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科学技術イノベーションを担う人材の重要性は広く認められているが、それに関する政策に

は様々な課題がある。主要な課題としては、科学技術人材育成システムと産業や社会のニーズと

のミスマッチ、研究人材の需要と供給の不一致に起因する諸問題、社会全体としての高度な専門

人材の活用の遅れ、などがあるが、科学技術イノベーション人材に関する基本的な概念には曖昧

性や脆弱性があり、そのことが政策的な議論や検討が深まらないことにつながっている。 
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1. 科学技術イノベーション人材に関する政策上の課題のスコープ 

 科学技術イノベーション人材の育成や活用促進は、科学技術イノベーション政策における重

要課題である。科学技術やイノベーションの活動を担うのは“人”であるからには、“人材”が

大きなテーマとなることは当然のことである。この観点からは、科学技術イノベーション人材に

関する政策的な課題として、将来的なイノベーションや社会的課題の解決に向けてどのような

人材を育成するのか、また、そのための人材育成システムをどのように構築するのか、といった

課題が浮かび上がってくる。 
別の観点として、日本のイノベーション・システムに生じている様々な問題を、“人材育成シ

ステム”の問題に関連付けて捉えることも必要になっている。例えば、近年、日本の“研究力”

が低下しているとの懸念が広まっているが、これは、博士人材の育成・供給、若手研究者の処遇

や研究環境、などの問題が要因の一部となっている可能性があり、人材育成システムの側からの

検討が重要になってきている。また、日本において情報技術の活用が進展していないという問題

も、情報技術人材の育成システムから検討することが重要になる。 
このように考えるだけでも、科学技術イノベーション人材に関する政策上の課題は大きな拡

がりがあることが分かるが、更に、上記の観点では捉えられないような様々な問題が存在するで

あろう。そのため、問題の網羅的あるいは体系的な抽出は困難であり、次節以降では、様々な問

題の根底にある基礎的な概念と主要な論点に重点を置いて、この問題を概観する。 
 
 
2. 科学技術イノベーション人材の概念的枠組み 

2-1．科学技術イノベーション人材の概念についての概観 

 ここまで、「科学技術イノベーション人材」という語を用いてきたが、この語には曖昧性があ

り、どのような人材を指し、どの範囲を対象にしているのか、明確ではない。曖昧性のある語が
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有用な場合もあるが、政策や政策的議論の対象を指す語として用いる場合には注意が必要であ

ろう。また、「科学技術イノベーション人材」の下位概念と考えられる「科学技術人材」や「研

究開発人材」などについては、統計上の定義等は有るものの、後述のように、これらを巡る一種

の混乱が長年に渡って続いている。このように、科学技術イノベーションに関する人材を論ずる

際には、最も基本的な概念に脆弱性があることに注意すべきである。ここではその問題を扱うが、

現時点では「科学技術イノベーション人材」などの語や概念を明確に定義することは困難である

ことを踏まえ、問題の所在を概観する。 
 まず、「科学技術イノベーション人材」という語は、広い意味で“科学技術やイノベーション

に関する活動を担う人材”を指す語とすることが妥当であろう。これだけでは、どのような人材

を指すかを明確にはできないが、例えば、「科学技術イノベーションの促進のために、どのよう

な人材を育成するべきか」といった政策的な議論に際して、最初に対象を広く捉えるための語と

しては機能するであろう。本稿でも、広い範囲の人材を指す語としては、この語を引き続き用い

ることとする。なお、過去に科学技術人材や研究開発人材の概念や定義を提示してきた OECD
と欧州委員会（European Commission）は、2019 年より公開している国際的な科学技術イノベ

ーション政策に関するデータベース“STIP COMPASS”において、「科学技術イノベーション人

材」に相当する語を“Human resources for research and innovation policy area”と一般的な名

詞で表記している（European Commission and OECD 2019）。このことからも、現時点では、

「科学技術イノベーション人材」の国際的に定着した定義がないことがうかがえる。 
もう少し具体性のある人材概念を考えるためには、そもそも、科学技術とイノベーションは、

かなりかけ離れた概念であり、政策上の議論や論述において「科学技術イノベーション」という

語（あるいは概念）が用いられるようになったのは比較的、最近であることを思い起こすべきで

ある 2。そのため、「科学技術イノベーション人材」は、科学技術に関する人材とイノベーション

に関する人材に分けて考えることが自然である。そして、前者（科学技術に関する人材）につい

ては、早くから政策的な議論の対象となり、相対的には概念化や定義化が進んでいる。そのため、

2-2 節で科学技術に関する人材の概念や定義等を検討し、それに基づいて、2-3 節でイノベーシ

ョンに関する人材に関する概念について考察する。 
なお、“人材”という概念に関連する概念についても簡単に触れておく。ここまでの議論の文

脈において、“人材”という語は、労働経済学における“人的資本”（人間に体化された熟練・技

術・知識の事を意味する）の概念に近い意味となっていた。これまで、労働経済学の知見が科学

技術イノベーション政策の議論・検討に援用・参照されることは必ずしも多くは無かったが、労

働経済学では“人的資本”の概念に基づく様々な研究や検討がなされており、人材関係の様々な

議論・検討に対して、有用な知見をもたらしてくれる可能性があることを指摘しておく。 
 
 
2-2．科学技術人材の概念と関連概念 

(1) 専門用語としての科学技術人材：HRST 

「科学技術人材」に関しては、科学技術に関する統計やデータの専門家、あるいは科学技術に

関する人材の問題に携わる専門家等の間で充分に定着している概念が存在する。それは学術的

な議論や、いくつかの国での長年に渡る統計に関する取り組みを通じて形成され、1995 年に

OECD と欧州委員会統計局によって編纂・公表された「キャンベラ・マニュアル：科学技術人

材の測定に関するマニュアル」において提示されている（OECD/Eurostat 1995）。「キャンベラ・

マニュアル」は、OECD が発行している科学技術活動の測定に関する国際標準を提示するマニ

ュアル群の一つであり、科学技術人材の測定に関する様々な事項を扱っている。 

 
2 そのことを端的に示す例としては、「科学技術基本法」が改正されて「科学技術・イノベーション基本法」（2021 年 4
月 1 日施行）となったことを挙げることができる。この改正に伴い、5 年ごとに策定することが義務づけられていた

「科学技術基本計画」も、2021～2025 年度を対象期間とする第 6 期より「科学技術・イノベーション基本計画」に名

称が変更された。なお、「科学技術・イノベーション」という「・」を含む表記は、本来、別の概念である科学技術と

イノベーションを結び付けたことを明示化した表記であると考えられるので、ここでの議論では「・」の有無は考慮

しないこととする。 
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同マニュアルで定義されているのは、“Human Resources devoted to Science and Technology 
(HRST)”であり、日本語に直訳すると「科学技術に充てられた人的資源」や「科学技術に従事

する人材」などとなるが、単に「科学技術人材」と訳すこともできるであろう。その定義は、「自

然科学または工学の大学卒業者と同等ないし同等以上の資格を有する者、あるいは関連する科

学・技術分野の職業に従事している者」（筆者による日本語訳）とされている。この定義の前半

は教育や資格が基準となっているが、後半は従事する職業が基準となっている。なお、あるカテ

ゴリーの人材の範囲を定める際に、このように、教育・資格と職業・活動という 2 つの面から定

めるのは典型的な方法である。 
この定義は、かなり広い範囲の人材を指しており、おそらく、日本語の「科学技術人材」とい

う語から想像されるより、はるかに広い概念と言えるであろう。定義の前半は、科学技術分野の

高等教育の課程を修了した人は全て HRST に含まれることを意味している。この「高等教育の

課程」は、大学院レベルに限定されるのではなく、日本の場合、4 年制大学、短期大学、高等専

門学校のいずれも含まれる。また、「科学技術分野」の範囲は、基本的には自然科学と工学とさ

れているが、農学や医学、社会科学も対象にすることもでき、さらに、場合によっては人文科学

までも含める枠組みも想定されている。一方、定義の後半は、前半で述べられているような教育

や資格を有していない場合でも、そのような教育や資格を必要とすることが一般的である科学

技術関係の職に就いている人が含まれる。例えば、高等教育を受けずにシステム・エンジニアの

職に就いている人が含まれることになる。このように対象範囲が広く、日本において HRST に

近い人材カテゴリーを指す一般的な語としては“理系人材”などが比較的近い意味を持つかもし

れない。 
1995 年にキャンベラ・マニュアルが公表された頃は、このような対象範囲が広い人材につい

ての統計調査を行っている国は少なく、同マニュアルは、実用的なマニュアルと言うより、理念

的な文書という面があった。しかし、その後、同マニュアルの影響を受けて科学技術人材のデー

タ整備を進める国が次第に増加し、特に欧州では、欧州委員会が同マニュアルに準拠したデータ

の整備を推進している。なお、米国では同マニュアルよりはるかに古くから、NSF（全米科学財

団）などが高等教育機関で科学技術の教育を受けた人材や科学技術に関する職に就いている人

の大規模な統計を作成していた。この米国の人材統計は、本質的に HRST と類似の概念に基づ

いていると言える。 
なお、HRST の語は、外面的には“イノベーション”の要素を含んでいないが、内容的・歴史

的には“イノベーション”と深い関係がある（小林 2011，綾部 2018）。例えば、キャンベラ・

マニュアルの序文の冒頭の文章は、「科学技術（S&T）と人的資源（HR）をいかに組み合わせる

かは、今後数十年にわたり、経済発展と人類の生存の鍵を握る要素となると考えられている」と

なっており、HRST の概念には、科学技術システムを支える人材というよりも、社会・経済の維

持や発展を担う人材といった考え方が反映されていることがうかがえる（OECD/Eurostat 
1995）。 

 
 

(2) 研究開発人材の定義と人材区分 

研究開発統計において、研究開発人材は研究開発支出と並ぶ主要な測定項目である。研究開発

統計の国際的な標準を示している OECD のフラスカティ・マニュアル 3において、「研究開発人

材（R&D personnel）」は「ある統計単位において、そこに雇用されているか外部からの貢献者

であるかにはよらず、直接的に研究開発に従事している人、及び、そこでの研究開発活動に直接

的なサービスを提供する人」と定義されている。 
この研究開発人材は、研究開発における役割によって、「研究者（Researchers）」、「技能者

（Technicians）」、「他の支援職員（Other supporting staff）」に区分されている。これらのいず

れについても、フラスカティ・マニュアルで定義された「研究開発（Research and Development）」
 

3 『フラスカティ・マニュアル（Frascati Manual）』は、OECD が作成している研究開発統計に関する国際的な指針で

ある。その最初の版は 1963 年に公表され、1964 年に OECD 加盟国によって承認された。この名称は、同マニュアル

の策定のための会議が開催されたイタリアの地名に由来し、当初は通称であったが後に正式名称となった。同マニュ

アルは、その後、何度か改訂され、現時点での最新版は 2015 年版である（OECD 2015）。 
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に直接的に関与した人であるため、「研究者」と言っても、アカデミックな研究職だけでなく、

例えば、企業において「研究開発」に従事する人を含む広い対象であることに注意が必要である。 
研究開発人材の定義や区分で、特に考慮が必要であるのが高等教育機関である。大学教員は、

研究に従事している場合にのみ「研究者」に含まれる。日本の場合、大学教員は全て研究者に含

まれるが、これは、“大学は教育と研究を両輪とする”と言う確固とした原則があるためである。

なお、研究開発統計においては、大学教員が職務時間の全てを研究に費やしていない場合、フル

タイムの研究者ではなくパートタイムの研究者として扱い、その人数の計測は「フルタイム換算」

（Full-time equivalent）で行われる。一方、研究開発活動に従事している博士課程学生は研究

者に含める一方、修士課程学生については、従事している研究開発活動に対して給与の支払を受

けている場合に限ってのみ研究開発従事者に含まれるべきものとされている。また、高等教育機

関や公的研究機関等において若手の研究者として研究開発活動に従事する、いわゆるポスドク

については、活動形態、あるいは雇用や給与の形態は多様であるため、一律に扱われず、フラス

カティ・マニュアルに示された研究開発人材の定義や集計基準に基づいて、それぞれの扱いが定

められることになる。 
 
 

図 1 科学技術人材（HRST）と研究開発人材（R&D Personnel）の関係 

注：ここでは、「科学技術人材」の範囲を自然科学・工学に限定した場合を示している。その範囲を人文社会科学なども

含む全ての分野に広げた場合、「研究開発人材」は基本的に「科学技術人材」の部分集合となる。 

 
 
 
(3) 「科学技術人材」と「研究開発人材」をめぐる混乱 

以上のように「科学技術人材」と「研究開発人材」に関しては、定義が有り、両者の関係は図

1 のように示すことができるものの、概念上の混乱がしばしば見受けられる。まず、「科学技術

人材」に関しては、前述のような定義とは別に、「科学技術」と「人材」という２つの一般名詞

を結合させただけの漠然とした意味の語として使用される場合も多い。その場合、曖昧性がある

というだけでなく、定義された「科学技術人材」と一般名詞としての「科学技術人材」の混用、

あるいはどちらの意味で用いているのか分からないと言った問題が起きてくる。しかも、「科学

技術人材」という語は広く使われており、そのような状況のもとで政策的な議論がなされたため

に、議論が深まらない場合が見受けられる。 
また、典型的な問題の例は、「科学技術人材」という語を用いているにもかかわらず、内容的

には「研究開発人材」や、それを更に狭く捉えた「研究人材」について述べている、という場合

自然科学・工学の学士以上の学位取得者

（または同等以上の資格保持者）

自然科学・工学に関連

する職業に従事する者

直接に研究開発に従事する者

「科学技術人材」(Human resource devoted to Science and Technology)
（OECDキャンベラ・マニュアル）

「研究開発人材」(Research and Development Personnel)
（OECDフラスカティ・マニュアル）
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である 4。これがどのような問題を生むかは容易に推察できる。「研究人材」に関する政策的な課

題は、研究者のポストや処遇、研究環境に関する問題をはじめ、研究システムの内部の問題であ

ることが多いであろう。一方、前述のように、HRST として定義された「科学技術人材」は、も

ともと、科学技術システム内部の観点というよりも、科学技術を社会・経済の維持や発展にいか

に結び付けるか、といった文脈から形成された概念である。そのため、例えば、社会や経済に対

応した人材ニーズについて政策的な検討を行う場合に、「科学技術人材」という語を用いつつも、

実質的には「研究人材」を念頭に置いた議論がなされると、科学技術システムの内部に閉じた議

論になり、議論は深まらないということになる 5。 
 
 
(4) 科学技術人材の関連概念 

 「科学技術人材」に類似した語はいくつかあるが、最近は“STEM worker”や“STEM workforce”、 
“STEM Labor Force”といった語が使われることがある。STEM は、"Science, Technology, 
Engineering and Mathematics" の略語であり、教育分野としての科学・技術・工学・数学を指

す語として、日本も含めて世界的に用いられることが増えている。STEM は教育の分野を指す

語ではあるが、もともと、米国において、ハイテク人材の不足や国家の産業競争力を左右する人

材の必要性といった文脈で、強化すべき教育分野を指す語として用いられるようになったため、

本質的に科学技術人材の概念と密接に結びついており、また、STEM 分野の高等教育を受けた

人材を指す “STEM workforce”等は、HRST と対象範囲が似ている。 
 その他、国際的に“Highly skilled”あるいは“Highly skilled worker”や“Highly skilled 
professionals”の語も比較的よく用いられている。これに対する日本語としては、「高度人材」、

「高度職能人材」、「高度技能人材」などの語が当てられている。この語自体には明示的に“科学

技術”の要素は含まれていないが、科学技術イノベーション政策の文脈で用いられることにより、

科学技術人材（HRST）と似た意味になる場合が多い。また、「高度」という点を強調する考え

方においては、科学技術人材全般というよりも、先端科学技術分野の研究者や技術者、博士号保

有者などに限定した意味が強くなる。ただし、現在、この語は、主として科学技術イノベーショ

ンに関わる人材の国際的な流動の問題を扱う際に用いられる場合が極めて多い。 
 
 
2-3．“イノベーション人材”の概念についての考察 

“科学技術”という語が専門的な知識の体系、あるいはそのような知識体系に関する活動を意

味していることから、「科学技術人材」の語は、科学技術の専門的な知識を有している人材や専

門的な活動に携わる人材を指すと考えることができたのに対し、「イノベーション人材」を“イ

ノベーションに関与する人材”と規定しようとしても、これだけでは概念としても曖昧である。

なぜなら、イノベーションは不確実性の高い事象であり、それが起きるか否かを事前には予見で

きないためである。言い換えるなら、従事している活動に基づいて「イノベーション人材」を規

定することは困難である。そのため、この語を用いる際には、その目的に応じて意味づけを明確

にする必要があると考えられる。 
「イノベーション人材」を規定する一つの方法は、イノベーションをもたらす可能性のある諸

活動に関与する人材として、広く捉えることであろう。この場合、広い意味での科学技術人材を

すべて含む上に、科学技術知識の実用化や社会システムへの適用、あるいはそれらに関する制度

や組織の運用者など、様々な人材が含まれることになるだろう。ただし、このような広い捉え方

が有用な場合はあるかもしれないが、あまりにも幅広いカテゴリーの人材が対象になることで

 
4 「研究人材」については、国際的に流通している定義があるわけではないが、フラスカティ・マニュアルで定義されて

いる「研究開発人材」の完全な部分集合であり、両者の関係が明確であるため、本稿では、この２つの語を内容に応じ

て使い分けている。例えば、大学教員は、フラスカティ・マニュアルの定義では「研究開発人材」に含まれるが、“開

発”に従事する場合は稀であるため、「研究人材」という語を用いる場合がある。 
5 これに関連する議論として、小林（2004b）は、科学技術者と研究者の意味の違いについて注意喚起した上で、日本で

は科学技術者＝研究者という議論が行われており、そのような認識のもとでは政策的な議論が深まらないという趣旨

の指摘をしている。 
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有用性の乏しい人材概念となる恐れがある。 
これと対照的な考え方は、イノベーションを起こすことを明確に意図した活動に従事する人

材を指す語・概念とすることである。例えば、ベンチャー企業やスタートアップの創業者などが

考えられる。また、産学連携や大学からの知識移転をサポートする専門家等は、現代的なイノベ

ーション・システムに特徴的な人材であり、今日のイノベーション政策で特に焦点が当てられる

人材であるため、ここに含めることができるだろう 6。しかし、この場合は、かなり限定的な人

材しか対象とならず、予期しないところからも起きるイノベーションの一部しか捉えていない

といった問題が生じる可能性がある。 
 そもそも、イノベーションを担う人材を重視するとしても、それを「イノベーション人材」と

いう概念で捉える必要があるのか、検討の余地がある。例えば、イノベーションの源泉は科学技

術であるという考え方に立脚するのであれば、イノベーションを担う中核的人材として「科学技

術人材」の概念があれば多くの場合は十分かもしれない。もちろん、イノベーションは科学技術

から生まれるだけでなくマネジメントや組織の改革などからも生まれるため、「科学技術人材」

だけでは不十分となる場合もあるが、その場合でも、前述の「高度人材」のような概念で足りる

という考え方もある。以上のように、「イノベーション人材」という語や概念の必要性は十分に

検討されておらず、歴史的な蓄積も不十分であり、現時点では確立した概念となっていないと言

える。 
 
 
3. 科学技術イノベーション人材に関する主要な政策的な論点 

 本節では、科学技術イノベーション人材に関する主な政策的な課題をとりあげる。政策的な課

題は、日本の科学技術イノベーションのシステムの状況についての認識や分析に基づいて顕在

化するので、ここでは、それぞれの政策的な課題の背景にある状況や歴史についての説明に重点

を置いている。 
 
 
3-1．科学技術人材育成システムと産業や社会のニーズとのミスマッチ 

科学技術の推進やイノベーションの創出には、専門知識を備えた人材が求められ、高等教育機

関など、高度に整備された人材育成システムが必要となる。しかし、そのような人材育成システ

ムを、将来的な変化をも踏まえて産業や社会のニーズに適合したものとすることは容易ではな

いため、しばしばミスマッチが生じる。このようなミスマッチは科学技術イノベーション人材の

あらゆるカテゴリーについて生じる可能性があるが、これまで日本において大きな規模で実際

に起きたのは、実質的に第 2 節で述べた意味での「科学技術人材」に関するミスマッチであり、

それらに関する分析や研究もかなり行われているため、ここでは、「科学技術人材」の育成シス

テムと産業や社会のニーズとのミスマッチの問題について述べる。 
高等教育機関における科学技術人材の育成は、日本の重要な政策課題として長い歴史を持っ

ている。これは、大学を社会や産業のニーズに対応する人材育成システムとして位置づけるとと

もに、科学技術を社会・経済の発展にいかに結び付けるか、という問題でもあり、狭義の科学技

術政策の枠には納まらず、教育政策や産業振興政策などの様々な政策領域のなかでも検討・実施

されてきた。そして、高等教育機関の人材育成に関して、産業や社会のニーズとのミスマッチが

ある、あるいは、産業や社会の変化に対応した人材を供給していない、といった批判が高度経済

成長期の後半以降、長年に渡ってなされており、それがこのテーマにおける基本的な課題となっ

ている（小林 1996, 矢野 2001, 小林 2001, 両角・齋藤・小林 2004, 富澤 2021, 富澤・長根

(齋藤)・安田 2021）。 
 このミスマッチについて論じる際には、それと対比される成功モデルとして、高度経済成長期

 
6 このような専門人材は大学に多く、研究開発プロジェクト等の「プログラムマネージャー」、研究活動のマネジメント

を主務とする「URA」（University Research Administrator）、知的財産のマネジメントや新ビジネスの創出を担う「産

学官連携コーディネーター」などがある。また、知的財産マネジメントに関する専門家、社会との関係構築やアウト

リーチに携わる人材、ファンドレイザー等、なども関連する人材と言える。 
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の科学技術人材の養成政策が引き合いに出されることが多い。具体的には、「1950 年代後半から

60 年代にかけての高度成長期には、社会や産業界の強いニーズを背景に高等教育機関の大幅な

拡充や大学の理工系学部の増員が行われ、日本の経済成長に多大な貢献をした。」といった形で

引き合いに出される（安西 2022）。実際、高度経済成長期には、“理工系ブーム”と呼ばれるほ

どの理工系学部の増員を中心とした高等教育システムの大幅な拡張がなされ 7、しかも、この時

期の大学卒業者の就職率が一貫して 9 割以上であったことが示すように、高度成長期の日本経

済システムが必要としていた大量の大学卒業生を適切に供給したといえる（伊藤 1996，富澤 
2021）。また、この時期に拡充された理工系学部は、その後も長年にわたって、日本のイノベー

ション・システム 8の重要な構成員である科学技術人材を育成・供給した。その意味で、高度経

済成長期の科学技術人材育成政策は、産業界の需要や社会的要請に応えたように見える。なお、

この認識は広く浸透しており、日本のイノベーション・システムにおける人材育成について考察

する際の基本的な思考の枠組みを提供してきた面がある（佐和 1984, 佐藤 2011，安西 2022）。 
 一方、1970 年代半ば以降のポスト高度成長期以降、現在に至るまで、そのような人材育成の

“成功”は再現できなかったとされることが多い（小林 1996）。ただし、高度成長期の人材育成

は、理工系人材全体の需要の量的予測で対応できたのに対し、その後は、専門分野や専門性など

の質的な要素まで含めた予測が必要となり、政策立案の困難性が高くなったと考えられる（両

角・齋藤・小林 2004）。例えば、情報技術に関わる人材については、1980 年代より今日に至る

まで、しばしば将来的な人材不足の予測が出され、その育成に向けた政府の政策も掲げられてき

たが、常に人材の不足が叫ばれている 9。 
情報技術人材については、最近であれば AI 技術の人材が強く求められるなど、時代によって

必要とされる人材のタイプや能力が異なっていることや、情報技術の発展が急速であることが

人材需給のミスマッチの要因の一部となっていると考えられる（両角・齋藤・小林 2004）。ま

た、前述のように、社会や産業のニーズに対応する人材育成は総合的な政策課題であり、日本の

場合、複数の省庁にまたがる政策課題への対応能力が弱いこともミスマッチの要因となってい

る可能性も考えられる。より深刻であるのは、情報技術人材の不足が日本における情報技術の推

進や活用を妨げているにも関わらず、そのような人材の不足が認識されていない、という問題が

起きている可能性である。 
 ところが、高度経済成長期以降で、社会のニーズを反映して大学の人材育成システムが拡大し

た分野がある。それは保健分野であり、この分野の大学入学者数は、1992 年度の 22,561 人から

2015 年度の 68,603 人へと 3 倍になり、また、大学入学者全体に占める割合も 4.2%から 11.1%
になっている（富澤 2021）。この増加は 2016 年度には一旦止まったが、その後、再び保健分野

の大学入学者数の増加は続いており、これほどの長期にわたる一貫した増加傾向は日本の高等

教育機関の歴史を通じて他に例を見ない。このような保健分野の大学拡大は、看護専門職や保健

専門職に対する社会の強いニーズに呼応したものと考えられる。また、この拡大においては、文

部科学大臣／文部科学省による大学の設置基準の緩和が大きな影響を及ぼしたと考えられる。

ただし、大学拡大の直接的な推進力は社会や産業のニーズであり、それが実効的な影響を及ぼす

ことを妨げていた“規制”が緩和されたことにより拡大が起きたと考えられる（富澤 2021）。な

 
7 そのような高等教育機関の大幅な拡充や理工系学部の増員は、1950 年代末から 1960 年代後半までの期間に政府の

様々な計画の下で実現した。特に、文部省が 1961 年 2 月に策定した「理工系学生定員増加計画」（“理工系拡充計画”

とも呼ばれる）は、池田内閣による有名な「国民所得倍増計画」（1960 年）に連動しており、高度経済成長を支えた重

要な計画であると見なされている（伊藤 1996，小林 1996）。しかし、このような大学の人材育成システムの拡張は、

政府の政策のみによって実現したわけではない。私立大学は、政府からの財政的支援が十分に得られないなかで自主

的に理工系学部の増員を行い、“理工系拡充”への貢献は国公立大学を上回っていた。また、“理工系拡充”を後押しし

た最大の要因は、科学技術人材に対する産業界の強いニーズであったと考えられる（富澤 2021）。 
8 本稿における「日本のイノベーション・システム」は、イノベーションに関与する企業、政府、大学などと、それらの

間の相互作用を日本全体のシステムとして捉えた概念を指している。これは、イノベーション研究などで広く用いら

れている「ナショナル・イノベーション・システム」の概念を日本に適用したものである。この概念についての解説は

「SciREX コアコンテンツ」の 1.0.3 項「イノベーション・プロセスをシステムとして捉える」で述べられている（永

田 2021）。 
9 1980 年代に行われた予測の例としては乾（1989）がある。最近の例としては、2019 年 4 月 23 日に経済産業省が発表

した「IT 人材需給に関する調査」では、2030 年に人材不足と人材余剰が同時に起こるとし、AI や IoT に関わる先端

人材は 55 万人不足するが、受託開発や保守運用を担う従来型 IT 人材は 10 万人余る、との見通しがなされている。 
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お、大学の設置基準の緩和は、大学教育の質の低下という大きな負の効果を及ぼす可能性がある。

高度成長期の大学設置基準の緩和は、学生定員の“水増し”や、いわゆるマスプロ化などを招い

たことは広く知られている（伊藤 2013）。人材育成に関しては、このような量的な拡大と人材の

質の確保の両立は困難であり、人材育成に関する政策の主要な課題の一つと言える。 
 
 
3-2．研究人材の需要と供給に関わる諸問題  

 研究人材の需要と供給の問題は、日本では、問題の深刻さや歴史的な理由などにより、科学技

術政策における独立した重要テーマとなっている。今日、その問題は、研究者の就職難や若手研

究者の処遇の悪化、さらにはそれによる研究職のステイタスの低下といった形で認識される場

合が多い。また、この問題を、2010 年代に顕在化した“日本の研究力の低下”と関連付ける議

論もなされている（長根 2021）。このような問題は、大学院で育成される研究人材と研究職のポ

ストの間での需要と供給の不一致による面が強く、過去にも類似の問題は起きており、日本の大

学システムで起きやすい構造的な問題である可能性がある。この点で、この問題は、主として産

業や社会のニーズに向けて形成された人材育成システムの問題とは異なる性格を有するため、

本節を 3-1 節とは別の項目とした。 
 この問題の考察に際しては、3-1 節でも言及した 1960 年代の大学システムの急激な拡大に遡

ることが有力な手がかりとなる。この時期には、大学教員の需要が増大し、大学院による人材育

成の規模も拡大した。しかし、大学教員や公的研究機関の研究職のポストは、一旦埋まると長期

的に空かないため、次第に供給過多の状況になり、1970 年後半から 80 年代にかけては、大学

院博士課程の修了者や満期退学者が定職に就かず大学の研究室等において研究を継続するとい

った“オーバードクター”が大量に生まれる問題が起きた（長根 2021）。 
1980 年代末には、第二次ベビーブーム世代の大学進学に伴い学生定員が増え、教員採用数も

増加したためオーバードクター問題は一時下火になった。しかし、その一方で大学院の規模的な

拡大は 80 年代に一貫して進展した 10。これは、日本の産業界の強いニーズ、及び「基礎研究た

だ乗り」批判に対処するための科学研究システムの強化の必要性を背景としており 11、政府も、

大学院による研究者の養成を強化し大学院を学術研究推進の中核機関として位置づけようとい

う方向性を打ち出している 12。 
そして、1990 年代には“大学院重点化”と呼ばれる政策的枠組みの下で、更なる大学院の拡

大が進んだ。実際、大学院在学者数は 1991 年度の 98,650 人から、2000 年度には 20 万 5 千人

超へと増加し、1991 年 11 月の大学審議会答申が提示した“大学院生の倍増”という目標を上回

った。なお、大学院重点化とは、本来的には、大学の教育研究組織を、従来の学部を基礎とした

組織から大学院を中心とした組織に変更することを指すが、一般的には、そのような組織変更を

はじめとする大学院の様々な改革、及び、それに伴って起きた大学院の規模的な拡大を指す場合

が多い（小林 2004a）。 
1990 年代の大学院重点化の下での大学院生の急増、とりわけ博士課程在籍者の急増は、新た

な問題を引き起こした。博士課程修了者の主な就職先となる大学や研究機関のポストは、政府財

政の逼迫の下では増加することはなく、企業の研究開発者の採用は修士課程修了者が中心であ

るため、博士課程修了者の就職難が進んだ（水月 2007, 榎木 2010, 濱中 2013）。 
このような状況で、1990 年代半ばより「ポストドクター等一万人支援計画」が実施される。

これは、博士号取得者が研究者としての経験を積むための職である博士研究員（ポストドクター）

に関して、1 万人の支援を行うことを目指した計画であり、1996 年 7 月に閣議決定された第 1
 

10 1980 年代の大学院の拡大では、学問分野別の人数が最大である工学系の修士課程入学者数の増加が著しく、1980 年

度に比べて 1990 年度の入学者数は 1.9 倍になっている（富澤 2021）。 
11 「基礎研究ただ乗り」批判への日本全体としての対応は、“大学システム”の強化だけでなく、企業の基礎研究への取

り組みの強化や政府の政策的対応なども含んでいるため、ここでは、それを「科学研究システムの強化」と表記した。

ここでの「科学研究システム」は、日本のイノベーション・システム（脚注 8 参照）のうち、科学研究を主として担

う部分を意味する。 
12 大学院の制度改革を推進するために 1988 年に大学審議会答申「大学院制度の弾力化について」が公表され、また、

1991 年 5 月に答申「大学院の設備充実について」、同年 11 月に答申「大学院の量的整備について」が発表され、後者

では、2000 年までに大学院生を倍増させるという目標が提示された。 
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期科学技術基本計画に 2000 年度までに目標を達成することが盛り込まれた。この計画は、欧米

に比べて手薄な若年研究者の層を厚くすること、及び、若手研究者が一人前になるための“修業

期間”となる職種を充実・強化することが目的とされ、日本の研究力の強化を意図していた。し

かし、ポストドクターの支援は任期付きの雇用が主な手段であり、定常的な研究職のポストの増

加は財政的に困難であることは明白であったため、本計画の立案時においても、一時しのぎの政

策であるとの指摘もあった（榎木 2010）。また、一般社会では、大学院重点化で急速に増加した

博士課程修了者の受け皿を設けることが目的であったと受け止めている例も散見する 13。とは

いえ、一時的であっても博士課程修了者の就職難等の問題を緩和するという期待、及び、大学の

研究現場の活性化への期待などもあり、当時、この計画はどちらかといえば好意的に受け止めら

れたと考えられる（Ledford 2007, 榎木 2010）。 
この計画の下で、1996 年度には 6000 人台であった支援対象人数は増加し、1999 年度には 1

万人に達している。このように計画の目標自体は達成されたが、依然として大学や研究機関のポ

ストは増えず、民間企業の採用動向にも変化は無かったため、就職難に見舞われる博士課程修了

者の年齢が後ろ倒しになる形となり、ポストドクターの高齢化の問題も起きた。また、博士課程

修了後の将来的なキャリアの見通しを得ることが困難であることから、博士課程進学が敬遠さ

れる傾向の要因となったと考えられている。更に、日本での就職の機会が限られるため、海外へ

の頭脳流出などの問題も生んだ。 
これらは、直接的には大学や公的研究機関に向けた研究者養成の問題という面が強いが、産業

界のニーズとかけ離れた人材育成システムの拡大がなされたという点で、日本のイノベーショ

ン・システムの問題でもある（小林 2010）。 
以上のような日本の研究人材をめぐる問題や政策的課題は、他の主要先進国と比較して、強い

固有性があることを以下で指摘する。ただし、研究人材の需要と供給の不一致、特に博士号取得

者の就職難は多くの先進国で見られ、この点については日本が特殊と言うわけではない（小林 
2011）。日本の状況の固有性のひとつは、博士号取得者に対する社会のニーズの高まりが見られ

ないことである。人口当たりの博士号取得者数を比較すると、米・英・独・韓・仏のいずれの国

よりも日本の値は小さい上に、過去 10 数年に渡って日本のみが減少傾向となっている 14。人口

当たりの博士課程修了者数が日本よりも多い先進主要国、とりわけ、それが増加している国では、

イノベーションや経済成長、あるいは社会的課題の解決などに向けて高度な専門人材のニーズ

が高まるなかで、博士号取得者をはじめとする研究人材のニーズも高まっていると考えられる。

また、それらの国では大学に対する国全体の投資が増加している点でも、日本の状況とは大きく

異なっている。 
日本の固有性のもうひとつの側面は、長年に渡って人材育成が科学技術政策の最上位レベル

の重要課題とされてきたなかで、多くの場合、その議論のベースとなる“人材像”がアカデミッ

クな“研究者”の枠内に留まっており、イノベーションを担う人材といった広範な枠組みで捉え

られることがほとんど無かったことである 15。このことは、政策議論の内容やプロセスにも影響

 
13 水月（2007）は、当計画について、「ほうっておけば無職になってしまう多くの大学院博士課程修了者を、ポストドク

トラルフェローという職種を数多く作り出すことによって救済を試みたものであった。」と述べている。これには著者

の主観や主張が含まれている可能性はあるが、この記述に先立ち、1997 年から 2006 年において「ポスドク問題」を

とりあげた主要新聞等の記事 10 件を紹介しており、社会の一般的な受け止め方をある程度反映していると考えること

はできるであろう。また、『ウィキペディア（Wikipedia）』の「ポストドクター等一万人支援計画」の項では、「1994
年（平成 6 年）頃から主要なメディアにおいて、増えすぎたオーバードクターを雇用するための救済策と解説される

ようになった。」との記述がある。ここには根拠となる文献等が示されておらず、十分に検証可能な内容ではないもの

の、広く参照される媒体に掲載されているこの記述自体が、一般社会の受け止め方の典型例となっていると考えられ

る。 
14 2019 年における人口 100 万人当たりの博士号取得者数は、米国（579 人）、英国（361 人）、ドイツ（345 人）、韓国

（296 人）、フランス（167 人）であり、日本（120 人）はそれらの国を下回っている。また、その値は、2000 年以降

の約 20 年間において、米・英・韓では 2 倍以上に増加し、また独・仏はほぼ横ばいながら日本より高い水準を保って

いるのに対し、日本は 2006 年をピークに、その後は減少傾向が続いている（文部科学省科学技術・学術政策研究所 
2022）。 

15 小林（2004b）は、脚注 5 でも言及したように、「日本では科学技術者＝研究者という議論が行われる」と指摘してお

り、更に、小林（2011）は、科学技術政策における人材問題について、各国の状況と近年の日本の特徴を描出した上

で、「欧米に比べて日本では、人材政策においてイノベーションの観点があまり強調されてこなかった。そのため、欧

米諸国と日本では、人材問題に対する考え方には違いもみられる。」と述べている。また、「ここ十年くらいのあいだ
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している可能性が有り、例えば、“ポスドク問題”が顕在化した後に博士課程修了者のキャリア

パスの多様化を図る政策議論が浮上する、という日本の政策議論が辿ったプロセスは、“研究者”

がモデルであったことと関連している可能性も考えられる。 
以上に述べた日本の状況の固有性は、この問題についての国際的な比較に関する研究が極め

て少ないため、十分に分析された結果に基づいたものではなく、今後、研究が深められる必要

があるが、その手掛かりとなる調査結果を紹介する。欧州委員会と OECD は、最近、科学技術

イノベーション人材に関する各国の主要な政策上の論点についての調査結果を公表している

（European Commission and OECD 2019）。その結果を見ると、回答した 56 の国・地域の多

くが、自国のイノベーションの能力を高めるために人材を強化することを重視しているが、博

士課程学生やポスドク、キャリア初期の研究者などに関する施策、あるいは、研究職の魅力や

スタイタスの向上などを政策上の重要課題としている国・地域は全体の三分の一程度であり、

また、日本のように、それらが科学技術イノベーション政策の領域における最上位レベルの問

題となっている国は少ないことが読み取れる。 
 
 
3-3．産業界の博士人材の活用を巡る問題 

 産業界における博士号取得者の採用が進まないことについては、博士号取得者の就職難の問

題の一部として議論されることも多いが、それとは別に、産業界の高度な専門人材の活用に関す

る問題でもある。そもそも、日本では人口当たりの博士号取得者数が先進国としては少なく、し

かも、日本企業は博士号取得者を雇用するよりも、修士号取得者や学士号取得者を採用者の中核

とし、社内で必要な教育を行うという形態が長年に渡って主流となってきた。しかし、欧米を中

心とする先進国やその他の準先進国においては、今世紀に入ったころから博士号取得者の産業

界での雇用が顕著に増加しており、日本はそれと対照的な状況にある。 
 日本において博士号取得者が産業界で活躍していない問題は、しばしば、博士を育成する大学

側の問題として議論されてきた。例えば、日本の博士号取得者は自分の専門分野に閉じこもり視

野が狭い、あるいは、多様な問題に取り組む柔軟性に欠ける、といった批判である（小林 2010）。
しかし、博士号取得者を適切に処遇せず、上手く活用できない企業側にも問題があるという批判

もある 16。特に、長年に渡って日本企業で主流であった終身雇用や年功序列に基づく人事システ

ムは博士号取得者の雇用に適していないという見解があり、今後は、ジョブ型雇用の浸透が博士

号取得者の雇用を促進する可能性が考えられる（経済産業省／株式会社富士通総研 2021，経済

産業省／有限責任監査法人トーマツ 2022）。なお、より本質的な問題は、マクロレベルで見て、

社会や産業の人材ニーズと大学の人材育成機能の間に適切な相互作用が働いていないことであ

るという見方もできるであろう（小林 2004b，経済産業省 2022）。 
 
 
3-4．科学技術人材の流動性、高度人材の国際移動、“人材獲得競争” 

科学技術人材は、科学技術に関する知識・経験・熟練を体化した“人的資本”であり、その移

動は、イノベーションと密接に関係していることを多くの論者が指摘あるいは主張している

（OECD 2001a, OECD 2001b, Pogue 2007）。ここでの移動とは、組織内の移動、組織間の移

動、国内の部門間の移動、更には国際的な移動など様々なものが考えられる。科学技術人材の移

動がイノベーションを促進する理由としては、人材の移動により異なる知識の結合や知識の活

用面での進展が起きることなどが考えられるが、そのメカニズムや促進効果の定量的な把握は

困難であり、明確な実証的根拠があるわけではない。なお、日本については、終身雇用が主流で

あるため、労働者一般の労働流動性が極めて低く、その一部である科学技術人材、さらには大学

 
に、イノベーション指向の人材施策を重視する欧米各国と、人材政策に関してそのような観点からの包括的議論がな

い日本とのあいだで、政策的な論点やその考え方に大きい違いが生じてきたことは確かであろう。」と指摘している。 
16 濱中（2013）は、大学院修了者の就職難について、大学院の教育内容が原因であるという「大学院原因説」が“通説

とも言える”とした上で、大学院修了者や企業の人事担当者のインタビュー調査データの分析に基づき、「『企業原因

説』を唱えることもできる」と述べている。 
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や公的研究機関に所属する研究人材の流動性も低い。そのため、科学技術基本計画をはじめとす

る政府の政策文書でも、人材流動性の促進は重要課題として言及されることが多い。 
このような人材の流動のうち、国際的な流動は、科学技術イノベーション政策の重要テーマと

して世界的に盛んに議論されており 17、また、科学技術イノベーション政策研究においても盛ん

に分析が行われている。その背景には、冷戦終結後のグローバリゼーションの急速な進展があり、

また、世界の一部で、博士号取得者などの高度な専門性や先端的な知識を有する人材の獲得競争

とも言える状況が起きているとの見解が影響している（村上 2008）。なお、このような議論の対

象となる人材は、2-2(4)でも触れたように、世界的に「高度人材」（highly-skilled）と呼ばれる

ことが多い（OECD 2001b）。 
日本においても、外国からの高度人材の受入れを促進するため、「高度専門職」の在留資格を

設け、出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が2012年より導入されている。この制度では、

高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」

の３つに分類し、それぞれの特性に応じて学歴や職歴、年収などを点数化して「高度専門職」の

在留資格の判断基準とする「高度人材ポイント制」が導入されている。 
また、出入国管理及び難民認定法では、「特定活動」在留資格として、①特定研究活動（研究

機関の施設で特定の分野に関する研究、研究の指導及び教育をする活動）、②特定情報処理活動

（自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に関わる業務に従事す

る活動）、③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動（①または②で滞在する外

国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動）、の 3 種類が規定されている。 
 
 
3-5人材に関連するその他の政策的議論 

ここまでに述べた政策的課題においては、大学などの高等教育機関や高等教育に関する議論

が多かったが、科学技術イノベーション人材の育成に関する政策では、高等教育だけでなく初等

中等教育も対象に含まれてくる。これは世界の多くの国で見られることであり、科学技術イノベ

ーション人材の育成が経済成長や競争力の強化につながることや、そのためには早期の段階か

らの科学技術関連の教育が重要である、という認識が背景にあると考えられる。日本においても

古くから、初等中等教育を科学技術イノベーション人材の育成に関連付けた政策は実施されて

いるが、その傾向は更に強くなっている 18。最近では、初等中等教育において、2-2(4)で言及し

た「STEM」に芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲を指す語である

「Art」の頭文字を加えた「STEAM」（Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics）
の語を用いた「STEAM 教育の推進」などが実施されており、また、第 6 期科学技術・イノベー

ション計画（2021～2025 年）に「STEAM 教育の推進」に関する記述が盛り込まれるなど、こ

の語が、科学技術・イノベーション政策の政策的議論でも用いられるようになっている。 
また、最近、科学技術イノベーション政策の議論のなかで用いられることが増えてきている語

として、「リカレント教育」を挙げることができる 19。「リカレント教育」は、「生涯学習」と類

似の概念であるが、後者に比べて、より仕事に活かすための知識やスキルを学ぶという性格が強

い 20。「リカレント教育」が科学技術イノベーション政策の文脈でとりあげられるようになって

 
17 欧州委員会と OECD による調査によると、OECD 加盟国や欧州連合加盟国において、研究とイノベーションのため

の人的資源に関する政策的な議論のなかで、最も頻繁に取り上げられるテーマは「人材の国際移動」とのことである

（European Commission and OECD 2021）。 
18 第 1 期科学技術基本計画（1996～2000 年）より第 6 期科学技術・イノベーション計画（2021～2025 年）までの全て

の基本計画に、「初等中等教育」に関する政策についての記述がある。また、これらの基本計画における「初等中等教

育」の語の使用頻度は、新しい計画ほど増える傾向がある。（科学技術・学術政策研究所が公開している「科学技術基

本政策文書検索」<https://www.nistep.go.jp/research-scisip-whitepaper-search>を用いた集計結果による。） 
19 第 6 期科学技術・イノベーション計画では、「リカレント教育」の語が 6 箇所で用いられている。 
20 政府広報オンライン（令和 3 年（2021 年）8 月 20 日）では、「リカレント教育」と「生涯学習」について、「どちら

も『学ぶ』という点では同じですが、学ぶ目的が異なります。リカレント教育は、仕事に生かすための知識やスキルを

学びます。（中略）一方、生涯学習は、生涯にわたり行うあらゆる学習で、学校教育や社会教育、さらには文化活動、

スポーツ活動、ボランティア活動や趣味など仕事に無関係なことや『生きがい』に通じる内容も学習の対象に含まれ

ます。」と説明している。 
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きた背景には、科学技術の進展や変化が著しくなり、専門知識の陳腐化も速くなっており、既に

社会で活動している専門人材の専門知識やスキルのアップデートが必要になっている状況があ

ると考えられる 21。また、高等教育機関で専門的な科学技術知識を学んだ卒業者・修了者が社会

で活躍する、という従来型の科学技術人材育成のモデルでは対応が困難となってきており、人材

育成システム自体の強化の意味もあると捉えることもできるであろう。更には、様々な分野の技

術者が最新の情報技術を学ぶことによりイノベーションにつながる、といったことが、このよう

な教育に期待されている。 
以上とは性格が異なるが、人材の多様性（ダイバーシティ）の推進は、科学技術イノベーショ

ン政策において、近年、急速に重視されるようになってきている。元々、日本では社会政策や労

働政策において女性の雇用促進や社会参画の推進などが掲げられてきたが、「男女雇用機会均等

法（通称）」の施行（1985 年）や「男女共同参画社会基本法」の施行（1999 年）を節目に、科

学技術イノベーション政策の領域でも「女性研究者の活躍促進」などが掲げられることが次第に

増えていた。しかし、科学技術イノベーション人材の強化という観点で、女性研究者の量的拡充

などの政策が掲げられるようになったのは、より最近のことである。例えば、第 3 期科学技術基

本計画（2006～2010 年）において、大学や公的研究機関等での女性研究者の採用割合に関して、

自然科学系全体で２５％という数値目標が掲げられた。そして最近は、人材の多様性を広げるこ

とがイノベーションにつながるという世界的にも一般的になっている考え方のもとで、女性や

外国人の雇用促進や活躍促進等が重要な政策課題となり、第６期科学技術・イノベーション計画

でも人材の“ダイバーシティ”というキーワードが用いられている。 
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4. 関連データ・ソース 

科学技術人材 

日本では、キャンベラ・マニュアルに基づく全般的な統計データの収集は行われていないが、

基本的な教育統計である「学校基本調査」（文部科学省）において、大学の卒業生数について、

学部別の内訳や就職先の組織種類別の内訳が毎年、調査されている。これは、キャンベラ・マニ

ュアルにおいて HRST に新たに加わる人材とされている「HRST インフロー」に相当する。 
・https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm 
 
また、「国勢調査（人口統計調査）」において、「科学研究者」と「技術者」の総数が調査され

ている。ただし、国際的な定義に基づくものではない。またここでの「科学研究者」の定義と 2-
2(2)で述べた「研究者」の定義はかなり違いがある。 
・https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html 

 
 
研究開発人材 

日本の基本的な研究開発統計である総務省統計局の「科学技術研究調査」により、各部門（産

業、高等教育、政府、民間非営利）の研究開発人材のデータが毎年、収集されている。これは、

基本的にフラスカティ・マニュアルに準拠したものである。 
・https://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.html 
 
また、高等教育機関に所属する研究者（大学教員と大学院生）については、上記に加えて、「学

校基本調査」（文部科学省）によって毎年、詳しいデータが作成されている。さらに、大学教員

については 3 年ごとに「学校教員統計調査」が実施されている。 
・https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm 

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html
https://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm
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博士人材 

文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP）は、博士課程修了者の社会での活躍状況の

調査のための「博士人材データベース（JGRAD）」の整備を進めている。これは、当事業に参加

している 52 大学（2022 年 4 月現在）が、博士課程在籍者の初期登録情報を NISTEP に提供し、

初期登録後は登録者が博士課程修了後のキャリア情報等を継時的に JGRAD に入力する仕組み

となっている。 
・https://jgrad.nistep.go.jp/about/about_jgrad.html 
 
これと並行して、NISTEP は、大学院博士課程修了者を対象とした「博士人材追跡調査

（JDPRO）」を実施している。 
・https://www.nistep.go.jp/jdpro/ 
 

 
科学技術人材の国際移動 

科学技術人材の国外への流出、国内への流入については、国際的な基準に沿ったものでないが、

下記のデータ源がある。 
法務省出入国在留管理庁の「出入国管理統計」では、入国外国人と出国外国人について、在留

資格別及び国籍・地域別の人数が調査されており、3-4 で述べた「高度専門職」などの入国外国

人と出国外国人の人数のデータが入手できる。また、法務省出入国在留管理庁の「在留外国人統

計」では、在留資格（在留目的）別の在留外国人についての統計データが作成されており、在留

目的が「研究」である在留外国人や、3-3 で述べた「高度専門職」などの在留外国人の人数のデ

ータが入手できる。 
・https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/index.html 
 

https://jgrad.nistep.go.jp/about/about_jgrad.html
https://www.nistep.go.jp/jdpro/
https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/index.html
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