国家基幹技術
○ 国主導の大規模プロジェクトで国家的な目標と長期戦略を明確にして取り組むものとして、総合科学技術会
議が５つの「国家基幹技術」を選定。

次世代スーパーコンピュータ
次世代スーパーコンピュータ

海洋地球観測探査システム
海洋地球観測探査システム

計算速度10ペタＦＬＯＰＳの世界最高
速の汎用スーパーコンピュータを開
発する。

宇宙から深海底下まで、我が国の総合的安
全保障に不可欠な観測・探査活動（地球観
測、災害監視、資源探査） の基盤となるシス
テムを確立する。

完成予想図

高速増殖炉サイクル技術
高速増殖炉サイクル技術
2050年頃から、高速増殖炉の商業ベー
スでの導入、高速増殖炉燃料サイクル
の導入を目指すことにより、長期的なエ
ネルギー安定供給や放射性廃棄物の
潜在的有害度の低減に貢献する。

温室効果ガス観測技術
衛星「いぶき」（GOSAT)
高速増殖炉もんじゅ

宇宙輸送システム
宇宙輸送システム

地球観測衛星「だいち」
（ALOS)

X線自由電子レーザー
X線自由電子レーザー

世界最高水準の基幹ロケットの確立・維持、
地球から軌道上への自律的な輸送手段を確
保をすることで、自律的な宇宙輸送システム
を確立する。

放射光による強力な “高干渉
性硬X線”を実現する。

Ｈ−ⅡＡロケット

出典：内閣府作成

共通基盤 ①特定先端大型研究施設の共用の枠組み
国（文部科学省） 共用の促進に関する基本的な方針の策定（第4条）
実施計画の認可（第13条）
業務規程の認可（第17条）
改善命令（第26条）

実施計画の認可（第6条）

施設の設置者 （第5条）
理化学研究所
特定放射光施設 特定高速電子計算機施設

◇次世代ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀの開発、
特定高速電子計算機施設の建
設・維持管理 等

利用促進業務を実施する機関 （第8条、11条）
日本原子力研究開発
機構
特定中線子線施設

登録施設利用促進機関

連携
（第9条）

◇J-PARC中性子線施設の共用
施設の建設・維持管理 等

◇利用促進業務
・利用者選定業務

・利用支援業務

情報の提供、相談等の援助
外部専門家の意見を聞きつつ、
研究等を行う者の選定 等

選定委員会

◇SPring-8・XFELの共用施設の建
設・維持管理 等

（第16条）

公平かつ効率的な共用を行うため、施設利用研究
に専門的な知見を有する、施設設置者とは別の機
関が利用促進業務を実施。

特定先端大型研究施設の区分に応じ、当該施設の建設及び維
持管理等の業務を実施。

特定先端大型研究施設（第2条）
世界最高レベルの性能を有し、広範な分野における多様な研究等に活用されることによりその価値が最
大限に発揮される大規模な研究施設
特定放射光施設
（SPring-8・XFEL）

特定高速電子計算機施設
（次世代スーパーコンピュータ）

特定中性子線施設
（J-PARC中性子線施設）

情報提供、
研究相談、
技術指導等

イメージ図

課題申請

広範な分野の
研究者の活用

出典：文部科学省作成

利用者（民間、大学、独立行政法人、基礎研究から産業利用まで幅広い利用）

独立行政法人

大学
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民間

共通基盤 ②先端研究施設等

法律に基づく共用
法律に基づく共用

− 特定先端大型研究施設 −
（1千億円超の超大型施設・設備）

Ｊ−ＰＡＲＣ
中性子線施設

SPｒｉｎｇ−８
XFEL

次世代スパコン

− 独法・大学等の有する先端研究設備−
（数億円〜数百億円の施設・設備で整備・運転等に特別な技術能力を必要とするもの）

・革新的医療機器
・食の安全・安心

イメージ図

先端研究施設共用促進事業
先端研究施設共用促進事業
に基づく共用
に基づく共用

（先端的な機器開発）
撮影された動くＤＮＡ

〔金沢大学/原子間力顕微鏡 等〕

・次世代半導体の
開発

ナノ計測・
分析機器

・機能性材料開発
・医療応用
・環境技術開発

加速器・ﾚｰｻﾞｰ

創薬、
新材料創出 等

・新たな産業創出
〔東北大学/
超高密度磁気記録技術
ナノテク融合技術支援センター 等〕

・産業競争力の強化
・ものづくりﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ国家の実現
例）自動車のエンジンブロック

微細加工装置

イノベーション
創出に不可欠

テフロン樹脂の特性強化

〔原研/ＴＩＡＲＡ 等〕

ＮＭＲ
・医療費の削減
（創薬手順の迅速化）

スパコン

・高分子材料開発
（燃料電池）

設計

構造解析

標的タンパク質

〔理研/ＮＭＲ施設 等〕

冷却解析

〔Volume CAD ; VCAD 等〕

− 中小型設備・機器 −
（数千万〜数億円の中小型設備・機器で研究機関毎あるいは地域毎に整備・共用することが可能なもの）

出典：文部科学省作成

研究機関内、地域内で
研究機関内、地域内で
の共同利用
の共同利用

世界と一体化した国際活動の
戦略的展開
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東アジアサイエンス＆イノベーションエリア構想

東アジアサイエンス＆イノベーションエリア構想
東アジアサイエンス＆イノベーションエリア

アジア諸国の優秀な頭脳を日本に取り込むとともに、
日本の研究機関・研究資金も積極的に海外展開を図り、
アジアの活力と一体となって研究開発力を強化

日本の研究開発力強化と
グリーンイノベーション
ライフイノベーションの
アジア全体での促進を
同時に実現

環境・エネルギー、食料、健康、安全・安心など
アジアが共通して抱える課題を、
日本の科学技術の蓄積を活用して解決

出典：第89回総合科学技術会議 「科学・技術外交タスクフォース報告書（概要）」から作成

科学技術国際戦略
３つの基本方針
z 海外の優れた研究資源を取り込むことにより、日本の研究開発システムを強化する。
z 科学技術の成果を、日本の国益の実現のために、広く海外で活用するとともに、「東アジア共同体構想」について、科学技術分野が
先駆的に取り組む。
z 科学技術分野における国際協力を戦略的に推進するため、政府の体制を強化する。

５つの課題と対策
5.国際戦略を実行
する政府体制強化

1.世界の活力と一体となっ
た研究開発システムの構築

2.アジア共通の課題の解決
に資する研究開発の推進

3.研究協力に止まらない
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ協力への発展

4.科学技術外交の
新次元の開拓

研究資源の往き来を自由化
し、海外の優秀な研究資源を
取り込むと同時に、海外の研
究機関等と相互互恵的な関
係を築くことで、世界一を狙う
研究ネットワークを構築

日本の研究開発ミッションを
「アジア共通の課題解決」へ
拡大することで、日本の科
学技術力を使ってアジア共
通の問題を解決し、アジア
全体のイノベーションを促進

国際標準化や制度構築、人
材育成等と連携して、イノ
ベーションプロセス全体を対
象とした協力を行うことによ
り、イノベーションの飛躍的
な加速を実現

科学技術外交の対象
を、広く捉え、多様な主
体との連携し、成果を
経済・社会面での国益
の実現に繋げ、広く社
会に還元

国際戦略を、政府を
挙げて実行するため、
各府省が連携して実
施すべき施策を立
案・推進する機能を
強化

① パイロット・プロジェクトの
実施
- グリーンイノベーション
- ライフイノベーション
- 安全・安心
② 基礎・基盤研究の推進
③ 大規模研究施設整備に
関するアジア・ロードマップの
策定

① ODAと連携した研究協力の
強化
② 国際標準化の推進
③ 基準認証分野における
アジアとの連携・協力
④ 制度整備・人材育成と連携
した協力の強化

① 民間における科学技術
外交
② 科学技術外交を担う
人材の育成
③ 産業、科学技術、外交
の連携強化
④ 日本の強みを生かす
国際展開支援
⑤ 国際機関との連携

① 府省間連携の強化

① 多国間の国際協力の枠組
みの構築
② グローバルな人材ネット
ワークの構築
③ 研究・生活環境の改善
④ 知財保護・情報管理
⑤ 世界の活力と一体となった
プロジェクトへの支援

② 海外拠点のあり方

今後の展開
○ 第４期科学技術基本計画の策定に向けた議論に反映
○ 科学技術関係府省と外務省との連携を強化

○ 科学技術重要施策アクションプランへ反映

出典：第89回総合科学技術会議 「科学・技術外交タスクフォース報告書（概要）」から作成
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科学技術に関する国際協力の枠組み
○ 現在、我が国は、48の国及び地域と科学技術協力協定（取極・経済連携協定含）を締結。

科学技術協力協定
日ソ科学技術協力協定 （注１）
日仏科学技術協力協定 （1991.6改定）
日独科学技術協力協定
日ポーランド科学技術協力協定
日米科学技術協力協定 （1988.6改定）
日中科学技術協力協定
日豪科学技術協力協定
日インドネシア科学技術協力協定
日ユーゴスラビア科学技術協力協定 （注２）
日ブラジル科学技術協力協定
日印科学技術協力協定
日韓科学技術協力協定
日加科学技術協力協定
日伊科学技術協力協定
日英科学技術協力協定
日イスラエル科学技術協力協定
日蘭科学技術協力協定
日フィンランド科学技術協力協定
日スウェーデン科学技術協力協定
日露科学技術協力協定
日ノルウェー科学技術協力協定
日南ア科学技術協力協定
日ベトナム科学技術協力協定
日スイス科学技術協力協定

発効日
1973.10
1974.2
1974.10
1978.11
1980.5
1980.5
1980.11
1981.1
1982.2
1984.5
1985.11
1985.12
1986.5
1988.10
1994.6
1994.12
1996.11
1997.9
1999.1
2000.9
2003.5
2003.8
2006.8
2007.7

発効日
取極
日ルーマニア科学技術協力取極
1975.4
日ブルガリア科学技術協力取極
1978.3
日チェコスロバキア科学技術協力取極 （注３） 1978.11
日ハンガリー科学技術協力取極
1979.5

経済連携協定
日シンガポール新時代経済連携協定
日メキシコ経済連携協定
日マレーシア経済連携協定
日フィリピン経済連携協定
日ブルネイ経済連携協定

発効日
2002.11
2005.4
2006.7
2006.9
2007.6

※（注１）
カザフスタン、キルギス、ウズベキスタン、アルメニア、グ
ルジア、ウクライナ、ベラルーシ、モルドバ、トルクメニス
タン、タジキスタンが承継。計10カ国
※（注２）
ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロ、マケ
ドニア、スロベニア、クロアチアが承継。計６カ国
※（注３）
チェコ、スロバキアが承継。
出典: 文部科学省作成

大学の海外拠点数について
○ 海外拠点を持つ機関数、海外拠点数ともに増加している。

海外拠点を持つ機関数

海外拠点数
300

120

100

国立大学
公立大学
私立大学
その他

96

250

国立大学
公立大学
私立大学
その他

276

200

80

170

64
60

150

40

100

20

50

0

0
2004年

2004年

2006年

2006年

資料：文部科学省 「大学等間交流協定締結状況等調査の結果について」（2005年５月、2007年10月）
出典：文部科学省作成資料から作成
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