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【政府・文部科学省，政界の動き】
地球環境問題に関する情報
●日本国内における気候変動による影響の評価のための気候変動予測について（お知
らせ）
２０１４年６月６日
環境省
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18230
●平成２６年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書について（お知らせ）
２０１４年６月６日
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18239

環境省

●気候変動枠組条約第４０回補助機関会合（ＳＢ４０）／強化された行動のためのダ
ーバン・プラットフォーム特別作業部会第２回会合第５セッション（ＡＤＰ２－５）
の結果について（お知らせ）
２０１４年６月１７日
環境省
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18186

高等教育と科学・技術に関する情報
●「学術研究の推進方策に関する総合的な審議について」中間報告
２０１４年
５月２６日
文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1348495.htm
●学術分科会（第５６回）配付資料

２０１４年

５月２６日

文部科学省

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/siryo/1348511.htm
●学術情報委員会（第１１回）配付資料

２０１４年

５月２６日

文部科学省

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/031/shiryo/1348245.htm
●大学のガバナンス改革─知の拠点にふさわしい体制構築を目指して─調査と情報
２０１４年５月２９日
国立国会図書館
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8664061_po_0826.pdf?contentNo=1
●高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（第６４回） 議事次第
２０１４年６月３日
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai64/gijisidai.html
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首相官邸

●科学技術・学術審議会（第４７回） 配付資料
２０１４年６月３日
文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/shiryo/1348822.htm
●第１回ＳＩＰ革新的構造材料推進委員会（平成２６年６月３日開催）配布資料
２０１４年６月３日
内閣府
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai/zairyou_1/zairyou1.html
●第１回ＳＩＰ『次世代海洋資源調査技術』推進委員会配布資料
２０１４年６月５日
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai/kaiyou_1/kaiyou1.html

内閣府

●第３回革新的研究開発推進会議配布資料
２０１４年６月５日
http://www8.cao.go.jp/cstp/sentan/kakushintekikenkyu/3kai/3kai.html

内閣府

●第５回革新的研究開発推進会議配布資料

内閣府

２０１４年６月２６日

http://www8.cao.go.jp/cstp/sentan/kakushintekikenkyu/5kai/5kai.html
●第５回科学技術イノベーション予算戦略会議配布資料
２０１４年６月５日
http://www8.cao.go.jp/cstp/budget/yosansenryaku/5kai/20140605.html

内閣府

●第６回科学技術イノベーション予算戦略会議配布資料
２０１４年６月２６日
http://www8.cao.go.jp/cstp/budget/yosansenryaku/6kai/20140626.html

内閣府

●大学のグローバル化に関するワーキング・グループ（第８回） 配付資料
２０１４年６月９日
文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/036/siryo/1348738.htm
●第２２回 教育再生実行会議 配布資料
２０１４年６月１１日
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai22/siryou.html

首相官邸

●第１回ＳＩＰ「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」推進委員会配布資料
２０１４年６月１２日
内閣府
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai/infura_1/infura1.html
●日本学術振興会部会（第４３回） 配付資料
２０１４年６月１６日
文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/dokuritu/005/005k/shiryo/1348848.htm
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●第１回ＳＩＰ次世代パワーエレクトロニクス推進委員会配布資料
２０１４年６月１７日

内閣府

http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai/pawaere_1/pawaere1.html
●第４回研究開発法人部会配布資料

２０１４年６月１８日

内閣府

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/bukai/4kai/haifu_04.html
●第１回ＳＩＰ『次世代農林水産業創造技術』推進委員会配布資料
２０１４年６月１８日
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai/nougyou_1/nougyou1.html
●第２３回教育再生実行会議議事次第
２０１４年６月１９日
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/kaigi.html

内閣府

首相官邸

●「民間企業の研究活動に関する調査２０１３速報」の公開について
２０１４年６月１９日
科学技術・学術政策研究所
http://www.nistep.go.jp/archives/17216
●「平成２５年度科学技術の振興に関する年次報告」（平成２６年版科学技術白書）につ
いて
２０１４年６月２０日
文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/06/1348902.htm
●学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案成立
２０１４年６月２０日
参議院
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/meisai/m18603186080.htm
（参考）
参議院文教科学委員会の学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案
に対する附帯決議 （２０１４年６月１９日）
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f068_061901.pdf
●大学ガバナンス改革へ改正法が成立 学長主導の改革促す
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG20063_Q4A620C1CR8000
大学のガバナンス（組織統治）を改革する改正学校教育法と改正国立大学法人法が 20
日、参院本会議で可決、成立した。大学運営への影響力が強い教授会の権限を限定するこ
とが柱で、来年４月から施行される。
（日本経済新聞 2014 年 6 月 21 日）
●総合科学技術・イノベーション会議（第２回）議事次第
２０１４年６月２４日
http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui002/haihu-002.html
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内閣府

●第１回ＳＩＰエネルギーキャリア推進委員会配布資料
２０１４年６月２５日

内閣府

http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai/enecari_1/enecri1.html
●革新的研究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ）について
２０１４年６月２６日

内閣府

http://www8.cao.go.jp/cstp/sentan/about-kakushin.html
●平成２５年度文部科学白書の公表について
２０１４年６月２７日
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/06/1349167.htm

文部科学省

●「科学技術に対する国民意識調査分析－科学技術関心度、ノーベル賞受賞関心度、日本
の経済国際競争力の維持・向上への科学技術寄与期待度の統計分析－」の公表について
２０１４年６月２７日
科学技術・学術政策研究所
http://www.nistep.go.jp/archives/17100

原子力発電問題に関する情報
●東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究のあり方についてとりまとめ
ました
２０１４年６月４日
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047387.html

その他
●「ポストドクターの正規職への移行に関する研究」の公表について
２０１４年５月
http://www.nistep.go.jp/archives/16860

科学技術・学術政策研究所

●国土強靱化基本計画・国土強靱化アクションプラン２０１４
２０１４年６月３日
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kihon.html

内閣官房

●中央新幹線（東京都・名古屋市間）に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の
提出について（お知らせ）
２０１４年６月５日
環境省
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18248
●「平成２５年度ものづくり基盤技術の振興施策」（ものづくり白書）が閣議決定さ
れました
２０１４年６月６日
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606001/20140606001.html
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経済産業省

●第１０回経済財政諮問会議
２０１４年６月９日
内閣府
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0609/agenda.html
●第１６回 産業競争力会議 配布資料
２０１４年６月１０日
首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai16/siryou.html
資料１
「日本再興戦略」の改訂（骨子案）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai16/siryou1.pdf
●第１１回経済財政諮問会議

２０１４年６月１３日

内閣府

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0613/agenda.html
資料１ 「経済財政運営と改革の基本方針２０１４（仮称）」素案
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0613/shiryo_01_1.pdf
●第１７回 産業競争力会議 配布資料
２０１４年６月１６日
首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai17/siryou.html
●「平成２５年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書）」が閣議決定されました
２０１４年６月１７日
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140617001/20140617001.html
●「研究開発・評価小委員会」報告書をとりまとめました
２０１４年６月１７日
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140617002/20140617002.html
●第６回

経済産業省

国家戦略特別区域諮問会議

配布資料
２０１４年６月１７日
首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai6/shiryou.html
●平成２６年版防災白書について
２０１４年６月２０日
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/index.html

内閣府

●「知的財産推進計画２０１４」本文
２０１４年６月２０日
首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2014.pdf
●「スマート・ジャパンＩＣＴ戦略」の公表
２０１４年６月２０日
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin01_03000264.html
●成長戦略で、明るい日本に！ ≪詳細版≫
２０１４年６月２４日
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html
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総務省

首相官邸

●第１２回経済財政諮問会議、第１８回産業競争力会議（第６回経済財政諮問会議・
産業競争力会議合同会議）
２０１４年６月２４日
内閣府
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0624/agenda.html
●経済財政運営と改革の基本方針２０１４ ～デフレから好循環拡大へ～
２０１４年６月２４日

内閣府

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2014/decision0624.html
●防衛生産・技術基盤戦略～防衛力と積極的平和主義を支える基盤の強化に向けて～
２０１４年６月
http://www.mod.go.jp/j/approach/others/equipment/pdf/2606_honbun.pdf

防衛省

【経済界の動き】
●経済・社会のイノベーションを進め、「日本再興」を実現する－ ２０１４年度事業
方針 －
２０１４年６月３日
http://www.keidanren.or.jp/policy/2014/055.html

日本経済団体連合会

●「経済財政運営と改革の基本方針２０１４」ならびに「日本再興戦略の改訂」に関
する榊原会長コメント
２０１４年６月２４日
日本経済団体連合会
http://www.keidanren.or.jp/speech/comment/2014/0624.html
●平成２６年度「新入社員働くことの意識」調査
２０１４年６月２６日
日本生産性本部／日本経済青年協議会
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001412/attached.pdf

【日本学術会議の動き】
●提言「社会調査基盤のリノベーションに向けた官民学連携研究拠点の構築」
２０１４年５月３０日
日本学術会議
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t193-1.pdf
●報告「生活習慣病研究のあり方」
２０１４年６月９日
日本学術会議
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t193-2.pdf
●提言「東日本大震災から新時代の水産業の復興へ（第二次提言）」
２０１４年６月１０日
日本学術会議
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t193-3.pdf
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●提言「再び高校歴史教育のあり方について」
２０１４年６月１３日

日本学術会議

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t193-4.pdf
●報告「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓」
２０１４年６月１３日
日本学術会議
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h140613.pdf
●平成２６年度 日本学術会議公開シンポジウム
「社会に対する若手研究者の責任─科学者倫理と若手研究者─ 」
大阪大学中之島センターにて ２０１４年７月２６日開催予定

日本学術会議

http://www.youngacademy-japan.org/network/201407

【大学・研究機関，学協会等をめぐる動き】
●東大アジアで１位も、“日本の優位性は、もはやないと”海外報道 中韓の猛追に注目
http://newsphere.jp/national/20140620-6/
英教育専門誌、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（ＴＨＥ）が１８日、２０
１４年のアジア大学ランキングを発表した。日本は１位の東京大学を初め、２０校が
トップ１００校に入り首位に立ったが、前年より２校減少した。京都大学は７位、東
京工業大学は１３位、大阪大学は１５位（前年１３位）。慶応大学（前年５３位から
７２位）と神戸大学（前年７３位から８８位）は順位を下げた。
（ＮｅｗＳｐｈｅｒｅ 2014 年 6 月 20 日）
●【大学の運営】学長権限強化で大丈夫か
http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=321967&nwIW=1&nwVt=knd
学長がリーダーシップを発揮しやすくなる半面、「大学の自治」や「学問の自由」
が後退する恐れはないのだろうか。
学長主導の大学運営や改革に道を開く改正学校教育法が成立した。すべての国公私
立大学が対象で、来年４月に施行される。

（高知新聞 2014 年 6 月 24 日）

【民主団体等をめぐる動き】
●大学自治を否定し学長を介した大学への政治介入の道を開く学校教育法・国立大学
法人法の改悪に抗議します
２０１４年６月２５日
全国大学高専教職員組合
http://zendaikyo.or.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=journa
l_view_main_detail&post_id=1917&comment_flag=1&block_id=544#_544
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【その他】
●ＳＴＡＰ細胞の証拠なし 共著者の若山教授
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG16048_W4A610C1CR8000/
（日本経済新聞 2014 年 6 月 16 日）
●ＳＴＡＰ論文、ネイチャーが撤回 週内にも
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGG29004_Z20C14A6MM8000/
英科学誌ネイチャーに掲載された理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダー
らによるＳＴＡＰ細胞の論文が、週内にも撤回される見通しになった。論文を投稿し
た複数の共同執筆者が２９日、明らかにした。

（日本経済新聞 2014 年 6 月 30 日）

【定期刊行物の特集等】
◎文部科学広報
2014 年 6 月号 特集：留学生交流の推進について
http://www.mext.go.jp/b_menu/kouhou/index.htm
◎日本学術会議（日本学術協力財団発行）『学術の動向』
2014 年 5 月号 特集：マスタープラン２０１４―第２２期日本学術会議の大型研究計画―
特集：３．１１後の科学と社会─福島から考える─
http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/text/doukousp/backnumber.html
◎科学
2014 年 7 月号 特集： 愛と性の科学
http//www.iwanami.co.jp/kagaku/
◎日経サイエンス
2014 年 8 月号 特集：素粒子論の危機
http://www.nikkei-science.com/
◎ニュートン
2014 年 7 月号 特集：クリーンで無尽蔵 今こそ新エネルギー
http://www.newtonpress.co.jp/newton.html

「ＪＳＡ学術情報ニュース」は、日本科学者会議学術体制部が入手し得た情報を編集して掲載し
ます。原則として情報の要点のみを掲載し、編集者の論評等は加えません。
なお、それぞれの記事には出典を明示しますので、詳細な情報はそちらでご覧ください。
過去のニュースは日本科学者会議ホームページ(http://www.jsa.gr.jp/)に掲載しています。

（本号は、主に 2014 年 6 月の情報を扱っています。）
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