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世界における知的活動拠点研究会「中間とりまとめ」 
 

Ⅰ 「世界の知的活動拠点」を形成する背景とそのイメージ 

 従来の規格大量生産型の経済社会から多様な知恵の時代に相応しい経済社

会への移行、インターネットの急速な普及等インフォーメーション・テクノロ

ジーの発達（ＩＴ革命）によるネットワーク型社会の形成、グローバリゼーシ

ョンの進展といった歴史的潮流変化の下で、知恵・多様性、ソフト・サービス、

個の尊重、競争、スピード、異文化との共存等がより一層重視される。このよ

うな状況下で、世界の経済社会情勢の変化や進歩のスピードに対応し、我が国

の経済的・文化的・知的豊かさの増進や世界への貢献と国際的安全保障を実現

していくためには、得意分野で世界に発信し、世界から最新の知恵・情報を牽

引すること、即ち、 

 

「知恵・情報の創造・受発信において世界の中核の一つとなること」 

～社会科学、自然科学、ハイテク技術、ビジネス、文化等様々

な分野における世界最高水準の知的能力を有する人々と最新

の情報が現実社会やサイバースペースの中を頻繁に行きかい、

集積する場・状況の創出～ 

 

が不可欠である。 
 
Ⅱ 「世界の知的活動拠点」を形成する目的 

１．我が国の経済的・文化的・知的豊さの増進 

 歴史的潮流変化の下、得意分野で世界に発信し、最新の知恵・情報の集積

を図ることによって、様々な分野の経済成長の新たな源泉を確保し、産業競

争力を強化するとともに、我が国の文化的・知的豊かさの増進を図る。 

 

２．世界への貢献と国際的安全保障 

 世界共通の課題への対応方策や世界と共有できる文化等人類共通の知的

資産を我が国において創造し、世界に向けて発信することにより、世界の発

展と安定に貢献し、経済社会面で世界の主要なプレイヤーとしての地位を構

築するとともに、国際的な安全を確保する。特に、地理的に近接しており、

緊密な経済的・文化的関係を有するアジアにおいて積極的な役割を果たす。 
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Ⅲ 「世界の知的活動拠点」を形成するための環境整備 

 「世界の知的活動拠点」は、基本的なパターンとしては、 

 

○ 新たな知恵の創造により、世界から人材や情報を牽引できる「魅力（ア

トラクティブネス）」あふれるコンテンツを積極的に創出 

○ そのコンテンツを世界に向けて積極的に発信し、世界から人材や情報を

牽引 

○ その結果、世界水準の知的交流が進み、さらに新たな知恵が創造され魅

力あるコンテンツを創出 

 

といった、＜新しい知恵の創造による魅力あるコンテンツの創出 → 世界へ

の情報発信と世界からのアクセス → 知的交流の促進 → さらなる新しい

知恵の創造による魅力あるコンテンツの創出＞の好循環により形成される。 

 したがって、「世界の知的活動拠点」を形成するためには、 

① 魅力あるコンテンツの創出 

② 世界への情報発信 

③ 知的交流の促進 

のための環境整備を推進していかなければならない。その実現のためには、｢世

界の知的活動拠点｣となるべき必要性や目的について国民全体の理解を促し、

意識改革を図っていくことが前提となる。特に、魅力あるコンテンツの創出の

ためには、独創的な知恵を創造する者に対する評価を変革し、これを広く受け

入れ、資金等の面で支えていく社会的風土を醸成していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【知的活動拠点の例】 
・シリコンバレー 
 シリコンバレーは、1891 年に創設されたスタンフォード大学を中心とするベンチャー
ビジネスの集積地である。1990 年代に入ってからは、インターネットによるオンライン
ビジネスの集積が加速しており、各国のハイテク産業集積地のモデルとなっている。 
 こうした成功の要因としては、①新しいものを追求する自由闊達な風土であること、
②スタンフォード大学のフレデリック・ターマン教授が若者に起業を促して以来、産学
の連携が充実していること、③起業する者をすでに成功した起業家が資金やノウハウの
面で支援するというダイナミックな慣習が形成されていること等が挙げられる。 

 
・ラスベガス 
 ラスベガスは、1930 年代のギャンブルの合法化や、1960 年代にハワード・ヒューズが
カジノ・ビジネスに大規模資本が参入する土台を形成したことにより、カジノ・ビジネ
スが発展した。1980 年代半ば以降は、「脱ギャンブル」を志向しながら変貌を遂げ、現
在、年間 3,000 万人以上が訪れる「エンターテイメントとビジネスの都市」となってい
る。 
 こうした成功の要因としては、①大規模資本の参入対象として、ユニークなアイデア
や資本が集中したこと、②税制・法制度の面でビジネスに有利な仕組みとなっているこ
と、③地元の大学が地元で使える人材の育成に取り組んでいること等が挙げられる。 
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１．魅力あるコンテンツの創出 

 世界を魅了し、人材や情報を牽引できるコンテンツを創出するためには、

その源泉に関して、 

① 大学等における魅力的な研究開発環境の創出 

② 知恵を生かした独創的なビジネスの積極的展開 

③ 日本に固有の伝統文化や現代文化の積極的活用 

が重要である。この際、戦略的な取組みとして、 

④ 国際競争力のあるコンテンツを生み出し得る分野への重点化 

が不可欠である。さらに、知恵を創造する担い手を確保するため、 

⑤ 創造性を有する人的資源の育成 

が必要である。 

 

(1) 大学等における魅力的な研究開発環境の創出 

 大学等の研究開発において普遍的な人類共通の知的資産や新たなビジ

ネスの源泉となる技術シーズ等世界水準の知恵を創造するためには、その

主体的な組織運営を確保するとともに、評価、競争、研究資金、産学官連

携等の面で魅力的な研究開発環境を創出し、内外の優秀な才能を大切にす

ることが重要である。 

 

① 知恵の創造に対する評価の充実 

 優れた研究開発を促進するためには、ピア・レビュー（当該専門分野

の研究者による評価）、３６０度評価（同僚、上司、部下による評価）、

アウトプット評価や大学評価・学位授与機構による大学の研究活動に対

する客観性の高い評価等の知恵の創造に対する評価を充実するととも

に、その評価結果を公表することが重要である。特に、論文の学会ジャ

ーナルへの掲載にはピア・レビューの機能（論文の査読をした評価者に

対する評価も含む。）により、学術研究のレベルを高めていく大きな効

果があるので、これを積極的に実施する。 

 また、研究開発が複雑化・専門化し、一般人にますます分かり難くな

っていることから、広く社会一般が関心を持ち、サポートできるよう、

専門家による評価だけではなく、例えば「技術陪審制」のような利用者

等一般人も参加する評価体制の整備も重要である。 

 

② ポストドクター層の充実と競争的環境の整備 

 次代を担う若手研究者層を充実し、併せて、競争的環境の下でキャリ

アアップを図るシステムを構築することにより、研究社会の活性化を図

っていくことが重要である。このような観点に立って、ポストドクター
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（ドクター取得後の若手研究者）について、就職支援も含む処遇改善等

の制度拡充を進めるとともに、公開性の高い公募制や任期制を積極的に

導入すること等により競争的環境を整備する。 

 

③ 研究資金の確保等 

 優れた研究開発のためには、研究予算の重点的確保や多様な研究を可

能とする外部資金の積極的導入が重要である。また、研究補助スタッフ

の充実やその地位の向上も必要である。 

 

ア．研究予算の重点化 
 研究費を総花的に細分化せず、国として世界をリードしようとする

分野（情報・生命・環境など）を明確にし、その分野に予算を重点的

に割り当てる。また、世界水準の研究施設の整備のために予算を重点

的に配分する。 

 この際、研究予算の配分は、世界最新の研究水準が視野に入ってい

る者によって行われることが重要である。 

 

イ．外部資金の積極的導入 
 大学等に対する民間等からの奨学寄付金、共同研究費、委託研究費

といった外部資金の導入は、その知的活動をさらに活性化させるとと

もに、市場のニーズに見合った基礎研究や公的資金を使用しにくい多

様な研究の実施、研究内容に対するチェック・アンド・バランス等の

効果が見込まれることから、積極的に推進する必要がある。大学等に

資金を提供する企業の側においても、こうした資金提供を当該企業に

とって必要な技術・人材を生み出す投資として、より積極的に位置付

けるべきである。 

 このため、私立大学への寄付金の損金算入の拡充、私立大学の受託

研究収入の非課税化等の税制上の優遇措置の拡充を図るとともに、委

任経理等国立大学等における共同研究費・受託研究費の受入れ・使用

の円滑化のための措置を講ずる。なお、併せて、学会や知的活動を行

うＮＰＯへの寄付金の損金算入の拡充等についても検討を進める必

要がある。 

 

④ 産学官人材交流の強化 

 大学等における研究成果の実用化や政策への反映と産業界や政府にお

ける研究ニーズの大学等の研究への的確な反映を促進し、相互に補完し

あう観点から、産学官の人材交流を一層強化する必要がある。 
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 このため、研究費の重点的確保等のインセンティブを通じた任期付任

用制度の活用や公募による外部専門家の大学教員等への積極的登用、国

立大学教員等についての研究休職制度の弾力化等を推進する。 

 なお、国立大学教員等について、その研究成果を活用する企業の役員

等を兼業することが認められたところであるが、国立大学教員等として

の職務遂行に支障が生じないようにする観点から、例えば兼業時間や報

酬についての基準を設けること等も検討する必要がある。その上で、兼

業規制の一層の緩和について検討を進めるべきである。 

 

⑤ 研究成果の特許化の促進 

 大学等における研究成果の実用化を図るためには、特許化を促進する

ことが重要であり、こうした観点から、研究者や大学等のインセンティ

ブを高める措置を講ずることが必要である。 

 このため、研究者への発明補償金（国立大学教員等が行った発明に係

る権利を国等が承継した場合にその対価として国等から支払われる補

償金）の引上げ、国への特許料収入の国立大学等の研究費への還元等の

措置を講ずる。 

 また、大学等における研究成果の企業への効率的な移転を促進するた

め、ＴＬＯ（Technology Licensing Organization：大学と産業界を結び付け

るリエゾン機能を果たす技術移転機関）に対する支援を拡充し、その設

置を促進する。 
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(2) 知恵を生かした独創的なビジネスの積極的展開 

 ネットワーク型社会であることを前提とした新たなビジネスが次々に

生まれてきており、知恵を企業戦略の柱として積極的に位置付ける独創的

なビジネスの積極的展開を通じて、魅力的なコンテンツを創出していくこ

とがますます重要となる。この際、最先端技術の活用等により単に消費財

として国際競争力を持つだけでなく、オリジナリティのあるビジネスの仕

組みを構築したり、製品やサービスに日本のアイデンティティや文化が感

じられるようにすることによって、世界から人材や情報を牽引する力を持

ち、それが新たな付加価値の源泉となる好循環を形成することが求められ

る。 

 ビジネスの分野における取組みは、基本的に民間主導で行われるべきで

あるが、政府においては、このようなビジネスが多様な主体により積極的

に展開されるよう、参入コストの低減、人材育成等の環境整備を推進する

必要がある。即ち、新規参入や異業種連携の展開等を容易にする参入規制

の撤廃等の規制緩和、ＩＲ（インベスター・リレーションズ：企業が株主

や投資家に対し投資判断に必要な情報を提供する活動）の充実等によるベ

ンチャー企業向け資金供給システムの拡充、研究成果の事業化を促進する

産学共同研究・人材交流、起業家・技術者の育成等の施策を推進する。特

に、米国においては、起業に成功した経験を有する起業家等がインキュベ

ーター事業（様々なアイディアや技術を持った個人やグループに対しスタ

ートアップに必要な資金や人材等の有形・無形のリソースの提供を行う事

業）を展開し、ネットベンチャーの育成に大きな役割を果たしていること

から、我が国においても、インキュベーター事業を促進するため、これを

担う人材を育成する。 

 また、電子商取引は、知恵を生かした独創的なビジネスを展開するため

の基盤をなすものであることから、その本格的普及を促進するため、既存

の民事契約や消費者保護に係る法制度の見直し、電子認証制度の確立、課

税のあり方の検討等を進める。 
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 【インターネットの活用と新たなビジネスの例】 

・ フランチャイズ・ビジネスのように、知恵の収集とその還元を短期間に行うための

ツールとしてインターネットを活用し、その知恵を重要なビジネスの要素として積

極的に活用。 

・ インターネット上で、企業を支援するためのＮＰＯ的なユーザー集団を上手くガバ

ナンスし、顧客間のインタラクションを高める「ネットワークの中のネットワーク」

を築く技術の活用により、企業にポジティブ・フィードバックを提供。 

・ データ・マイニング手法の活用により、顧客集団によるコミュニティー・ナレッジ

を生かし、「個」としての消費者のニーズを的確に把握。 

・ インターネットの双方向性と情報処理技術を活用し、顧客の属性や過去の購買行動

に対応した個別の価格付けを行うビジネス。 

・ 製品やサービスではなく、むしろビジネスの仕組みに着目した「ビジネスモデル特

許」の戦略的取得・活用。一方、「Linux」等のフリーソフトの開発にみられるよう

な、インターネットの使用者間での高い評価の獲得等を目的とした知の還元。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ インターネット上の株取引や個人投資家を対象としたＩＲの充実を通じた参加型の

企業経営。 

・ 商品単品ではなく、その商品の周辺にある補完財的商品を含む一群の商品生態系の

戦いとするための異業種連携。 

話題のビジネスモデル特許 

特許権者 特許内容 
米 Priceline.com 社 逆オークション特許 

顧客が価格を提示し、旅行業者等がそれに対して応札する。 
米 Amazon.com 社 １－クリック特許 

顧客がウェブサイトで買い物をする際に入力した氏名、ク
レジットカード番号、住所等の情報をシステムに記憶する。 

米 DoubleClick 社 ＤＡＲＴ特許 
プロフィール・データベースと広告を照らし合わせて，ユ
ーザーに適合した広告を提供する。 

凸版印刷㈱ マピオン特許 
地図情報ホームページ上に広告を表示する。 
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(3) 固有の文化の積極的活用 

 世界から人材や情報を牽引できる魅力的なコンテンツとしては、社会科

学、自然科学、ハイテク技術、ビジネス等における最新の知恵ばかりでは

なく、それらの根底に流れる日本で生まれ育った文化を積極的に活用して

いくことが重要である。 

 日本に古来から伝わる文化は、これまでの知的活動により生み出された

貴重なストックであり、特に、閉じた狭い世界で時間をかけて培ってきた

伝統ある文化は、グローバルな環境に置かれても、日本で生まれたときの

スタイルを保持しつづけることが重要である。 

 また、若者を中心に展開されているストリート文化やアニメ、ゲームソ

フト等も世界から注目されている。これらについても、外国文化を吸収し

ながら日本的なものを生み出し、日本固有のイメージが浮かび上がり、日

本への共感を呼ぶようなコンテンツとしていくことが重要である。 

 これらの固有の文化を、世界を魅了し、世界と共有できるコンテンツと

していくためには、日本という国の多様な姿を分かりやすい形で体系的に

世界に伝えることが必要である。諸外国においても、例えば、英国の「ク

ール・ブリタニア」のように国家規模でのイメージ戦略を推進している例

が見られる。このような観点に立って、国家プロジェクトとして、文化資

産の体系的なデジタルアーカイブ化や日本の全体像が分かるような博物

館等による展示（「ジャパン・ミュージアム」）等を進め、「日本経済文化

系統樹」ともいうべきコンテンツを創出する。 

 

① 文化資産の体系的なデジタルアーカイブ化 

 米国の「アメリカン・メモリー」のように、日本の有形・無形の文化

資産をデジタル情報の形で記録し、その情報をデータベース化して、利

用に供することにより、インターネットやマルチメディア記録媒体を通

じて随時閲覧・鑑賞することが可能となる。 

 このため、美術館・博物館等の有する美術品・文化財や現代文化につ

いて、日本という国の総体的なイメージが外国人にもよく分かるように、

体系的なデジタルアーカイブ化を進める。 

 

② 「ジャパン・ミュージアム」 

 芸術家、メディア、産業界等の協力も得て、米国におけるスミソニア

ン博物館に相当するような、日本人が日本人であることを実感し、それ

を世界に分かりやすく伝えることができる日本の全体像が分かるよう

な博物館等による展示（「ジャパン・ミュージアム」）を進める。 
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 【クール・ブリタニア】 
 ブレア政権の発足を契機に推進されている国家レベルの「イギリス」再活性化活動
の総称。 
 国のイメージが、その国の企業及びＮＧＯの海外における活動に大きな影響を与え
るという認識から、従来の伝統的なイギリスのイメージだけでなく、近年の映画やフ
ァッション、アートなどの面での活発な活動に代表される、クリエイティブでダイナ
ミックな現代的イギリスのイメージ（“クール・ブリタニア”）を伝える。 

 
【アメリカン・メモリー】 
 米国議会図書館は、民間団体と協力しつつ、自らが保有する文献・地図・写真・手
稿・録音・映像資料などを含む米国の貴重な歴史的資料を電子化して蓄積し、利用に
供する電子図書館構想を推進しており、「アメリカン・メモリー」と称される電子コレ
クションは、その重要な構成要素となっている。 

 
【スミソニアン博物館】 
 ワシントンＤ.Ｃ.の中心部に位置する世界最大の博物館・美術館等の集合体で、「航
空宇宙博物館」、「アメリカ歴史博物館」など、１６の博物館・美術館が集結している。
1846 年に設立されたスミソニアン協会によって運営されており、連邦政府も財政的支
援を行っている。 
 地球、人類、１９～２０世紀の歴史などを様々な側面から収集しており、「アメリカ
のすべて」が集大成されているともいえ、アメリカ人がアメリカという国を意識でき
る場所となっている。 
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(4) 国際競争力のあるコンテンツを生み出し得る分野への重点化 

 世界を魅了するコンテンツを創出するためには、環境問題等世界共通の

課題、モバイル・コンピューティング等我が国が世界の最先端の一翼を担

っている技術開発、我が国固有の文化やアイデンティティ等世界に向けて

競争力を持って発信できるコンテンツを生み出し得ると期待される分野

を対象として、大学等における研究、ビジネスの展開や文化の活用におい

て、産学官、地域やＮＰＯが一体となって、重点的に取り組むことが不可

欠である。 

 

 

 
○ 国際競争力のあるコンテンツを生み出し得ると期待される分野の例 

   

(１) 世界共通の課題への対応方策 

 世界共通の課題であり、我が国が世界のモデルとなるべき以下のような分野。 

○ バブル経済の分析等経済理論の構築 

○ 少子高齢社会・人口減少への備え 

○ 環境と調和した循環型経済社会の構築 

○ 公害防止・省エネルギー技術 

○ 震災対策 

○ 自然と共生する環境哲学の確立 

○ 生命科学技術の振興 

○ 世界的な合意形成の促進に資するため、世界各国の合意プロセス等の違いを分

かり易く整理すること。 

 

(２) 様々な技術開発・研究分野 

 我が国が世界の最先端の一翼を担っていると考えられる以下のような分野の基

礎研究及び応用研究。 

○ ロボット・コンピューター頭脳 

○ 微細加工技術（ＩＣの微細化・高密度化集積技術等） 

○ モバイル・コンピュ－ティング、ゲーム機、デジタル家電 

 

(３) 文化・娯楽分野 

 日本で生まれ育った以下のような文化。 

○ 日本古来の伝統文化 

○ 現代文化（ストリート文化等） 

○ アニメ、ゲームソフト 



 

 11 

(5) 創造性を有する人的資源の育成 

 魅力あるコンテンツを創出するためには、その担い手として、独創性、
起業家精神や豊かな感性を有する人的資源を育成することが不可欠であ

る。 

 このため、初等教育段階からの教育の充実、学校外社会人の積極的活用
や学外における学修・活動の促進等を通じて、学ぶことに対するモチベー

ションを高めつつ、独創性を重視する教育環境や起業家精神を涵養する教

育環境を整備する。この場合、相当レベルの基礎学力はむしろ必要であり、
普遍的な基礎・基本学力の確実な定着を図った上で、対応するべきである。 

 さらに、経済的対価は得られなくとも、未知のことや創造することにチ

ャレンジし、夢を追うことはすばらしいと認識するような社会的風土を醸
成していく必要がある。 

 

① 独創性を重視する教育環境の整備 
 他者との違い、アイデンティティや独創性を重視し、アクティブに情

報を追いかける姿勢を醸成する教育環境を初等教育の段階から整備す

る。 
 このため、例えば、歴史を単一の方向から捉えるだけでなく、様々な

角度から個人が独自に史実を学べる教材や、与えられた知識に個人が知

識を追加することによって新たな知識を学べる教材のように、個人が自
己の関心に応じて知識を多面的に学習でき、かつ主体的に個々の知識の

新たな関係性を発見できる教材の開発等により、自分の中に眠っている

創造性を発見し、それを刺激できるような教育を実現する。 
 また、教員養成のあり方を見直すとともに、人材リストの作成等によ

り学校外社会人を積極的に活用する。 

 
② 起業家精神を涵養する教育環境の整備 

 起業家精神を涵養し、自立や起業の重要性に対する社会的コンセンサ

スを醸成していくために、初等教育の段階からそのための環境整備を行
う。 

 また、諸外国の大学・ビジネススクールとの連携強化や学生のベンチ

ャー企業等における実習・研修的な就職体験（インターンシップ）の充
実等により、起業家精神を有する人材の育成を推進する。 

 

③ 教育のアウトソーシング 
 大学が教育のリソースを学外に求め、学外の教育施設 等における学

修やインターンシップ等を大学の単位として積極的に認定することな

どを通じて、教育のアウトソーシングを進める。 
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２．世界への情報発信 

 知恵の創造により生み出された魅力あるコンテンツを、それぞれの創造主

体が世界に向けて積極的に情報発信していくためには、コミュニケーション、

言語（英語）及びツール（インターネット）に関して国際的情報発信能力を

強化する戦略的取組みが必要である。併せて、発信の方法を工夫することに

よってコンテンツの魅力を高め、世界からのアクセスを促進することが重要

である。 

 言語については、一方で、衛星放送による日本語での情報発信等を通じて

日本語の国際社会への普及を促進することも重要である。また、伝統文化等

の日本固有の概念については、あえて英語に訳さず、日本語のままで世界に

発信することが必要であるが、同時に、その意味を英語で表現するための

様々な取組みも不可欠である。 

 なお、マスメディアにおいては、誰もが情報発信を行えるインターネット

時代において、世界との交流を強化し、世界への情報発信のプロフェッショ

ナルとしてリードしていくべきである。 

 また、学術出版やデータベースの構築等を通じて、学会が世界への情報発

信に積極的役割を果たすべきである。 

 

(1) コミュニケーション能力の強化と異文化との共存 

 国際的情報発信のためには、国際性を養うとともに、自分の考えを論理

的に説明し、議論を通じて相手に理解させることが重要であり、初等教育

段階からの教育の充実、大学や専門学校における映像関係学科の設置等に

より、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、ネゴシエーシ

ョン能力を強化する。 

 また、国際的なコミュニケーションを円滑に行うため、異文化との共存

を目指して、留学生との交流、ホームステイの受入れ等を通じて相手国の

文化的、社会的背景への理解を深める。その前提として、我が国の歴史・

文化に対する理解を深め、アイデンティティを確立することや、国際社会

の直面する重要課題への認識を深めることも必要である。異文化との共存

は、特に意識して取り組まなければならない課題であり、その実現のため

には、国民一人一人あるいは家族単位で、それぞれが世界に友人をつくる

というような運動の展開についても検討する必要がある。 

 

(2) 英語力の強化 

 国際的情報発信能力の強化のためには、国際共通語としての英語を使い

こなせることが重要である。 

 このため、より効率的な英語教育の方法の確立をはじめ、外国青年の積
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極的活用、初等中等教育における英語教育の充実、大学における英語によ

る授業の実施割合の増加等を通じて、英語を使いこなせる国民の割合を飛

躍的に増加させる。 

 さらに、大学院における英語による授業の実施等を積極的に進めること

により、専門分野における英語での発信能力を高める。 

 なお、全体の底上げを図るために、補助手段としての翻訳ソフトの開

発・普及に努めることも必要である。 

 

(3) インターネット利用環境の整備 

 世界への情報発信の重要なツールとなっているインターネットを、時間

や場所の制約を受けずに誰もが自由自在に使いこなせるよう利用環境の

整備を推進する。即ち、情報通信の高速化・大容量化、情報バリアフリー

化等情報基盤の高度化を進めるとともに、インターネット・リテラシーの

向上を図るための学校や地域における情報教育の拡充、インターネット通

信料金の低廉化・定額化のための競争的環境の整備、安全性・信頼性を高

めるためのサイバーテロ対策や個人情報に関するプライバシー保護等の

施策を推進する。 

 なお、これまでのようなアメリカで開発されたツールだけでなく、日本

が国際的に優位性を有するモバイル、ゲーム機、デジタル家電等のインタ

ーネット接続を可能とする非ＰＣ型端末の積極的活用が進む。 

 

(4) 世界からのアクセスを促進するコンテンツの編集 

 知恵の創造により生み出されたコンテンツをインターネット上で発信

するに際しては、発信の方法を日本独自に工夫することによって、その魅

力を一層高め、世界からのアクセスをさらに促進することが重要である。 

 このためには、多種多様なコンテンツをあるカテゴリーでまとめたアグ

リゲータの充実を図るだけでなく、これに対する多様な主体による評価を

通じて新しいコンテンツの補充やコンテンツ全体の再構築が自律的に行

われるようにすることが重要である。 

 加えて、蓄積された個々のコンテンツを単なるインフォメーションにと

どめることなく、それを編集して物語性や関係性を有するインテリジェン

スとして集積することが重要である。 
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３．知的交流の促進 

 個人、大学等、企業やＮＰＯの多様な知恵が交流し、刺激しあうことによ

り新たな知恵が生まれる。世界水準の知の交流を促進するためには、我が国

において新たな知恵を創造し、魅力的なコンテンツを世界に発信することに

よって、世界からのアクセスを確保することが最重要であるが、研究者等の

国際的な交流を一層促進するための環境整備が必要である。 

 また、個々人の対面による交流のほか、知の交流の手段・場としてインタ

ーネットが不可欠なものとなっていることから、インターネット上の知の交

流を促進するための環境整備も必要である。 

 この際、今までにない新しいパラダイムの創出を目指して、社会全体に視

野を広げ、自由で創造的なコラボレーションにより、既存の分野にとらわれ

ずに様々な分野の知の統合・再構築（自然科学と人文・社会科学、物質と精

神など）を進めることが求められる。 

 

(1) 世界規模の多様な知の交流 

 世界規模で多様な知恵が交流するためには、個々人が密接に関わりあい、

相互に縦横無尽のネットワークを築いて情報交換を行うことが必要であ

る。信頼感のある良好な人間関係を構築し、ネットワーク上の情報交換を

より生かして充実したものとするためにも、個々人の対面での直接的な交

流が従来以上に重要となることから、外国人研究者の受入れ促進、世界的

な著名人・知識人が集う国際的な知的交流の場の提供等これをサポートす

る施策の充実を図る。 

 

① 大学等における外国人研究者の受入れ促進 

 国際レベルで見ても高い研究水準を確保していくためには、大学等に

おいて、内外の優れた人材を大切にすることが重要であり、こうした観

点にたって優れた外国人研究者の雇用・招聘を促進する。 

 各国の優秀な頭脳を日本に引き付けるため、魅力的な研究開発環境の

下で研究の質の向上を図りつつ、国際的な水準の処遇や研究者の雇用条

件に関する国立大学等の自主的で臨機応変な交渉を確保するとともに、

インターナショナル・スクールの整備など、教育、医療等の面で外国人

が生活しやすい生活環境を整備する。特に、処遇改善等ポストドクター

制度の拡充により、若手の外国人研究者の受入れを促進する。また、永

住者の在留資格の運用の検討等を通じて、外国人研究者の定着を支援す

る。 

 これらの措置と前述（Ⅲ．１．（１））の魅力的な研究開発環境の創出

を通じて、日本での研究活動が充実した成果を挙げられ、その経験その



 

 15 

ものが世界水準の研究者のステータスとして確立されるようにするこ

とを目指すべきである。 

 同時に、世界的に著名な研究者ばかりではなく、現在は無名ではある

が、将来オリジナリティあふれる研究の担い手となりうる有望な若い人

材を受け入れることにより、将来の世界水準の研究者を生み出す場とし

ての日本の地位を向上させることにも留意する必要がある。 

 

② 留学生受入れ促進 

 我が国が海外から留学生を迎えることは、世界に開かれた人的ネット

ワークの拡大等に資することとなるため、その積極的な受入れを促進す

る必要がある。特に、国際的にも活躍し得る高度な専門的知識・能力を

持つ者を養成するため、大学院レベルでの留学生の受入れを拡充する。 

 このため、教育の質の向上を図ることはもとより、国費留学生の受入

れ拡大、私費留学生に対する奨学金の拡充、低廉で良質な留学生宿舎の

確保等留学生に対する一層の経済的支援措置を講ずるとともに、卒業後

に留学生が留学の成果を生かす場を提供する観点から、卒業後の就職支

援を進める。 

 

③ 国際共同研究等の推進 

 研究者が国際的な活動を展開することにより、異なる文化や背景を持

ち、優れた研究実績のある外国人研究者と交流してアイデアが触発され、

新たな発想や研究手法がもたらされる。 

 このため、国際共同研究、研究成果の海外への発表や若手研究者の海

外派遣を積極的に推進する。特に、国際共同研究においては、インター

ネット、電子メール等の活用により継続的に情報交換・交流を深めてい

くことが重要である。 

 

④ 国際的な知的交流の場の提供 

 我が国においても、スイスのダボス会議やイタリアのエリチェ・スク

ールのような、様々な分野における世界水準の著名人の知的交流がなさ

れる国際会議やフォーラム等の場や、世界から知識人が一定期間集い、

知のインスピレーションを互いに触発しあう学習・議論のための場を提

供し、世界水準の知の構築や世界への情報発信に貢献する。 

 このためには、自由な交流や議論を尊重する社会的気運を醸成すると

ともに、世界にアピールするようなテーマの設定や人材の招へいに継続

的な努力を重ねていくことが重要である。 

 また、地理的に近接しており、緊密な経済的・文化的関係を有するア
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ジア地域で日本が積極的役割を果たす観点から、アジア各国とも連携し、

国内各地で機能を分担しながら、日本に行けばアジアの全体像が分かる

ようなアジア研究の拠点化を目指すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) インターネット上の知の交流 

 インターネット上においては、多様な知恵がアクティブに結合すること

により新たな知恵が生まれる。インターネット上で知的交流がなされるコ

ミュニティは人々の主体的な参加によって成り立つ「参加型社会」であり、

これからの知の創造・発信の新たな担い手として、このような社会に形成

される流動的かつ俊敏な行動が可能なボランタリー組織が大きな役割を

果たすことが期待される。 

 このため、より多くの人がインターネット上の価値生産に参加できるよ

う、前述（Ⅲ．２．（３））のような利用環境の整備を推進するとともに、

知恵の創造を誘発するような「ネットワークの中のネットワーク」を築く

ための「出会い」を促すマッチング技術の向上を図る。 

【ダボス会議】 

 スイスのダボスにおいて、国際的なリーダーによる情報・意見・専門知識の交換や

共有等を目的として、毎年１月から２月にかけて約１週間にわたり「世界経済フォー

ラム」というＮＰＯが開催する年次総会の通称。各国の政治家、学者、企業家など約

２０００人が集まり、政治、経済から文化まで幅広い分野にわたる討論が行われる。

世界の首脳も集い、年次総会と並行して多数の非公式会合が開催され、話題性、影響

力が高い。 

 

【エリチェ・スクール】 

 ガリレオ・ガリレイの生誕４００周年を記念して、新しい事柄を発明したり、発見

する人達から、これらの発明や発見の基礎になっていることを直接的に学ぶという大

学の役割を復興するという目的で始まった。世界各国の科学者が、それぞれの研究分

野や関心のある分野における新しい問題を学ぶため、イタリアのエリチェに集まり、

講義を聴き討論を行っている。これまでに、５万人を超える科学者が１００以上の国

から参加した。 
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 （氏名） （現 職） 

【座長】 
いとうもとしげ
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うえだけんいち
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かとうひでき

加藤秀樹 構想日本 代表 
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かわしまかずひこ

川島一彦 東京工業大学 工学部 教授 

 
きたはらやすゆき

北原保之 ＡＯＬジャパン 株式会社 常務取締役 

 
しいのたかお

椎野孝雄 株式会社 野村総合研究所  
リサーチ・コンサルティング事業本部長 

 
すぎやまともゆき

杉山知之 デジタルハリウッド 株式会社 代表取締役社長 

 
たなかあきひこ

田中明彦 東京大学 東洋文化研究所 教授 

【座長代理】 
はやしこういちろう

林紘一郎  慶應義塾大学 メディア・コミュニケーション研究所 
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（敬称略、五十音順） 
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世界における知的活動拠点研究会 審議経過 

 

 

 

第１回 1 月 28 日（金） 

○研究会の趣旨・検討事項について 

 

第２回 3 月 2 日（木） 

○「世界の知的活動拠点」となるための環境整備について～その１ 

 

第３回 3 月 15 日（水） 

○「世界の知的活動拠点」となるための環境整備について～その２ 

 

第４回 4 月 14 日（金） 

○「世界の知的活動拠点」となるための環境整備について～その３ 

○中間とりまとめ(案)について 

 

第５回 5 月 17 日（水） 

○中間とりまとめと今後の予定について 

 

 

 


