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国際比較で見た
日本の科学技術の特徴
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全分野
2005-2007年(PY)平均

論文数

国・
地域名

分数カウント

論文数 シェア(%)
順
位

米国 234,153 25.0 1

中国 73,956 7.9 2

日本 67,026 7.2 3

ドイツ 54,749 5.8 4

英国 53,059 5.7 5

フランス 39,252 4.2 6

イタリア 32,938 3.5 7

カナダ 31,269 3.3 8

インド 25,311 2.7 9

スペイン 24,736 2.6 10

論文数(国別)

全分野
2015-2017年(PY)平均

論文数

国・
地域名

分数カウント

論文数 シェア(%)
順
位

米国 276,638 18.8 1

中国 272,698 18.6 2

ドイツ 66,110 4.5 3

日本 63,725 4.3 4

英国 61,003 4.2 5

インド 55,707 3.8 6

韓国 47,642 3.2 7

フランス 45,520 3.1 8

イタリア 45,207 3.1 9

カナダ 40,108 2.7 10

出典：村上 昭義，伊神 正貫 「科学研究のベンチマーキング 2019」, 

NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.284, 文部科学省科学技術・学術政策研究所．



全分野
2005-2007年(PY)平均

Top10%補正論文数

国・
地域名

分数カウント

論文数 シェア(%)
順
位

米国 34,775 37.2 1

英国 6,773 7.2 2

ドイツ 5,849 6.3 3

中国 5,487 5.9 4

日本 4,506 4.8 5

フランス 4,028 4.3 6

カナダ 3,592 3.8 7

イタリア 2,887 3.1 8

スペイン 2,287 2.4 9

オランダ 2,241 2.4 10

トップ10%論文数(国別)

全分野
2015-2017年(PY)平均

Top10%補正論文数

国・
地域名

分数カウント

論文数 シェア(%)
順
位

米国 38,347 26.1 1

中国 28,386 19.3 2

英国 8,718 5.9 3

ドイツ 7,591 5.2 4

イタリア 5,014 3.4 5

フランス 4,716 3.2 6

オーストラリア 4,530 3.1 7

カナダ 4,455 3.0 8

日本 3,927 2.7 9

スペイン 3,542 2.4 10

出典：村上 昭義，伊神 正貫 「科学研究のベンチマーキング 2019」, 

NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.284, 文部科学省科学技術・学術政策研究所．



出典：村上 昭義，伊神 正貫 「科学研究のベンチマーキング 2019」, 

NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.284, 文部科学省科学技術・学術政策研究所．

主要国の論文数の変化(件)



出典：「サイエンスマップ2016」, 
NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.178, 文部科学省科学技術・学術政策研究所．

国際的に注目
を集める研究領
域のマップ
（844領域）

赤色はTOP1%

論文が集中し
ている領域

生命科学
系

ナノ科学系

赤色は特許に引
用されている論文
の割合が20%以
上の領域

生命科学系

ナノ科学系

サイエンスマップ: TOP1%論文の共引用のグループ化



研究領域タイプのバランス
(サイエンスマップ 2016)

出典：「サイエンスマップ2016」, 
NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.178, 文部科学省科学技術・学術政策研究所．



サイエンスマップにおける
参画領域数(コアペーパ)の推移(米日英独中）

出典：「サイエンスマップ2016」, 
NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.178, 文部科学省科学技術・学術政策研究所．



国際的に注目を集める研究領域への主要国の参画状況
サイエンスマップ：TOP1%論文の共引用のグループ化による注目研究895領域抽出マップ

*赤色の印は、各国においてコアペーパー(TOP1%論文)のシェアが50％以上の領域を示した

（出典）文部科学省科学技術・学術政策研
究所，サイエンスマップ2016，NISTEP 
REPORT NO.178 (2018 年10月) をもとに、
JSTが加工・作成。

米国
（261）

日本
（4）

ドイツ
（12）

中国
（79）

出典：「サイエンスマップ2016」, NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.178, 文部科学省科学技術・学術政策研究所．



出典：村上 昭義，伊神 正貫 「科学研究のベンチマーキング 2019」, 
NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.284, 文部科学省科学技術・学術政策研究所．

TOP10%論文における国際共著の重要性



まとめると
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１）日本は科学技術全体において長期低落傾向

２）研究領域が伝統的、研究者人口の多いものに集中、
新しい領域を開拓できていない

３）国際共同研究が少ない



工学領域：被引用件数トップ10％論文
国際比較

定量的に見た日本の工学研究の今
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自然科学39研究領域（工学・化学・材料）のTop10%論文国際シェア順位
（2017-2019年発行のTop10%論文の3か年平均値より）

13出典：Scopus (1981-2019)（Elsevier社）のデータを用いてJSTが作成



自然科学26研究領域（コンピュータ科学・数学）のTop10%論文国際シェア順位
（2017-2019年発行のTop10%論文の3か年平均値より）

14出典：Scopus (1981-2019)（Elsevier社）のデータを用いてJSTが作成



自然科学40研究領域（物理・環境・エネルギー）のTop10%論文国際シェア順位
（2017-2019年発行のTop10%論文の3か年平均値より）

15出典：Scopus (1981-2019)（Elsevier社）のデータを用いてJSTが作成



RF2019材料科学シェア

各国の比較
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米国 304RF

・中国に比べると，
全体的にシェアは低め

中国 345RF
･シェア高のRFが多い

➢ 80％以上が140RF
（４割）

• 80％以上, 2018年以降
➢ 水分解や触媒が多い

リサーチフロント2019材料科学のシェア：中国，米国

注）○の大きさは各RFに含まれるコアペーパー数に比例。

ツイスト二層グラフェン New !

谷口尚，渡邊賢司(NIMS)，
越野幹人,黒木和彦,越智正之(阪大)

複合材料(キャパシタ)



リサーチフロント2019材料科学のシェア割合：日本

日本 106RF

注）○の大きさは各RFに含まれるコアペーパー数に比例。

ツイスト二層グラフェン New !

谷口尚，渡邊賢司(NIMS)，
越野幹人,黒木和彦,越智正之(阪大)

トポロジカル絶縁体

上田正仁(東大)，江澤雅彦(東大)，
フランコ･ノリ(理研) 他

ペロブスカイト太陽電池

根上 卓之(パナソニック),
韓 礼元 (NIMS)

水分解

山内悠輔 (NIMS)

ナノアーキテクトニクス

有賀克彦 (NIMS)

MOF, スーパーキャパシタ

山内悠輔 (NIMS) 多数

ナノアーキテクトニクス,
電極触媒

山内悠輔 (NIMS)

触媒(エチレングリコール酸化)

山内悠輔 (NIMS)

単原子触媒 New !

陳明偉 (東北大)

• 9割はシェア40％未満
• 平均出版年2018以降が少ない．
• NIMSに存在感

太陽電池
(シリコンヘテロ接合)
カネカ,パナソニック
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リサーチフロント2019材料科学のシェア割合：英国，ドイツ

英国 141RF

注）○の大きさは各RFに含まれるコアペーパー数に比例。

ドイツ 136RF
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リサーチフロント2018-2019シェア割合：日本

注）○の大きさは各RFに含まれるコアペーパー数に比例。

ツイスト二層グラフェン New !
谷口尚，渡邊賢司(NIMS)，
越野幹人,黒木和彦,越智正之(阪大)

トロジカル絶縁体
上田正仁(東大)，江澤雅彦(東大)，
フランコ･ノリ(理研) 他

ナノアーキテクトニクス
有賀克彦 (NIMS)

MOF, スーパーキャパシタ
山内悠輔 (NIMS) 多数

ナノアーキテクトニクス,電極触媒
山内悠輔 (NIMS)

・111RFから106RFに僅かに減少

・シェア60％以上は
2RFから4RFへ増加

・グラフェン/h-BNが
ツイスト二層グラフェンに進化

・ナノアーキテクトニクスの
存在感は継続

RF2019
日本106RF

RF2018
日本 111RF

ナノアーキテクトニクス
有賀克彦 (NIMS)

グラフェン/h-BN
谷口尚，渡邊賢司(NIMS),越野幹人(阪大)
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RF2019工学シェア

各国の比較
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米国 398RF

中国 511RF

リサーチフロント2019工学のシェア：中国，米国

注）○の大きさは各RFに含まれるコアペーパー数に比例。



リサーチフロント2019工学のシェア割合：英国，ドイツ

英国 225RF

注）○の大きさは各RFに含まれるコアペーパー数に比例。

ドイツ 149RF
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リサーチフロント2019工学のシェア割合：日本

日本 87RF

注）○の大きさは各RFに含まれるコアペーパー数に比例。

24



何が課題か
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東京大学の大学内部組織と論文分野の対応関係
TOP10%論文(2009-2013)

出典：NISTEP 調査資料-258 「論文データベース分析から見た大学内部組織レベルの研究活動の構造把握」(2017)をもとに、JSTが加工・作成。
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企業
公的機関

出典：文部科学省科学技術・学術政策研究所，
日本の大学システムのアウトプット構造：論文
数シェアに基づく大学グループ別の論文産出の
詳細分析調査資料 No.271, 2018年3月

工学における日本のTop10
％補正論文数の
シェア

注）Web of Science（クラリ
ベイト・アナリティクス社）の
データを基に集計されている。

工学分野の
Top10%論文数
において企業の
シェアが低下
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(出典）文部科学省 科学技術・学術政策研究所、科学技術指標2019、調査資料-283、2019年8月

【日本の論文と主要国のパテントファミリーのつながり】

日本の科学技術成果は日本企業より米国企業が注目

日本人著者による論文が、海外居住の発明者による出願特許（パテント
ファミリー）で多く引用。

特許に引用のある日本人著者の論文が、どの国（に居住する発明者）の出願特許から引用されてい
るか、分野別に割合を示す。

出願特許で日本の論文で自国のパテントファミリーに多く引用されている分野は「物理学(53.3％)」と「材料科学
(46.0％)」である。他方、「環境・地球科学(14.0％)」、「臨床医学(16.4％)」、「基礎生命科学(16.2％)」は自国のパテン
トファミリーから引用されている割合は相対的に低い。
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自動車以外、完成品を売れなくなった日本

2019年版ものづくり白書「概要」より

⚫ 我が国の市場規模及び世界シェアを見ると、
・ エレクトロニクス系の最終製品（青）は売上額、シェアともに低下
・ 自動車（オレンジ）及び部素材（黄、黒等）については売上額、シェアともに上昇

⚫ 我が国は部素材において高いシェアを占める傾向にある。(=世界の下請け）

出所：新エネルギー・産業技術総合開発機構「平成19 年度技術戦略の科学的な立案を推進するための分野別研究リソースと、国際市場競争力のベンチマーク
及び特定産業分野への応用に関する調査」/「平成 29 年度日系企業のモノとサービス・ソフトウェアの国際競争ポジションに関する情報収集」

日系企業の世界市場規模及び世界シェア
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教訓1:トヨタは何故生き延び得たか。「バックキャスト」

20世紀末、21世紀に必要な車を検討し、ハイブリッド開発
に到達した。 (資源枯渇、環境汚染等）
百年に一度の大変革「ＣＡＳＥ」をどう越えるかが課題

C(Connected), A(Autonomous), S(Shared), E(Electric)

車以外は、素材産業。最終製品の収益を回収でき切れない。

教訓２：ユニコーン的企業が少ない。
電気電子は、白物家電から、スパコン、原子力発電までカバー。
戦略の焦点を絞り込み、資源投資が出来にくい構造。
イノベーションのジレンマ。



工学の復興：イノベーション・エコシステムの構築
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現状：日本企業の基礎研究力が低下、製造業のバリュー･チェーンが弱体化している。
その結果、日本の大学等の成果を評価できず、大学発の技術シーズの
受け皿としての機能が失われつつある。他方、工学の衰退、第２理学部化が進
みつつある

• 成果の受け皿となる企業

• 研究者と企業を“つなぐ”仕組み

✓日本発のユニコーン型企業の育成（SBIR改革）
✓成果の受け皿となる企業を併走させる研究開発制度

大学等の成果を実用化し、我が国のGDPに貢献するため必要なこと

解決策：

更に、産業の構造変化・パラダイムシフトへの対応も必要



大学発の発明が、海外企業の破壊的イノベーションにつながっている
実用品 応用先 発明者 最初の実用化（またはライセンス先）

IGZO
（透明半導体）

高精細液晶（4K,8K）、
大型有機ELテレビのディ
スプレイの駆動

東京工業大学
細野秀雄 教授

韓国：サムスン ライセンス 2011年7月
（シャープへのライセンス 2012年1月）

※ 多数の企業に実施許諾し、実施料累計30億円超

量子コンピュータ
システム

超高速計算機

（理論）東京工業大学
西森秀稔 教授

（素子）東京大学
故 後藤英一 教授

カナダ：ディーウェーブ・システムズ
2011年 製作したことを発表

オプジーボ 免疫療法
京都大学
本庶佑 特別教授

米Medarex社（BMS社）が加わり小野薬品との共同研究
から実用化へ
2012年 BMSが臨床研究の成果を発表

クリゾチニブ 肺がん治療薬
国立がん研究センター
間野博行 研究所長

ファイザー
2011年アメリカで承認

テクフィデラ 多発性硬化症剤
東北大学
山本雅之 教授

バイオジェン
2013年アメリカで承認

面発光レーザー
（VCSEL)

光通信、光センサ、プ
リンターなど

東京工業大学
伊賀健一 名誉教授

Vixel 社（米）に始まって（2000年前後）、
Honeywell 社（米）、Agilent 社（米）、Infenion 社（独）など
が先にレーザ光源として製品化

（研究開発中）
二足ロボット

二足ロボットによる作
業

東京大学 稲葉雅幸 教授、
中西雄飛 助教（当時）、浦田
順一 助教（当時）

2013年11月
グーグルが大学発ベンチャーSCHAFTを買収

DNA蛍光シークエ
ンサー

高速でDNA配列を
自動解読

東京大学 和田昭允 名誉教授、
埼玉大学 伏見譲 名誉教授

米国 ABI社（日立製作所の技術含む）
ABIの特許出願1984年1月
1987年 世界初の自動DNAシークエンサーABI370発売

３Dプリンター
樹脂や金属を何層に
も重ね立体を作る

名古屋市工業研究所
小玉秀男 研究員（当時）

米国 3Dシステムズ
1987年 SLA-1 光造形法 (SLA) プリンタを商業化 32
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⚫ 医療、製造、建築など様々な分野で迅速に治具・部品・プロトタイプを作製するツール(ラピッドプロトタイピング)として急速に普及。
⚫ 1980年、名古屋市工業研究所・小玉研究員(当時)が３Dプリンターの原型となる積層造形法として“光造形法”を発明。特許申請するも審査請求せず失効。
⚫ 1988年に米国で最初の製品化、90年代は数社が試作用途で市場拡大。
⚫ 2009年以降に基本特許が権利満了し、多数のベンチャーが参入。現在は買収統合が進み、米国・3Dシステムズ，ストラタイシス、ドイツ・EOSなどが産

業用3Dプリンターの主要プレイヤー。

名称 用途 政府負担研究費 市場規模

3Dプリンター
精密製造

航空宇宙(部品)，産業(試作・部品，
金型)，医療(インプラント)，医療治
具，エンジン機能部品など

基礎研究費<科研費>

約4.0億円*
～2000年

100億米ドル
（≓1兆2千億円)

2013年，オバマ
大統領(当時)が一
般教書で「3Dプ
リンターがものづ
くりを革新」と明
言

2014年，経産省，
3Dプリンター関係
の研究開発プログ
ラム*スタート

ものづくり
革新として
期待高まる

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2056

0

200

400

600

百万台

3Dプリンターのメーカー出荷数

矢野経済研究所HPより

*3次元造形技術を核とした
ものづくり革命プログラム

1986年，
米国・3D
システム
ズ創業

ほぼ海外
メーカー
独占

日本発技術の海外実用化事例

3Dプリンター：独創的なアイデアを活かし切れなかった日本

1980年代
後半，米
国が新手
法の重要
特許を続
々成立

2000年代後半
,主要な特許が
満了，安価な
プリンターが
一斉に発売

*キーワードに「積層造形」「光造形」「ラピッドプロタイピング」を含む研究課題について集計。
重複課題は予算を等分して積算。 期間：～2000年

科
研
費(

累
計)

光造形・ラピッドプロトタイピング・積層造形に関する科研費*(累計)

2012年クリス・アンダーソン著『MARKERS～
』により3Dプリンターが広く知られるように

33

1980年，小玉
研究員(当時)
が３Dプリン
ターの原型と
なる“光造形法
”を発明

5

4 

3

2

1

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2056


⚫ がんの識別診断、羅漢リスク評価のための遺伝子検査や、医療・ライフサイエンス研究での利用のため広く普及。
⚫ 1983年，埼玉大・伏見助教授(当時)が蛍光標識によるDNAシークエンサー法の特許を出願。（84年特許取り下げ）
⚫ 1984年，カリフォルニア工科大学とApplied Biosystems社（ABI）の共同で同様の特許出願、1988年上市
⚫ ヒトゲノム計画（1990～2003年）にABI製DNAシーケンサーが大きく貢献

科学技術振興調整
費(1981～83)に
より東大・和田教
授らDNA解析基
礎技術を開発

名称 用途 政府負担研究費 世界市場規模

DNA
シークエンサー

DNA配列の解読
医療・ライフサイエンス研究等

基礎研究費
<科技振興調整費 1981～1983>

約9.1億円

次世代診断・健診として

約1兆7千億円
(2025年予測)

1984年，カリフォルニア工科
大学とABI共同で特許出願

日本発技術の海外実用化事例

DNAシークエンサー：特許を戦略的に取得出来なかった結果

1990年，米国でヒトゲノ
ム計画開始
(ABI製シークエンサーが
大きく貢献）

1988年，ABI社シー
クエンサーを上市

次世代診断・検診の世界市場規模
百万ドル

https://www.seedplanning.co.jp/press/2018/2018030501.html

DNAシークエンサーを核と
した遺伝子診断の市場拡大301

692

908

1981 1982 1983

億円

特許取り下げ
（1984）

1983年，和田プロ
ジェクトからDNA
シークエンサー特許
を出願
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3.0

6.9

9.1

振調費「DNAの抽出・解析・合成技術」
(和田プロジェクト)（累計額）



名称 用途 政府負担研究費 市場規模 オプジーボ売上

免疫チェック
ポイント阻害薬

がん治療など
基礎研究費<科研費>

約47.3億円*
～2018年

2,043億円
（2019年予想）

約3,000億円
（2024年予想）

約900億円/年
（2019見込）

1992年に発見された遺伝子PD-1(Programmed cell death 1) は、免疫応答を抑制する機能を持

つことが1999年に証明された。このPD-1の機能を阻害することで、免疫によるがんへ攻撃が活性
化され、マウスにおいても抗がん作用を発揮することを2002年に実証。2014年7月に認可されたこ
とを皮切りに、多様な免疫チェックポイント阻害薬が開発、認可されている。なおこの発明により
本庶教授が2018年ノーベル医学・生理学賞を受賞。

免疫チェックポイント阻害薬
市場規模推移

小野製薬品工業株式会社資料より抜粋
https://www.ono.co.jp/jpnw/ir/pdf/k_setsumei/190510_3.pd
f

富士経済予測により
https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=68064

京都大学
本庶佑 特別教授

オプジーボ がん腫別推定売上推移
億円

日本発技術の日本/海外実用化事例

オプジーボ：研究者と企業をうまく“つなぐ”仕組みが重要

億円

キーとなる3論文の被引用件数

日本における
オプジーボの承認、発売（2014）

米ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(ＢＭＳ)
との共同開発開始（2011） 35
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名称 用途 政府負担研究費 市場規模 クリゾチニブ売上

肺がんの発がん
機構解明

(EML4-ALK融合)

非小細胞肺がん
治療など

約41億円 約9680億円
（2019年予想）

約576億円
（2018）

染色体転座による発がんは、一般に白血病や悪性リンパ腫だけで起きると考えられていたが、
2007年、間野教授らは、固形がんの肺がんでも染色体転座によりがんが起こることを報告した（
Nature）。更に2008年には、EML4-ALKを肺でつくるマウスを用いて、非常に強力な発がん機構で
あることを証明した（PNAS）。これらの発見を基に多くの製薬会社でALK阻害薬開発が活発化し、
2011年、ファイザー社のクリゾチニブがトップを切って承認された。ALK阻害薬(承認済み)

間野教授が参画してきた研究プロジェクト研究費(累積)
(千円)

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

間野教授が参画してきた研究プロジェクト研究費(累積)

AMED COE JST 厚労省 科研費

（億円）

国立がん研究
センター

間野博行 研究
所長

日本発技術の日本/海外実用化事例

クリゾチニブ：日本発の科学知識を日本企業がどう生かすか？

50

40 

30

20

10
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1990年代初め、赤崎教授、天野教授、中村教授らによって、窒化ガリウムによる青色LEDの
半導体が発明され、これによりLEDであらゆる色が出せるようになった。LEDは低電力・長寿命
そして素子自体が発光する特性から照明、テレビ、スマホのバックライトなどに使われている。
この発明は、スマホという新しい社会への変革に貢献しただけでなく、消費電力削減による地球
温暖化対策へも貢献。なおこの発明により2014年ノーベル物理学賞を受賞。国家に約56億円の
実施料収入をもたらした。

名称 用途 政府負担研究費 市場規模（照明） 消費電力

青色LED
照明、信号、
ディスプレイ

など

基礎研究費<科研費>
約1.5億円*

委託開発費<JST>
約5.5億円(返還済)**

世界：約5兆円/年
日本：約7500億円/年

（2018年見込）

照明電力25％減
（2006年比）

約25％減

地球温暖化対策への貢献

*研究代表者：赤崎教授または天野教授、名古屋大学・名城大学、期間：1985～2005年
出典：名古屋大学(2015)

**代表発明者：名古屋大学 赤﨑勇教授（当時）、開発実施企業：豊田合成株式会社
***出典：照明成長戦略2030、一般社団法人照明工業会

***

***

名城大学 赤崎勇 終身教授、
名古屋大学 天野浩 教授、

カリフォルニア大学 中村修二 教授
（写真・所属はノーベル賞受賞当時）

日本発技術の日本実用化成功事例

青色LED：早い段階から企業に“つなぐ”

***
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教訓３：研究成果を早期に産業界につなぐ仕組みが重要

大学と企業の協働を強化する必要あり
米国の製薬開発は、大学発ベンチャーが主体
政策の支援が必要 SBIR

教訓４：若手、中堅研究者
の活躍促進を！
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日本発のユニコーン的企業現状と課題

【上場した大学発ベンチャー】

時価総額合計で約2兆円
（平成31年4月時点）

資料：公表資料を基に文部科学省および科学技術振興機構
（ＪＳＴ）にて作成

【大学等発ベンチャーの設立数】

【国別ユニコーン企業数】

資料：文部科学省「産学連携等実施状況調査」
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大学発ベンチャー

9,933億円

大学発ベンチャー以外
58,373億円

【東証マザーズにおける時価総額】

大学発ベンチャー企業名 設立年月
シーズ創出大

学
時価総額
（億円）

ペプチドリーム 株式会社 2006年7月 東京大学 7434

サンバイオ 株式会社 2001年2月 慶應義塾大学 2233

株式会社 PKSHA 
Technology

2012年10月 東京大学 1680

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 株式会社 2004年6月 筑波大学 959

株式会社 ヘリオス 2011年2月 理化学研究所 918

… … … …

上場中のベンチャーの合計値 1,84071兆9615億円

○ 大学等の革新的な研究成果を基にした大学発ベンチャーの市場価値は、2兆円程度まで成長。

○ 一方で、我が国における大学発ベンチャーの設立数は、ここ数年は増加傾向にあるものの、
依然として一時に比べて低調である。また、我が国では起業意欲が国際的に見て低い。

資料：科学技術政策研究所「大学等発ベンチャー調査
2010 -大学等へのアンケートに基づくベンチャー
設立状況とベンチャー支援・産学連携に関する意
識- 」（平成23年）

【大学発ベンチャー設立数の減少の
原因についての大学の主な意見】

１．景気悪化やそれに伴う資金調達、販
路開拓の難しさ

２．ベンチャー経営の難しさやリスクの
大きさ等

３．国や大学等でのベンチャーへの支援
不足

４．教職員や学生の起業意欲やベンチャ
ーへの関心の低下、薄さ

【世界各国の起業活動率】

【国・地域別ベンチャー
投資金額】

資料：平成29年度産業経済研究委託事業（ベンチャー施策に係る
成果指標に関する調査） 報告書（2018年3月株式会社三菱総合研
究所（経済産業省委託調査））

出典：ベンチャー白書2018（一般財団法人ベ
ンチャーエンタープライズセンター）をもとに
経団連事務局作成

日本1社
（2019年2月末時点） 日本は米国の

約50分の1
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 米国 SBIR 制度では、従来にない 商品・サービス を開発し、新たな産業や雇用を創出する企業を次々と誕生
させている。例えば、 HHS U.S. Department of Health & Human Service ）では、支援したグラント
補助金 の総額に対して、支援先企業の付加価値額合計は４５倍に達するなど、優れた成果をあげている。

 対して、日本版 SBIR 制度では、既存事業分野の中小企業への補助金の比率が多いこともあり、支援した企
業の方が、支援しなかった企業よりもその後のパフォーマンスが下がっているといった指摘がある。

日米SBIR 制度のパフォーマンス比較

内閣府総合科学技術・イノベーション会議 基本計画専門調査会
制度課題ワーキンググループ第3回会合（令和元年10月16日）資料より
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米国
Small Business Innovation Research

日本
中小企業技術革新制度

開始年 1982年 1998年

参加
省庁

11省庁（農務省、商務省、国防総省、教育省、エネル
ギー省、国土安全保障省、運輸省、保健福祉省、環境保
護庁、NASA、NSF）

7省（総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、環境省）

予算 年間外部研究開発予算が1億ドル以上の省庁に、そ
の3.2％（FY2017)をSBIRに拠出することを義務化

FY2018 の予算
SBIR：28.1億ドル（約 3,100億円)
STTR: 3.8億ドル（約 400億円)

毎年、支出目標額※を閣議決定
※各省庁が本制度の対象として指定した既存の補助金等の
総額

支出目標及び実績見込（億円）

支援の
枠組み

多段階選抜方式を統一的に実施
■第1段階（事前調査(FS)）

15万ドル、6～12か月（採択率約6倍）

■第2段階（研究開発）
100万ドル、2年程度 (採択率約2倍）

■第3段階（商業化）
優先的な政府調達（又は民間ベンチャーキャピタルへ紹
介）を実施

1.研究開発支援
参加省庁が指定する資金配分プログラムで支援

2.事業化支援
① 日本政策金融公庫の低利融資
② 特許料等の減免
③ 中小企業信用保険法の特例
④ 中小企業投資育成株式会社法の特例
⑤ 公共調達における入札参加機会の拡大
⑥ SBIR特設サイトにおける事業PR
⑦ 規模事業者設備導入資金助成法の特例

出典：以下資料及び関連ウェブサイト等を元にCRDS作成
科学技術基本政策策定の基本方針参考資料（CSTP, H22年6月）、イノベーション政策の推進に関する調査（総務省行政評価局, H28年9月）、海外のスタートアップ支援（JST-CRDS, H30年3月）

年度 H29目標 H29実績 H30目標
全体 460.0 406.9 460.0

経産省 404.3 346.8 404.1
文科省 22.6 23.8 17.4

JST 13.6 15.4 12.5
JST対象制度(H29) A-STEP、先端計測

(H30) A-STEP、先端計測、START

SBIR制度の日米比較
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戦略はあるか？

ＪＳＴの取組:「バックキャスト、産学協働」

ＣＯＩ：センターオブイノベーション
未来社会創造事業

44
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Research Leader
（アカデミア）

Project Leader
（産業界）

10年後、どのように社会・人が変わるべきか、その目指すべき社会像を見据えた
ビジョン主導型のチャレンジング・ハイリスクな研究開発を支援

②バックキャスト

ビジョン1：少子高齢化先進国としての持続性確保〔7拠点〕
ビジョン2：豊かな生活環境の構築（繁栄し、尊敬される国へ）〔4拠点〕
ビジョン3：活気ある持続可能な社会の構築〔7拠点〕

10年後の社会ビジョン

バックキャスト

異分野融合・連携型の
テーマを設定

※研究開発期間：最長9年度
研究開発費：年間１～10億円程度/拠点

ＣＯＩ：センターオブイノベーション

社会のあるべき姿を出発点として
取り組むべき課題を設定

COI拠点

〔計18拠点〕

①ビジョン主導

ありたい社会像の
実現に向けた
イノベーション創出

③アンダーワンルーフ

大学や企業の関係者が、
一体となって研究開発
に取り組むイノベー
ション拠点を構築。



COIの主な成果（平成25年度～30年度）

46

ベンチャー起業
33社

知的財産
（出願）
1,282件

プレス発表
438件

論文数
6,143件

企業からの
リソース提供額
約341億円

外部資金
獲得額

約249億円

参画機関数
441機関

参加者数
4,245名

大学・研究機関120
企業等 321

大学・研究機関3,015名
企業等 1,230名

COIからの拠出額：約470億円

◼ 発足から6年間の成果

※H30 ※H30
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参画企業等にデータ提供(計40機関以上)

※参画企業・大学のデータ解析環境(共有化システム･制度)を整備し、本格的運用開始

協和発酵バイオ

血液（アミノ酸分析）

弘前大学
岩木健診フィールド:一大拠点

（BigData)

※弘前大学データ
管理委員会にて運用

メタボローム解析

COIデータ管理委員会

ライオン

歯科・口腔 認知症検査

花王

内臓脂肪

抗酸化関連項目

カゴメ

ヒューマン
メタボローム

クラシエ

エーザイ

サントリー

水分摂取量

《COI参画企業との共同研究によるBD解析が本格化》

高齢者の食生活改善
健康に良い肌着開発
腸内細菌サービス等

ハウス、アツギ、テ
クノスルガラボ・・・
etc.

参画企業・大学間の戦略的データ共有・共同解析が本格化

冷え症

COI事例
弘前



COIのガバナンス体制

産業界のリーダーを中心
として、拠点の進捗状況

を管理・把握

企業トップ経験者らによるプログラムのガバナンス体制により、社会実装を加速
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未来社会創造事業

49

➢ 社会・産業ニーズを踏まえ、出口を明確に見据えた技術的にチャレンジングな目標を
バックキャストで設定し、概念実証：POCを目指した研究開発を実施。



未来社会創造事業のガバナンス体制

50

企業トップ経験者らによるプログラムのガバナンス体制により、社会実装を加速
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ＪＳＴの取組 経験を活かす
～ムーンショット型研究開発制度～



○ こうした情勢を踏まえ、今般創設するムーンショット型研究開発制度は、少子高齢化の進展や大規模自然災害へ

の備え、地球温暖化問題など、我が国が抱える様々な困難な課題の解決を目指し、世界中から科学者の英知を結

集し、関係府省が一体となって挑戦的研究開発を推進する仕組みを整備。

○ 特に、単なる既存技術の組み合わせ型研究ではなく、基礎研究段階にある独創的な知見・アイデアを取り入れた

挑戦的研究開発（ムーンショット）を積極的に推進することにより、失敗も許容しながら革新的な研究成果を発掘し

、破壊的イノベーションの創出につなげる。

司令塔たるＣＳＴＩ
の下、関係府省が
一体となって推進

例えば、、、

地球の温暖化をストップ

サイバーテロを無力化

｢社会参加寿命｣を延伸

寝たきりの高齢者が社会活動に参加

＜制度のポイント＞

宇宙太陽光発電

１．人々を魅了する野心的な構想を掲げ、世界中から研究者の英

知の結集を目指す

２．我が国の基礎研究力を最大限に引き上げつつ、失敗も許容しな

がら革新的な研究成果を発掘・育成

３．研究マネージメント手法の刷新、最先端の研究支援システムの

構築、オープン・クローズ戦略の徹底等

→ グローバルな環境でイノベーションを創出！

→ 我が国の独創的な基礎研究がイノベーションを生み出し、次な
る基礎研究投資を呼び込む好循環を目指す！

→ 世界動向を常に意識し、スピード感のあるチャレンジングな研
究マネージメントに転換！

ムーンショット型研究開発制度の概要制度概要
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ムーンショット型研究開発制度の概要及び目標について（出典：内閣府資料）
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超高齢化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題に対し、人々を魅了する野心的な
目標（ムーンショット目標）を国が設定し、挑戦的な研究を推進する制度。

“Moonshot for Human Well-being”
(人々の幸福に向けたムーンショット型研究開発）

目標設定に向けた３つの領域
（人々の幸福で豊かな暮らしの基盤となる

「社会・環境・経済」の領域）

目標１：

目標２：

目標３：

目標４：

目標５：

目標６：

人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会
を実現

超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会
を実現

地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現

AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共
生するロボットを実現

経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り
耐性型汎用量子コンピュータ を実現

未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模で
ムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出

2050年までに達成すべき６つの目標

急進的イノベーションで
少子高齢化時代を切り拓く
＜課題＞
少子高齢化、労働人口減少、人生百年時代
、一億総活躍社会等

地球環境を回復させながら
都市文明を発展させる
＜課題＞
地球温暖化、海洋プラスチック問題、
資源の枯渇、環境保全と食料生産の両立等

サイエンスとテクノロジーで
フロンティアを開拓する
＜課題＞
Society 5.0実現のための計算需要増大、
人類の活動領域拡大等

社会

環境

経済

「Human Well-being」（人々の幸福）を目指し、その基盤となる社会・環境・経済の諸課題を解決
すべく、６つのムーンショット目標を決定（令和２年１月２３日 総合科学技術・イノベーション会議決定）。

制度概要

目標



ムーンショット型研究開発制度全体の推進体制（出典：内閣府資料改）

戦略協議会（仮称）

助言 報告

進捗報告等

CSTI / 有識者会議
・ムーンショット目標の設定
・大局的見地から助言

ビジョナリー会議
（ムーンショット目標の検討）

助言 報告

助言

○ ○ ○
外部専門家による支援

○ ○ ○

○ ○ ○
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ガバニング委員会

PM等への評価等管理機能

ムーンショット

プロジェクトｰ１

パフォーマ

構想ディレクター１
（PD１）

代表機関１

⚫ 拠点的運用
⚫ PM個別支援

ムーンショット
プロジェクト-2

世界の英知を結集した、国内外機関、
シニア・若手等の多様なチーム構成

✓ 国際連携支援
✓ ELSI、数理科学等の分野横断的な支援
✓ データマネジメント支援
✓ 知財支援、オープンクローズ戦略
✓ PMメンター、PM/PM補佐研修
✓ 波及効果アセスメント など

PD２

PM２代表機関２

⚫ 拠点的運用
⚫ PM個別支援

PM等への支援機能

PD３

PD 4

PM１

パフォーマ パフォーマ パフォーマパフォーマ パフォーマ

ＪＳＴ

プロジェクトマネージャー（PM）公募・採択 基金 800億円

NEDO

支援チーム

・・・

基金 200億円
プロジェクトマネージャー（PM）公募・採択

PM1
(NEDO)

PI PI PI

PM2
(NEDO)

PM3
(NEDO)



新たなムーンショット目標の位置づけ事業概要
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新たなムーンショット目標

ムーンショット目標 ビジョナリー会議提言／13のビジョン

社会環境の変化

次代を担う若手研究者
を中心に公募

○ムーンショット型研究開発制度では、超高齢化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題に対し、ビジョ
ナリー会議の提案等も踏まえ、人々を魅了する野心的な目標を国が設定し、挑戦的な研究を推進。

○同制度では、社会環境の変化等に応じて目標を追加することとしており、コロナ禍による経済社会の変容を
想定し、我が国の将来像に向けた新たな目標を検討。
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若手･中堅人材の長期育成
～創発的研究支援事業～



特定の課題や短期目標を設定せず、多様性と融合によって破壊的イノベーションにつながるシーズ
の創出を目指す「創発的研究」を推進するため、既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合
的な多様な研究を、研究者が研究に専念できる環境を確保しつつ原則7年間（途中ステージゲート
審査を挟む、最大10年間）にわたり長期的に支援する事業。

創発的研究支援事業
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「研究力向上改革2019」 に基づき、既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合的な研究を、研究者が研究に
専念できる研究環境を確保しつつ支援

「創発的研究」の場の形成（創発的研究支援事業）

✓ 世界でイノベーション覇権争いが繰り広げられている中、我が国の研究力は危機にある。人材、資金、環境について、大学、国研、産業界を
巻き込み、制度的課題にまで踏み込んだ改革を進めていく必要がある。特に、日本が有する基礎研究力は潜在的には高く、破壊的イノベー
ションにつながるシーズ創出への貢献が期待される。＜統合イノベーション戦略2019 （令和元年６月閣議決定） ＞

✓ 今後の政府研究開発投資の方向性として、Society 5.0の実現を目標とした「戦略的研究」と、特定の課題や短期目標を設定せず、多様
性と融合によって破壊的イノベーションの創出を目指す「創発的研究」の２つの研究に注力すべきである。
＜日本経済団体連合会提言（平成31年4月）＞

【予算・期間】
⚫ 支援単価：700万円／年（平均）+間接経費

⚫ 支援期間：７年間（最長10年間まで延長可）
※事務負担の軽減等による研究時間の確保に資する用途など、分野や研究者の置かれた環境に合わせて機動的に運用。

支援期間中、研究者が所属先を変更した場合も支援の継続を可能とし、研究者の流動性を確保。

⚫ 別途、研究環境改善のための追加的な支援も実施

【概 略】

⚫ 大学等における独立した／独立が見込まれる研究者からの挑戦的な研究構想を公募

⚫ 審査・採択後、研究者の裁量を最大限確保

⚫ 各研究者が所属する大学等の支援のもと、創発的研究の遂行にふさわしい適切な

研究環境を確保

【特 徴】

① 若手を中心とした多様な研究人材を対象に、国際通用性・ポテンシャルのある研究者

の結集と融合

② 研究者が創発的研究に集中できる研究環境の確保

③ 上記①②を通じて、研究者が、活き活きと、自ら定めた挑戦的な研究構想を推進

→ 優れた人材の意欲と研究時間を最大化し、破壊的イノベーションにつながる成果を創出

【事業スキーム】

令和2年度予算額(案) 60百万円 (新規)

令和元年度補正予算額 50,000百万円

研究者

応募 採択

ＪＳＴ

研究支援
環境整備支援

環境整備
リクエスト

大学等研究機関

研究に専念できる
環境の支援

基金造成

創発的研究の
場の形成

自ら定めた挑戦的研究構想の推進

支援期間中はステージゲート期間を設け、研究機関による環境整備等の研究支援や、
研究者の研究への取組状況等を評価する。

文部科学省

ガバニングボード

58



59

まとめに代えて：四つの教訓と二つの課題
工学的研究とは何か

教訓1:トヨタは何故生き延び得たか。「バックキャスト」

教訓２：ユニコーン的企業の育成。「SBIR制度の改良」

教訓３：研究成果を早期に(同期させ）産業界につなぐ仕組
み。「フラウンホーファ的組織」(COI、未来社会創造)

教訓４：若手、中堅研究者の活躍促進！ミレニアムと創発

課題１：デジタル革命を生き延びる開発と人材育成
課題２：SDGsとESG投資への対応


