 1項に含みます。） 

 

順位をつけた項目に対して具体的な施策や課題がございましたら記入願います。 
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Q9．【イノベーションを推進するための施策】 
 

基礎研究から生まれたイノベーションの実用化、あるいは技術を広めるための戦略面で日本は欧米に 

比べて弱いと言われています。この点について、どのようにすれば改善できるのか、イノベーションを推

進するために重要であると思われる施策を下記の項目から 3つを選び、順位をつけて記入願います。 

 

1.世界水準と評価される技術開発に国の優先的補助金制度を適用する 

2.産学官プロジェクトの立ち上げを簡易に行える国の制度改善を実施する 

3.海外研究機関との連携を推進する 

4.海外留学や海外研修制度を拡充する。 

5.個性（独創性）を伸ばす教育を実践し、職場環境に反映する施策を行う 

6.特定注目研究に対して特定大学内に時限的プロジェクトを構築し、政府が資金投入し、推進する 

7.研究者の評価制度を論文数、特許数、研究資金から論文引用率、実用化例、特許収入などに改める 

8.オープンサイエンス*5（オンラインネットワークを活用して、科学技術の成果をオープンに共有し、よ

り効率良く発展させる考え）を国が率先して広め、活用できる仕組みをつくる。 

9.コーディネーターの地位の向上を図る 

10.その他（具体的にご記入下さい） 

 

 

 

順位 ①（ ） ②（ ） ③（ ） （その他も 1項に含みます。） 

 

順位をつけた項目に対して具体的な施策や課題がございましたら記入願います。 
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Q10．【科学技術・産業技術の理解増進】 
 

科学技術・産業技術への理解増進を図るために取り組むべき活動について重要だと思われるものを 3つ

選び、順位をつけて記入願います。 

 

1.小・中・高の教員に対する理科（実験）の指導等を企業 OB等の活用により実施する 

2.英語検定などに該当する「科学技術検定」を実施し、科学への青少年・一般市民への理解を図る 

3.青少年が科学技術に興味を惹かれるような人物（ノーベル賞受賞者など）の講演会を開催する 

4.環境問題や大規模災害などに向けた科学技術の必要性を講演会や展示で紹介する場をつくる 

5.ブラックボックス化している電子機器などのしくみを分かりやすく伝える科学教室を開催する 

6.京（スーパーコンピューター）などのシミュレーター体験学習を行う 

7.SPring-8（大型放射光施設）、E－ディフェンス（大型構造物の震動破壊実験）等、施設の見学会を行う 

8.常に最先端の科学技術の展示を行う 

9.その他（具体的にご記入下さい） 

 

 

 

順位 ①（ ） ②（ ） ③（ ） （その他も 1項に含みます。） 

 

順位をつけた項目に対して具体的な施策や課題がございましたら記入願います。 

 

 

 

 

Q11．【科学技術基本計画要望書の重点項目】 
 

Q1．から Q9．の回答を記入された上で、科学技術基本計画への要望書に関する重点項目としてふさわし

いと思われるものを箇条書きにて下記に最大 3つまで順位をつけてご記入願います。 

（1つでもかまいません） 

 

 1 

 2 

 3 
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Q12．【ビジョン】 
 

第 5期科学技術基本計画の策定にあたり、将来の日本（関西）のあるべき姿（ビジョン）を示す必要が

あるかと思います。どのようなビジョンがふさわしいか、最もあなたがふさわしいと思われるビジョンを

具体的に空欄にご記入下さい。 

 

（ご参考：第 4 期の要望書においては、－「安心・安全・健康」で「低炭素・循環型」社会の実現- でした。） 

（回答例） 

1.「安全・安心・健康」な生活の実現 

2.関西を「グリーンエネルギー」の世界最先端拠点に 

3.関西を「植物バイオ」の世界最先端拠点に 

4.関西を「メディカルサイエンス」の世界最先端拠点に 

5.「低炭素・循環型社会」の実現 

6.若者、女性が科学技術・産業技術に親しみ、喜びを感じる社会の実現 

など 

 

 

 

Q13．【OSTEC に対するご意見、コメント】 
 

最後に関西からの創発の促進、地域連携に向け、OSTEC の果たすべき役割、期待または OSTECに実施し

て欲しい研究会や講演会（○○の技術に関する講演会）などご意見、コメントなどございましたら具体的

にご記入下さい。 

 

 

 

 

以上となります。 アンケートへのご協力、ありがとうございました。 
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＜アンケート要約＞ 

 

Q1.科学技術・産業技術推進の重点項目 

 科学技術・産業技術推進のために国として必要な施策として、多くの回答を得た上位 3

点は次の通りです。 

①大学のシーズと企業のニーズ情報を統合して結びつける仕組みを構築する 

②地域の伝統、特色を活かした産業クラスターを構築し、地域の活性化を図る 

③海外から優秀な研究者や技術者を誘致、集積し、研究から実用化まで効率的に行える拠

点を構築する 

 

・「大学のシーズと企業のニーズ情報を統合して結びつける仕組」が必要ということは多く

の方が、感じています。 

  仕組みとしては単純に情報的に結びつける仕組みだけでは不十分で、技術シーズ側の

市場性、将来性に関わる調査能力を向上させるためのコーディネーターの配置・派遣な

ど総合的な仕組みを作る意見などがあります。 

  また、大学のシーズに関しては、基礎研究、応用研究等がありますが、必ずしも時世

に合っていない場合があります。後ほど意見として出て来ますが、公設機関等が長期的

な視点から将来役に立つ要素を見極めて（ImPACTなどをさらに広くした）支援する仕組

みが必要と思われます。ここでは何通りかの多様性のある仕組みの導入が必要です。 

・「地域の伝統、特色を活かした産業クラスターを構築し、地域の活性化を図る」との回答

は多いのですが、具体的な各地域の特徴に関する意見はまとまっていないと思われます。

まずは各地域に権限を与えながら地域特徴を明確化し、コンセンサスが得られるように

すると共に、国として、産業クラスターを国内に分散させて設置することが地域の活性

化および防災科学技術立国日本を創生する一つの方法と考えられます。 

・「海外からの優秀な研究者や技術者を誘致、集積し、研究から実用化まで効率的に行える

拠点を構築する」ためには、基本的に技術、研究の環境だけではなく、安全安心な「衣・

食・住」を含んだ産業クラスターとして、魅力ある環境（地区）を持っていないと優秀

な人材の誘致は難しいと思われます。まずは環境構築からスタートすべきとの意見が有

ります。 

 

Q2.科学技術・産業技術の推進分野 

今後、研究開発を推進すべき分野として、多くの回答を得た上位 3点は次の通りです。 

① グリーンエネルギー（太陽光発電などの再生可能エネルギー、燃料電池・二次電池関連

など）  

② バイオ・メディカル（創薬、再生医療など）  

③ 省エネ技術（革新的な製造プロセスの開発、エネルギー変換効率の向上など） 

 

・「グリーンエネルギー（太陽光発電などの再生可能エネルギー、燃料電池・蓄電池関連な

ど）」は多様なエネルギーの生産、蓄積、分散化の研究と共に低コスト化、省エネ化技術
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が今後の日本に必要との意見が出ています。従来のモノ作りの「軽薄短小」視点から「エ

ネルギー資源および省エネ技術」に視点が移っています。具体的には、日本が省エネ技

術の要素として持っている SiC のパワー半導体などの社会実装促進などの意見が出てい

ます。 

・「バイオ・メディカル（創薬、再生医療など）」については、健康は世界的に重要な要素

であると共に特に関西は iPS 細胞の発祥地でもあり、関西地域には製薬会社も多いこと

から力を入れていく方が良いとの意見と推定されます。 

・バイオミメティクスの推進に関わる意見があります。バイオミメティクスは生物の多様

性を活用するもので、省エネルギーなどにもつながる分野であり、実用化には技術の横

断的すり合わせが必要なため、日本の文化に向いていると考えられます。 

・現在の生活ではコンピューターの無い世界、生活は考えられない社会となっています。

近年、日本はハード技術ではなく、イノベーションに関するテクニックも含めたソフト

技術で優位性を保てなかったことが大きな問題であった可能性があります。これからの

新しい知である「人工知能等のコンピューターサイエンス、情報処理技術」や地球環境

の変化を考えた時の新しい食の技術「食糧生産効率化のための農業、工業技術」が国際

戦略に大きな影響を及ぼす可能性が考えられます。 

 

Q3.科学技術における大学の役割 

 大学の役割について、多くの回答を得た上位 3点は次の通りです。 

① 長期的な視野に立ち、基礎研究に注力する 

② イノベーション創出・起業家を志す人材やテーマを発掘し、解決できる人材の教育をさ

らに充実する 

③ 産学官連携に注力し、製品化・実用化など直接、実社会に役立つ研究を行い、地域の発

展に貢献する 

 

・Q4.「大学に対する期待・要望」と重複する部分がありますが、大学には「基礎研究に注

力すべき」という意見が多いものの、「（従来と少し異なった）人材育成、（工学部的）実

用化の研究」の機能を求める意見も多くみられ、「もっと製造業で使える工業的な教養を

身に着けた人材を育成すべき」や、「どれかだけではなく、選択項目のすべて必要」など

の様々な意見があります。 

・産業界からは、大学に対してイノベーションを提案する機能、人材を輩出する機能が望

まれていますが、官界からは、現状では大学でイノベーション人材を育成できないと否

定的な意見も見られます。もう少し、大学と企業を融合してイノベーションを起こす環

境をコーディネートできる人材を育てる教育機関が必要と思われます。 

・産業界からは、研究成果を社会にフィードバックすることを求める意見が多く聞かれ、

また各地域に大学があることからも、その研究能力を生かし地域への貢献が求められて

います。 

・これらの意見を見ると、大学にイノベーションとなる研究能力を期待しているものの、

実用化など（直近の）成果主義的能力+学生教育を求める意見もあります。それに対し、

教育の現場からは管理調整の時間、労力負担が多くなり、研究時間が確保できないとの
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声も聞かれます。大学への研究マネージャー、研究コーディネーターなどの調整人材の

投入などによる機能分離により効果的活動ができる可能性があると考えます。 

 

Q4.大学に対する期待・要望 

この設問は自由回答のみで、産業界の方だけに回答をいただいています。 

回答は千差万別であるが、キーワードとして、①基礎研究、②実用化研究、③自らテー

マ探索や立案するスキル、④論文の評価だけでなく、学生を育てる能力の高い教員に対す

る評価向上⑤産業界、学界との人的入れ替え交流、などが挙がっています。我が国が科学

技術立国となるためには、Q8.「科学技術を推進するための人材育成および普及・広報」に

もある様に、大学での工学部-技術教員育成学科の様な技術教育人材の育成機能が有っても

良いと思われます。 

 

Q5.企業に対する期待・要望 

この設問も自由回答のみで、大学や公的研究機関等の方のみに回答をいただいています。 

（1件産業界の方からもコメントありました。） 

本件に関しても多様な意見がありますが、学界からは①すぐに金儲けにつなげる姿勢が

好ましくない、②短期での成果③企業ニーズをもっと開示して欲しいなどの意見がありま

す。官界からは、①ニーズの開示（オープンマインド）、②社員長期派遣などを望む意見

が出ており、学界、官界、産業界での研究連携等の姿勢の相違が見られます。 

 

Q6.公的研究機関の役割 

公的研究機関の役割についは市、府（県）、国とそれぞれ役割が異なりますが、多くの回

答を得た上位 3点は次の通りです。 

① 大学と企業の橋渡し的役割（プロジェクトフォーメーション、コーディネート） 

② 大企業および中小企業の技術相談窓口  

③ 共同開発の指導、パートナー 

 

・特に官界（府、県、独法、公設試）からは、①似たようなテーマの場合の連携、②公的

機関の技術シーズ移転の為の共同研究、③所有装置、設備の共有化など、行政区、地域

をまたいだ情報共有と共同活動などができる環境が求められています。 

・産業界からは①規格基準策定への参加、②所有装置、設備の集約、③中小企業をまわっ

ての直接支援伺いなどの意見が寄せられました。 

 

Q7.国・自治体への要望 

この設問は自由回答のみで、多様な意見が出ていますが、①補助金等に関する自由度の

拡大、②教育に対する投資、③長期的分野に対する補助拡大、④地域別産業強化分野の明

確化と地域への権限委譲、などが挙げられます。 
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Q8.科学技術を推進するための人材育成および普及・広報 

Q8-1.これからの研究者・技術者の育成 

 研究者・技術者の育成について、多くの回答を得た上位 3点は次の通りです。 

① 最先端技術だけではなく、国全体として底辺の技術力を上げる 

② 大企業、中小企業など、それぞれの分野に適性を持った多様な人材を育成する 

③ 中長期的視野からの技術伝承・人材継承のためのしくみ（対象：原子力技術、長大橋技

術など）をつくる 

 

・底辺の技術力を上げる方法に関しては、①幅広い、視野の大きい技術を学ばせる教育、

②サイエンスコミュニケーターなどによる科学技術の普及、広報の職種地位向上、③理

科レベルの底上げが必要などの意見が寄せられています。 

 

Q8-2.科学技術の普及・広報および青少年の育成 

 科学技術の普及・広報、小商人の育成について、多くの回答を得た上位 3 点は次の通り

です。 

① 科学技術人材が育つ社会環境が重要であり、一般市民に科学を理解し、親しみを持って

もらう取組を行う 

② 実験などを楽しく興味を持つように教えられる教員の質および量の充実を図る 

③ 小・中・高生や保護者が科学技術に興味を持つような機会、施設を増やす（または活用

する） 

 

・キーワードとしては、小中学校の段階よりの学習が重要との意見が多く、その中でも①

身近な物から科学を学ぶ取り組み、②実験等の体験、③科学者、技術者の講演など科学

技術に触れる機会（体験学習）などの意見も多く、ここでもサイエンスコミュニケータ

ーなどの教育支援者が必要との意見が多く見られます。また科学史の教育やチャレンジ

することを教えるなどの意見も見られます。 

 

Q9.イノベーションを推進するための施策 

 イノベーションを推進するための施策について、多くの回答を得た上位 3 点は次の通り

です。 

① 産学官プロジェクトの立ち上げを簡易に行える国の制度改善を実施する 

② 個性（独創性）を伸ばす教育を実践し、職場環境に反映する施策を行う 

③ 世界水準と評価される技術開発に国の優先的補助金制度を適用する 

 

・キーワードとしては、①チャレンジできる環境、②プロジェクトマネージャーやコーデ

ィネーターなど全体をまとめて管理できる環境、③ベンチャーなどの税制優遇、④オー

プンイノベーションのイベントをする企業への税制優遇などの意見が見られます。 
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・イノベーションは、上記のような支援環境も重要ですが、異端児と言われる人が、従来

に無い物（異質な物）を作ったり、従来に無い事を達成した事が社会に受け入れた時に

言われることなのではないかと考えます。我が国にはもっと、失敗しても学習し、再挑

戦する心を育てる社会教育の施策が必要なのではと考えます。 

 

Q10.科学技術・産業技術の理解度増進 

科学技術・産業技術の理解度増進の施策について、多くの回答を得た上位 3点は次の通

りです。 

①小・中・高の教員に対する理科（実験）の指導等を企業ＯＢ等の活用により実施する 

②青少年が科学技術に興味を惹かれるような人物（ノーベル賞受賞者など）の講演会を開

催する 

③環境問題や大規模災害などに向けた科学技術の必要性を講演会や展示で紹介する場をつ

くる 

 

・内容的には Q8-2 項と一部重複しますが、①教員の質を上げる、②企業 OB 等の人材活用

による教育増進、③科学技術検定、④インターネット教育の活用、⑤既存施設を楽しん

で見学できる教育など教育ソフトウエア(環境)の充実が挙げられています。 

  次世代の人々に科学技術・産業技術を勉強してもらうことは重要ですが、その親の世

代などあらゆる世代にもっと科学技術、産業技術を理解してもらうことが必要であり、

幅広い層の教育をするための人材、設備、制度や手段など様々な環境整備強化が必要と

考えられます。 

 

Q11.科学技術基本計画要望書の重点項目 

この設問は自由回答のみで、キーワードとして①グリーンエネルギー、②イノベーシ

ョンを推進するための施策、③人材教育などが多く見られます。 

 

・アンケートからはグリーンエネルギー、省エネルギーなどの分野についての回答が多か

ったのですが、それらを含めて新しい技術を生み出すイノベーションの力を求められて

います。イノベーションを生み出す基盤は、国民全体の科学技術の理解を増すこと、失

敗から学び、再度挑戦する社会環境を醸成すること、などが重要と考えます。 

 

Q12.ビジョン 

第 5 期科学技術基本計画の策定にあたり、将来のビジョンについて自由回答いただいて

います。「安全、安心、健康」及び「グリーン、低炭素、省エネ、循環型」などのキーワー

ドが多く見られ、特に関西には｢グリーンエネルギー、バイオ・メディカルサイエンス｣と

しての拠点へなって欲しいとの要望が多く見られます。 
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