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「科学技術イノベーション総合戦略」
～新次元日本創造への挑戦～

平成25年６月閣議決定、26年6月、以後毎年改定

日本再興戦略
～日本経済の再生に向けた政府の成長戦略～
平成25年6月閣議決定、以後毎年改訂



戦略的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
創造ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（ SIP ）

○科学技術政策担当大臣
のもと、関係省庁の局長
等幹部が集まり、予算要
求の検討をする段階から
、政府全体の研究開発課
題や予算の重点化など総
合調整を実施。

Cross-ministerial Strategic 
Innovation Promotion Program

Impulsing PAradigm Change 
through disruptive Technologies

○経済、社会に大きなパラ
ダイム転換をもたらすハイリ
スク・ハイインパクトな研究
開発を推進。
○研究開発全体の企画・管
理を担うプログラム・マネー
ジャー（ＰＭ）を厳選。
○デュアルユース技術を視
野に入れた課題も設定可。

○府省・分野の枠を超えた
横断型プログラム。
○CSTIが課題を選定、予算
を機動的に重点配分。
○課題毎にＰＤ（プログラム
ディレクター）を選定。
○基礎から出口（事業化）
までを見据え、規制改革、
特区制度等も活用し推進。

政府全体の科学技術関係予算
編成の主導
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科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
予算戦略会議

戦略的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
創造ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（SIP)

革新的研究開発
推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（ImPACT）

ｴｽｱｲﾋﾟｰ

イ ン パ ク ト

司令塔機能強化に向けた3つの取り組み
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社会の課題解決と共に有望な
市場を創造

インパクトの大きい革新的
な研究開発



第１期基本計画

（１９９６～２０００年度）

第２期基本計画
（２００１～２００５年度）

第３期基本計画
（２００６～２０１０年度）

第４期

科学技術基本計画
（２０１１～２０１５年度）

科
学
技
術
基
本
法

（１
９
９
５
年
制
定
）

●政府研究開発投資の拡充

期間内の科学技術関係経費

総額の規模は１ ７兆円

（実績：１ ７.６兆円）

●新たな研究開発システム
の構築

・競争的研究資金の拡充

・ポストドクター１万人計画
・産学官の人的交流の促進
・評価の実施

等

●基本理念
・新しい知の創造
・知による活力の創出

・知による豊かな社会の創
生

●政策の柱
・戦略的重点化
－基礎研究の推進

－重点分野の設定
・科学技術システム改革
－競争的研究資金倍増
－産学官連携の強化 等

・２期総額規模は２４兆円
（実績：２１.１兆円）

・３期総額規模は２５兆円
（実績：21.7兆円）

●基本方針
・科学技術イノベーションの一体的展開
・人材とそれを支える組織の役割の重視
・社会とともに創り進める政策の実現

・分野別の重点化から課題対応型の
重点化へ
震災からの復興、再生の実現
グリーン、ライフイノベーション等

・基礎研究と人材育成の強化
・PDCAサイクルの確立やアク
ションプラン等の改革の徹底

総額規模は２５兆円

科学技術基本計画とこれまでの取り組み
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基本計画策定に向けた基本的認識
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○ ICT等の急速な進展に伴い、“第4次産業革命”とも言うべき時代を迎えつつある。
○ ネットワーク化、オープン化等の進展により、情報、人、組織、物流、金融が相互に結びつき、

ビジネスや社会のあり方が瞬時に大きく変わる “大変革時代” が到来。
○ 研究開発のあらゆる段階から実用化されイノベーションにつながるオープンでダイナミックな流れが

加速する等、価値創造や知の創造プロセスが大きく変化。
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基本認識 ~大変革時代の到来~

水力、蒸気を用い
た機械による生産

電気ｴﾈﾙｷﾞｰを用
いる大量生産

電子機器、ITを用
いた自動生産

ｻｲﾊﾞｰ・ﾌｨｼﾞｶﾙ
ｼｽﾃﾑを基礎

1784 世界初
の機械織機

1870 世界初の
ベルトコンベア

1969 世界初の

プログラマブル・
ﾛｼﾞｯｸ・ｺﾝﾄﾛﾗｰ

産業革命の4段階

第4次産業革命



○ 欧米諸国に限らず新興国も含め、国の発展の基盤として科学技術イノベーション政策を強化し
（米国の先進製造※1への取組強化、ドイツのIndustrie4.0※2)、時代の流れに戦略的に対応。

○ また、サイエンスの世界でも「オープンサイエンス」と称されるように、多様な参加者の下で、急速に
科学が進化を遂げつつある、大きな転換期を迎えている。

○ 我が国も、時代を先取りした科学技術イノベーション政策に取り組むことが必要。

※1 情報、オートメーション、ソフトウェア、センシング、
ネットワーク等の利用により、物理、ナノ、化学、バイオ
の成果と最先端材料を活用する製造活動

※2 2011年始動の製造高度化に向けた産学共同の行動計画。ドイ
ツの将来に向け、IOTの生産過程への活用、インターフェースの標準
化を推進し、世界中の工場をオープンな環境でつなげ一つの「仮想
工場」として管理。最近は、“Smart Service World”に進化。
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大変革時代の到来

ManuCloud

工場間ManuCloudｺﾈｸﾀ
工場間ManuCloudｺﾈｸﾀｰ

顧客（設計者）

ManuCloud工場間
ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝﾉｰﾄﾞ

特注最終製品Type1

特注最終製品Type2

ManuCloud工場間
ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞﾎﾟｰﾀﾙﾉｰﾄﾞ

ManuCloud仕様
ﾎﾟｰﾄﾚｯﾄ/Webｻｰﾋﾞｽ

ManuCloud
工場内環境

ManuCloud
工場内環境

ManuCloud
工場内環境

ManuCloud工場内環境

ｺﾈｸﾀｰ

ManuCloud工場間インフラ

ManuCloudプロジェクト；
（EUのFP7の一環として2010年8月
から3年間実施）



出典：経済産業省「我が国企業の国際競争ポジションの定量的調査」

日本企業の国際的ポジション
○主要先端製品・部材の売上高と世界シェア(2012年)について見ると、2006年と比較すると、
全般的にやや左下にシフト（シェア低下、市場規模縮小）しているが、自動車関連、素材
関連分野に強み。
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科学技術イノベーションを巡る課題 ~外部の知の活用~
○ オープンイノベーションの形態である外部からの権利購入やライセンスインの直近10年間を見ても、

欧米に比べ、我が国企業は「経験なし」が多く、かつ、「増えた」とする企業も少ない。
○ また、海外の大学や企業との共同研究についても同様の結果となっている。「増えた」とする企業の

割合も、欧米企業に比べて少なく、我が国企業の国際共同研究は遅れている。
【権利購入の傾向（直近10年間）】

（出所）特許庁
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短期的な研究開発が
増えている 43.8%

中長期的な研究開発
が増えている 12.7%

変わらない
43.5%

（出典： 経済産業省 2010年度産業技術調査
オープンイノベーションに関する企業アンケート）

約850社を対象とするアンケートでは、4割以上の企業で
短期的な研究開発が増加
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増加した

変わらない

減少した

経験なし

【海外企業との共同研究の傾向（直近10年）】

＜研究開発内容の変化＞



○ 産学の共同研究については、一件当たりの金額は平均して200万円程度と小さいものの、産学連携は
着実に拡大している。また、近時、5000万円を超える共同研究も増加、ライセンス収入も増加傾向。

○ しかし、民間企業の研究開発における外部連携は２割程度と、オープンイノベーションの活用は
依然として低い。
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課題 ~イノベーション・システム~
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(億円)(件) 研究費受入額 実施件数

（年度）

共同研究規模別件数

年度 21年度 23年度 25年度

1百万円未満 8,850 9,509 10,842

1百万円－3百万円 5,840 6,700 7,178

3百万円－5百万円 1,292 1,439 1,505

5百万円－1千万円 909 945 988

1千万円‐5千万円 648 652 749

5千万円以上‐ 47 54 74

合計 17,586 19,299 21,336

出所；文部科学省調べ



○ 大学発ベンチャー企業の設立数は平成17年をピークに減少傾向（他方で、東京大学発
ベンチャー２００社の時価総額は1兆円を超える状況）。

○ 大学、企業、研究開発法人のセクター間の人材流動は低く、大学のシーズ創出力、企業の
製品開発力などが相乗効果を発揮し、全体最適を実現していくことを拒む、高い「壁」が存在。

⇒ セクター間の人材の流動性を高めたイノベーションシステムの構築が必要。

大学発ベンチャーの設立数は停滞気味
（出典：文部科学省「平成24年度 大学等における産学連

携等実施状況について」を基に、文部科学省作成）
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各年度の設立数 設立累計

大学等
（３８９千人）

企業
（６６６千人）

公的研究

機関等

約1,200人
約200人

約500人

約800人

約100人

約7,400人

約8,200人

約12,300人
（内グループ間約4,800人）

約2,100人

新規採用

約 19,200人
内女性約2,700人

約14%

約7,200人
内女性約2,300人
約33%

約1,400人
内女性約400人

約27％

海外

約15,200人

約5,200人

注）海外は、大学、独法等

H24年度 中・長期のみ

企業と大学間の人材流動性
（出典：平成26年科学技術調査結果 総務省
平成26年12月データにより、内閣府作成）
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課題 ~イノベーション・システム~



第5期科学技術基本計画
中間取りまとめ（概要）
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○第5期科学技術基本計画は、安倍政権初であるとともに、総合科学技術・
イノベーション会議へ改組後初の「基本計画」。年末に最終答申とりまとめの予定。

○ 科学技術イノベーションによって大変革時代を切り拓いて行くために、未来に向けた
成長の「糧」の獲得と、「世界で最もイノベーションに適した国」の実現に向けて依然
として残る様々な「壁」の打破を主軸。

○ 「科学技術イノベーション総合戦略」を科学技術基本計画の各年度毎の
推進計画とし、着実な実施につなげる。

第5期科学技術基本計画中間取りまとめ（27年6月、概要）

国として取り組むべき３つの「重要事項」と、それらを円滑に駆動させるための「仕掛け」
を中心として位置付け。

【３つの「重要事項」；未来に向けた成長の「糧」の獲得】
大変革時代を先取りする未来の産業創造と社会変革に向けた取組
経済・社会的な課題の解決に向けて先手を打つ取組
不確実な変化に対応できる基盤的な力の徹底的強化

【駆動のための「仕掛け」】
人材、知、資金の「好循環を誘導」するイノベーションシステム構築
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○ 「大変革時代」の中、我が国の国際競争力を強化し持続的な発展を実現していく
ため、新しいことに果敢に挑戦し、新たな価値を積極的に生み出していくとともに、我
が国が強みを有する研究や技術を伸ばしつつ、「超スマート社会」の形成を目指す。

⇒ 「ゲームチェンジ」を起こせるようなチャレンジングな研究開発を各省に展開。

⇒ 我が国が強みを有する研究や技術を取り込みシステム化し、更に、それらを統合。ま
た、サービスや事業の連鎖を提供するバリューネットワークを構築。

「超スマート社会」の実現に向けて、①産官学の関係者が集結してシステム化の研究
開発等を協議する場を設定するとともに、②先導的なプロジェクトを実施。

【システム化の先行例】

・高度道路交通システム、

・エネルギー利用のスマート化、

・インフラアセットマネジメントシステム、

・新たなものづくりシステム

などの取組を想定

⇒ 共通基盤的な技術の強化を図り、新産業を創出。

IoT、ビッグデータ解析、数理科学、AI、サイバーセキュリティ、センサ、ロボット、素材、ナノテクノロジー等
13

未来の産業創造・社会変革の先取り



○ 新たな時代に対応できるような、我が国の知的な基盤を基にして、
 生産性や国際競争力を引き上げ、持続的な成長と地域社会の自律的な発展を
実現していくとともに、

 安全・安心、豊かで質の高い生活を実感でき、
 地球規模の課題解決に貢献していく、国を目指す。
○このため、研究開発の推進に当たっては、明確な課題を設定し、その達成に向けて
取り組んで行く。

エネルギー・資源・食料の安定的な確保
（エネルギー・資源の安定的な確保とエネルギー利用の効率化 など）

超高齢化・人口減少社会等に対応する持続可能な社会の実現
（世界最先端の医療技術の実現による健康長寿社会の形成 など）

産業競争力、地域活力の向上
（生産性の向上及び産業の競争力強化による地域経済の活性化 など）

国及び国民の安全・安心の確保
（国家安全保障上の諸課題への対応、地震・津波・火山噴火等の自然災害への対応 など）

地球規模の問題への対応と世界の発展への貢献
（気候変動、生物多様性の減少、北極域の変動などへの対応 など）

経済・社会的な課題の解決に向け先手を打つ

14



○世界的に見通しが立ちにくい大変革時代を我が国が先導するためには、人材、知の
基盤強化を図り、科学技術に関する基礎体力を強化することが不可欠である。

「知的プロフェッショナル」の活躍促進：世代間の「壁」の除去により若手を登用
⇒研究者だけでなく、イノベーションの構想力を持ち事業化等のプロデュースやマネジメン

トを行う人材、現場を支える人材等、高度な専門性と能力を有する人材を育成・活用
⇒シニア研究者の任期制や年俸制への転換促進等を通じた若手ポストの拡充
⇒安定性と流動性の両立を目指し有能な若手研究者を優遇する仕組（卓越研究員制度）
⇒女性研究者の活躍の機会の拡大

知の基盤の涵養：学問分野の「壁」を打破し、多様で融合的な基礎研究力を強化
⇒幅広い裾野を開拓する学術研究と、選択と集中を重視する基礎研究の推進
⇒基礎研究機関の連携促進、研究データ基盤の強化、最先端大型研究施設の共用

促進等による異分野融合的な研究環境の整備

国境の「壁」を打破し、大学、研究機関の国際頭脳循環への合流促進
⇒大学改革、国際共同研究の拡充により、我が国トップ研究大学の基礎研究力を世界

トップレベルに引き上げるとともに、オープンサイエンスの取組を推進

不確実な変化に対応できる基盤的な力の徹底強化
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○ イノベーションを担う企業、大学、国立研究開発法人等の間の連携を強化し、
組織の「壁」を打破して、オープンイノベーションの推進、新製品・サービスの創出。

⇒ 本格的な産学共同研究の推進、ベンチャーをはじめとするイノベーションエコシステムの

構築

⇒ 地域が持つ強みを活かした、持続的発展につながるようなマッチング機能、イノベーショ

ン拠点と地域の中核企業等支援などを通じ地方創生に資する内発的・自律的イノベー

ションを加速

⇒ 大学改革と研究資金改革を一体的に推進し、民間資金導入の活発化に向けた大学へ

の経営マインドの導入など大学改革と研究資金の多様化の推進

⇒ 国立研究開発法人等の橋渡し機能の強化

⇒ クロスアポイントメント制度等により産官学の組織を超えた人材流動を促進

人材、知、資金の好循環を誘導する仕掛け作り

16



○科学技術イノベーションの戦略的国際展開

・研究環境の国際化、積極的交流推進
・科学技術外交の戦略的展開
・グローバルな人材ネットワークの構築

戦略的国際展開、科学技術イノベーションと社会

17

（産学による連携強化、研究・生活環境等）

（顔が見える外交、戦略的ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ、国際会合等）

（国内外の大使館等の活用等）

（当初想定していなかった課題への対応）

（国民との情報共有と研究の説明責任等）

（研究の公正性と利益相反の問題等）

○科学技術イノベーションと社会
・科学技術の進展と社会への影響
・社会との対話
・研究の誠実な遂行

○司令塔機能強化、基本計画と総合戦略一体運用、未来に向けた科学技術投資

未来への成長のために重要な役割を果たすことが科学技術イノベーションに期待される中、

厳しい財政状況や財政健全化計画の状況を勘案し、一層効果的・効率的な資金の活用の取

組を進めつつ、これまでの科学技術基本計画と同様に、未来への投資として、第５期科学技術

基本計画期間中における研究開発投資総額の目標についても検討。

◎研究開発投資総額の目標



科学技術イノベーション総合戦略 2015

第５期科学技術基本計画の始動に向けた
３つの政策分野

大変革時代における未来の産業創造・社会変革に向けた挑戦

「地方創生」に資する科学技術イノベーションの推進

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
の機会を活用した科学技術イノベーションの推進

⑤水素エネルギーシステム

科学技術イノベーションの創出に向けた
２つの政策分野

イノベーションの連鎖を生み出す環境の整備

経済・社会的課題の解決に向けた重要な取組①地域の特性に即したイノベーション推進による新産業・新事業の創出
②中核企業等の支援による地域経済・産業の活性化
③地域のイノベーション人材の育成と活用による地方創生の推進

①スマートホスピタリティ ④次世代都市交通システム

等

①チャレンジングな研究開発への投資と人材強化
②事業のシステム化に係る先導プロジェクトの実施
③共通基盤技術や人材の強化

①若手・女性の挑戦の機会の拡大
指標：若手研究者への研究費、 管理職に占める女性割合 等

②大学改革と研究資金改革の一体的推進
指標：世界大学ランキング、競争的資金の金額の増減割合 等

③学術研究・基礎研究の推進
指標：論文数、学際的・分野融合的な領域への参画 等

④研究開発法人の機能強化：
指標：機関間の人材流動化、研究開発成果の創出及び実用化の状況 等

⑤中小・中堅・ベンチャー企業の挑戦の機会の拡大：
指標：ベンチャー企業等への投資額、中小企業からの新製品創出状況 等

地域が主体となるための取組を進めるべく、地域の実情等を
関係府省が共有し関連施策を総動員。

未来に向けて果敢に挑戦する人材及び「超スマート社会」の
実現に向けた技術開発への先行投資。

プロジェクト毎に民間の発意を盛り込んだ事業計画を作成

我が国のイノベーションシステムの最適化に向け、特に重点を置く
課題毎に指標群を定め、施策群全体を一体的に推進。

①クリーンで経済的な
エネルギーシステムの実現
●エネルギーバリューチェーン、
●地球環境情報プラットフォーム

②国際社会の先駆けとなる
健康長寿社会の実現

③世界に先駆けた次世代インフラの構築
●インフラ維持管理・更新、 ●自然災害に対する強靱な社会

⑤農林水産業の成長産業化
●スマート・フードチェーンシステム、 ●スマート生産システム

④我が国の強みを活かしIoT、ビッグデータ等を
駆使した新産業の育成
●高度道路交通システム、 ●新たなものづくりシステム、
●統合型材料開発システム、 ●地域包括ケア、 ●おもてなしシステム

あるべき経済・社会システムを構想し、研究開発を組み合わせ
（システム化）、産業競争力を生み出す価値の連鎖（バリュー
チェーン）を形成。

科学技術基本計画の中長期方針の下、来年度重点的に取り組むべき項目を明確化。6月19日閣議決定。

・時間軸を意識しつつ、先見性や機動性をもって府省の枠を超えた政策誘導
（科学技術イノベーション予算戦略会議、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)、革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)等）
・5期基本計画の下での効果的なPDCAサイクルの検討 ・他の司令塔機能との連携強化 ・事務局機能の強化

総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の発揮
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