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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26．各国の科学技術の概要　Outline of R&D activities in selected countries

26-1 米国　United States

26-1-1	 米国	総括　United	States	summary

兆円 億円 億円

元('89)

２('90)

３('91)

４('92)

５('93)

６('94)

７('95)

８('96)

９('97)

❖ ❖

注） １. Ａは研究費の対国内総生産比（b/a）、Ｂは研究費の政府負担割合（c/b）、

注） １. Ｃは国防を除く研究費の政府負担割合（（c-d）/（b-d））、

注） １. Ｄは政府負担研究費の対国内総生産比（c/a）である。

注） ２. 研究費及び研究者数は、2003年以降人文・社会科学を含む。

注） ３. 政府負担研究費は、研究費及び政府負担研究費割合より文部科学省で試算

注） ４. 国防研究費は、連邦政府の国防関連研究予算額を使用している。

注） ５. 政府負担は、連邦政府負担分と州及び地方政府分の合計である。

注） ６. 研究費、政府負担の値は暦年値である。また、❖印は暫定値、※はOECDによる推計値である。

国内総生産（a） 研 究 費（b）

10億ﾄﾞﾙ 百万ﾄﾞﾙ

項目

年度

政 府 負 担（c）

百万ﾄﾞﾙ
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

人　口

億円 万人

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

研究者数

人
(％) (％)

百万ﾄﾞﾙ
(％) (％)

国防研究費（d）

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-1-2	 米国	組織別研究費の推移　R&D	expenditures	by	performance	sector	in	the	US

（単位： 百万ドル  million dollar）

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

注） １. 2003年以降は人文・社会科学を含む。

注） ２. 組織別研究費は、総額と各構成比より文部科学省で試算

注） ３. 政府は、連邦政府研究機関と、政府資金による研究開発機関（FFRDC）を含む。

注） ４. ❖印は暫定値である。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

非営利民営研究機関産　業 政　府 大　学　等総　　額
区分

年
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-1-3	 米国	負担源別研究費割合の推移　R&D	expenditures	by	source	of	funds	in	the	US

（単位： 百万ドル  million dollar，割合  ％）

区分

年

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

注） １. 2003年以降は人文・社会科学を含む。

注） ２. 「政府」は、連邦政府、州及び地方政府である。

注） ３. 2009年までの「外国」は政府、民営非営利及び産業に含まれている。

注） ４. 「産業」には他区分の研究費が含まれている。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

外　　国総　　額 産　　業 政　　府 その他国内

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-1-4	 米国	性格別研究費の推移　R&D	expenditures	by	type	of	activity	in	the	US

（単位： 百万ドル  million dollar）

注） １. 2003年以降は人文・社会科学を含む。

注） ２. (　)は、構成比％である｡

資料： OECD, R&D database, March 2014.

開　　　発
区分

年

基　　　礎総　　額 応　　　用

＊※
民

＊※
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-1-5	 米国	組織別研究者数の推移　Number	of	researchers	by	research	sector	in	the	US

（単位： 人  persons）

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

注） １. 2003年以降は人文・社会科学を含む。

注） ２. 各組織の研究者数の和と総数とが一致しない年がある。

注） ３. ※印はOECDによる推計値である。

注） ４. 政府は連邦政府のみ。ただし、1985年以降は、防衛関連は含まれない。

資料： OECD, R&D database, March 2014.

非営利民営研究機関総　 数 産　 業 政　 府 大 　学　等
区分

年

＊※

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-1-6	 米国	科学技術行政機構図　S&T	administrative	organizational	charts	in	the	US

大統領
The President

行政管理予算局（OMB）
Office of Management and Budget

経済諮問委員会（CEA）
Council of Economic Advisers

環境諮問委員会（CEQ）
Council on Environmental Quality

研究・教育・経済担当次官
Under Secretary for Research,

Education, and Economics

海洋大気担当次官・NOAA局長
Under Secretary for 

Oceans and Atmosphere
and Administrator

標準技術担当次官・NIST局長
Under Secretary for 

Standards and Technology 
and Director

農業研究局（ARS）
Agricultural Research Service

国立食糧・農業研究所（NIFA）
National Institute 

of Food and Agriculture

経済研究局（ERS）
Economic Research Service

米国農業統計局（NASS）
National Agricultural 

Statistics Service

海洋大気局（NOAA）
National Oceanic and 

Atmospheric Administration

大統領科学技術諮問会議（PCAST）
President’s Council of Advisors on Science and Technology

国家科学技術会議（NSTC）
National Science and 
Technology Council

科学技術政策局（OSTP）
Office of Science and 

Technology Policy

農務省（USDA）
Department of Agriculture

商務省（DOC）
Department of Commerce

①

26-1-6 米国 科学技術行政機構図 S&T administrative organizational charts in the US

科学技術担当大統領補佐官（APST）
Assistant to the President 

for Science and Technology

大統領行政府（EOP）
Executive Office of the President

環境・天然資源・持続性委員会（CENRS）
Committee on Environment, 

Natural Resources, and Sustainability

国土・国家安全保障委員会（CHNS）
Committee on Homeland 

and National Security

科学委員会（CoS）
Committee on Science 

科学・技術・工学・数学教育委員会（CoSTEM）
Committee on Science, Technology, 

Engineering, and Math Education

技術委員会（CoT）
Committee on Technology

通信情報担当次官補
Assistant Secretary for

Communications and Information

知的財産担当次官・USPTO長官
Under Secretary for Intellectual

Property and Director

米国特許商標庁（USPTO）
United States Patent 
and Trademark Office

国立標準技術研究所（NIST）
National Institute 

of Standards and Technology

電気通信情報局（NTIA）
National Telecommunications 
and Information Administration

実線: 所掌関係
破線: 諮問機関

◎
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

化石エネルギー局
Office of Fossil Energy

エネルギー効率・
再生可能エネルギー局（EERE）

Office of Energy Efficiency 
and Renewable Energy

原子力エネルギー局
Office of  Nuclear Energy

環境管理局
Office of  Environmental 

Management

配電・電力信頼性局
Office of Electricity Delivery 

and Energy Reliability

科学局
Office of Science

科学・エネルギー担当次官
Under Secretary 

for Science & Energy

管理・実績担当次官
Under Secretary for 

Management & Performance 

エネルギー省（DOE）
Department of Energy

調達・技術・兵站担当国防次官
Under secretary of Defense 
for Acquisition, Technology, 

and Logistics

①

国防高等研究計画局（DARPA）
Defense Advanced 

Research Projects Agency

ミサイル防衛局（MDA）
Missile Defense Agency

国防技術情報センター（DTIC）
Defense Technical
Information Center

国防脅威削減局（DTRA）
Defense Threat

Reduction Agency

国防情報局（DIA）
Defense Intelligence Agency

教育科学研究所（IES）
Institute of Education Sciences

イノベーション・改善局（OII）
Office of 

Innovation and Improvement

国防総省（DOD）
Department of Defense

空軍省
Department of 
the Air Force

陸軍省
Department of 

the Army

海軍省
Department of 

the Navy

連邦エネルギー規制委員会
（FERC）

Federal Energy
Regulatory Commission

② ③

教育省（ED）
Department of Education

エネルギー高等研究計画局
（ARPA-E）

Advanced Research
Projects Agency - Energy

政策担当国防次官
Under secretary of Defense 

for Policy

情報担当国防次官
Under Secretary of Defense

for Intelligence

国防技術安全保障局（DTSA）
Defense Technology 

Security Administration

国防長官官房（OSD）
Office of the 

Secretary of Defense

国防情報システム局（DISA）
Defense Information 

System Agency

国防総省最高情報責任者
DOD Chief Information Officer

国家地球空間情報局（NGA）
National Geospatial
-Intelligence Agency

国家安全保障局（NSA）
National Security Agency

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

保健サービス局（HRSA）
Health Resources

and Services Administration

児童家庭局（ACF）
Administration 

for Children and Families

毒性物質・疾病登録庁（ATSDR）
Agency for Toxic Substances 

and Disease Registry 

国土安全保障高等研究計画局
（HSARPA）

Homeland Security Advanced
Research Projects Agency

研究開発パートナーシップ局（RDP）
Research and Development 

Partnerships

② ③

国立衛生研究所（NIH）
National Institutes of Health

メディケア・メディケイド
サービスセンター（CMS）

Centers for 
Medicare & Medicaid Services

インディアン保健局（IHS）
Indian Health Service

医療研究品質庁（AHRQ）
Agency for Healthcare
Research and Quality

疾病管理予防センター（CDC）
Centers for Disease

Control and Prevention

食品医薬品局（FDA）
Food and Drug Administration

連邦緊急事態管理庁（FEMA）
Federal Emergency 
Management Agency

④

保健福祉省（HHS）
Department of Health 
and Human Services

国土安全保障省（DHS）
Department of 

Homeland Security

核安全保障担当次官・NNSA局長
Under Secretary for Nuclear 
Security and Administrator

国家核安全保障局（NNSA）
National Nuclear

Security Administration

科学技術担当次官
Under Secretary 

for Science and Technology

プログラム調整・企画・
戦略イニシアティブ部門（DPCPSI）
Division of Program Coordination, 

Planning and Strategic Initiative

科学政策局（OSP）
Office of Science Policy

コミュニケーション・渉外局（OCPL）
Office of Communications 

& Public Liaison

27研究所・センター
27 Institutes and Centers

21研究所・技術センター
21 Labs & Technology Centers

薬物乱用・精神衛生サービス局
（SAMHSA）

Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration

外部研究局（OER）
Office of Extramural Research

内部研究局（OIR）
Office of Intramural Research

管理局（OM）
Office of Management
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Outline of R&D activities in selected countries

④

開拓局
Bureau of Reclamation

土地管理局
Bureau of Land Management

露天採堀修復実施局（OSM）
Office of Surface Mining

Reclamation and Enforcement

土地・鉱物管理担当次官補
Assistant Secretary, Land and

Minerals Management

経済成長・エネルギー・
環境担当次官

Under Secretary for 
Economic Growth, 

Energy, and the Environment
米国国際開発庁（USAID）
United States Agency for

International Development

国立公園局
National Park Service

米国魚類・野生生物局（USFWS）
U.S. Fish and Wildlife Service

米国地質調査所（USGS）
U.S. Geological Survey

退役軍人保健局
Veterans Health Administration

内務省（DOI）
Department of the Interior

パイプライン危険物安全局（PHMSA）
Pipeline and Hazardous

Material Safety Administration

連邦航空局（FAA）
Federal Aviation Administration

セントローレンス水路開発公社
Saint Lawrence Seaway

Development Corporation

退役軍人省（VA）
Department of 
Veterans Affairs

魚類・野生生物・国立公園
担当次官補

Assistant Secretary, Fish, 
Wildlife and Parks

水・科学担当次官補
Assistant Secretary, Water 

and Science

海洋エネルギー管理局（BOEM）
Bureau of Ocean 

Energy Management

⑤

運輸省（DOT）
Department of 
Transportation

安全・環境執行局（BSEE）
Bureau of Safety and

Environmental Enforcement

科学技術顧問（STAS）
Science and Technology 
Advisor to the Secretary

海洋・国際環境・科学局（OES）
Bureau of Oceans and 

International Environmental 
and Scientific Affairs

エネルギー資源局（ENR）
Bureau of Energy Resources

国務省（DOS）
Department of State

連邦自動車運輸安全局（FMCSA）
Federal Motor Carrier Safety

Administration

研究・革新技術局（RITA）
Research and Innovative

Technology Administration

連邦高速道路管理局（FHWA）
Federal Highway Administration

連邦鉄道管理局（FRA）
Federal Railroad Administration

高速道路交通安全局（NHTSA）
National Highway 

Traffic safety Administration Ⅲ
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⑤

有人探査活動ミッション局
Human Exploration and 

Operations Mission Directorate 

科学ミッション局
Science Mission Directorate 

NASA諮問評議会（NAC）
NASA Advisory Council

核物質安全・保障措置局
Office of Nuclear Material Safety

and Safeguards

原子力規制局
Office of Nuclear 

Reactor Regulation

原子力規制研究局
Office of Nuclear 

Regulatory Research

運営総局長
Executive Director

For Operations

連邦・州・核物質・環境管理計画局
Office of Federal and State 
Materials and Environment 

Management Programs

原子力安全・事故対応局
Office of Nuclear Security

and Incident Response

地方局
Regional Offices (Region I-IV)

⑥

水担当局（OW）
Office of Water

固体廃棄物・緊急対応局（OSWER）
Office of Solid Waste 

and Emergency Response

大気・放射線局（OAR）
Office of Air and Radiation

化学品安全汚染防止局（OCSPP）
Office of Chemical Safety 
and Pollution Prevention

研究開発局（ORD）
Office of 

Research and Development

環境情報局（OEI）
Office of 

Environmental Information

宇宙技術ミッション局
Space Technology
Mission Directorate 

新型炉局
Office of New Reactors

環境保護庁（EPA）
Environmental

Protection Agency 

原子力規制委員会（NRC）
Nuclear Regulatory 

Commission

航空宇宙安全諮問委員会（ASAP）
Aerospace Safety 

Advisory Panel

航空研究ミッション局
Aeronautics Research
Mission Directorate 

米国航空宇宙局（NASA）
National Aeronautics and 

Space Administration

10センター・研究所
10 Centers and Institutes
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資料：科学技術振興機構研究開発戦略センター作成（平成26年６月）

全米科学理事会（NSB）
National Science Board

多様性統括室（ODI）
Office of Diversity and Inclusion

予算・財政・助成管理室（BFA）
Office of Budget, Finance and

Award Management

情報・資源管理室（OIRM）
Office of Information and
Resource Management

法務広報室（OLPA）
Office of Legislative & Public Affairs 工学局（ENG）

Directorate for Engineering

地球科学局（GEO）
Directorate for Geosciences

数学・物理科学局（MPS）
Directorate for Mathematical

and Physical Sciences

社会・行動・経済科学局（SBE）
Directorate for Social,

Behavioral and Economic Sciences

法律顧問室（OGC）
Office of the General Counsel

コンピュータ・情報科学工学局（CISE）
Directorate for Computer &

Information Science & Engineering

生物科学局（BIO）
Directorate for Biological Sciences

全米工学アカデミー（NAE）
National Academy of 

Engineering

医学機構（IOM）
Institute of Medicine

全米科学アカデミー（NAS）
National Academy of Sciences

全米研究会議（NRC）
National Research Council

国立科学財団（NSF）
National Science Foundation

⑥

教育・人的資源局（EHR）
Directorate for Education and

Human Resources

国際統合活動室（OIIA）
Office of International

And Integrative Activities

全米アカデミーズ
National Academies

Ⅲ
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26-2 欧州連合　European Union

26-2-1	 欧州連合（EU-15）総括　EU-15	summary

兆円 億円 億円

７('95)

８('96)

９('97)

注） １. Ｃは国防を除く研究費の政府負担割合（（c-d）/（b-d））、

注） １. Ｄは政府負担研究費の対国内総生産比（c/a）である。

注） ２. 研究費及び研究者数は人文・社会科学を含む。

注） ３. 研究費はEurostatによる推計値、研究者数はOECDによる推計値である。

注） ５. 文部科学省で試算

注） ５. 国防研究費はEurostatの推計値である。2007年までの国防研究費は、1992年版のNABS

 　　　　 (Nomenclature for the Analysis and comparison of Scientific programmes and Budget)の分類に従い、

 　　　　 2008年以降は2007年版のNABSの分類に従っている。

注） ６. 1998年までの現地通貨はエキュである。

百万ﾕｰﾛ

注） ４. 政府負担研究費（c）は、OECDが推計したＢ（研究費の政府負担割合）を用いて研究費（b）から

注） １. Ａは研究費の対国内総生産比（b/a）、Ｂは研究費の政府負担割合（c/b）、

国内総生産（a） 研 究 費（b）項目

年度

政 府 負 担（c）

10億ﾕｰﾛ 百万ﾕｰﾛ

○
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研究者数 人　口

億円 人 万人

資料： 国内総生産、研究費及び国防研究費： Eurostat database

資料： 研究費の政府負担割合、研究者数、人口： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

国防研究費（d）

(％) (％)
百万ﾕｰﾛ

(％) (％)

Ⅲ
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26-2-2	 欧州連合（EU-28）総括　EU-28	summary

兆円 億円 億円

７('95)

８('96)

９('97)

注） １. Ｃは国防を除く研究費の政府負担割合（（c-d）/（b-d））、

注） １. Ｄは政府負担研究費の対国内総生産比（c/a）である。

注） ２. 研究費及び研究者数は人文・社会科学を含む。

注） ３. 研究費はEurostatによる推計値、研究者数はOECDによる推計値である。

注） ５. 文部科学省で試算

注） ５. 国防研究費はEurostatの推計値である。

注） ６. 1998年までの現地通貨はエキュである。

注） ４. 政府負担研究費（c）は、OECDが推計したＢ（研究費の政府負担割合）を用いて研究費（b）から

注） １. Ａは研究費の対国内総生産比（b/a）、Ｂは研究費の政府負担割合（c/b）、

国内総生産（a） 研 究 費（b）項目

10億ﾕｰﾛ 百万ﾕｰﾛ年度

政 府 負 担（c）

百万ﾕｰﾛ
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

研究者数 人　口

億円 人 万人

資料： 国内総生産、研究費及び国防研究費： Eurostat database

資料： 研究費の政府負担割合、研究者数、人口： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

　　　　   

百万ﾕｰﾛ
(％) (％) (％)

国防研究費（d）

(％)

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-2-3	 欧州連合	組織別研究費の推移　R&D	expenditures	by	performance	sector	in	EU

（1）　EU-15

 　　　  （単位： 百万エキュ/ユーロ  million ECU/euro）

（2）　EU-28

 　　　  （単位： 百万エキュ/ユーロ  million ECU/euro）

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 組織別研究費は、総額と組織別使用割合より文部科学省で試算

注） ３. 研究費総額はEurostatによる推計値。組織別使用割合はOECDによる推計値

注） ４. 通貨は1998年まではエキュ、1999年以降はユーロである。

資料： （総額）Eurostat database

資料： （組織別使用割合）OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

総　 額 産　 業 政　 府 大　学　等 非営利民営研究機関

政　 府 大　学　等総　 額 産　 業 非営利民営研究機関区分

年度

区分

年度
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-2-4	 欧州連合	負担源別研究費割合の推移　R&D	expenditures	by	source	of	funds	in	EU

（1）　EU-15

（単位： 百万エキュ/ユーロ  million ECU/euro　割合 ％）

区分

年度

（2）　EU-28

（単位： 百万エキュ/ユーロ  million ECU/euro　割合 ％）

区分

年度

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 研究費総額はEurostatによる推計値であり、組織別負担割合はOECDによる推計値

注） ３. 通貨は1998年まではエキュ、1999年以降はユーロである。

資料： （総額）Eurostat database

資料： （負担割合）OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

外　　国総　　額 産　　業 政　　府 その他国内

外　　国総　　額 産　　業 政　　府 その他国内

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-2-5	 欧州連合	組織別研究者数の推移　Number	of	researchers	by	research	sector	in	EU

（1）　EU-15
（単位：人  persons）

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 各組織の研究者数の和と総数とが一致しない年がある。

注） ３. OECDによる推計値である。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

非営利民営研究機関

年

区分
総　 数 産　 業 政　 府 大 　学　等
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

（2）　EU-28

（単位： 人  persons）

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 各組織の研究者数の和と総数とが一致しない年がある。

注） ３. OECDによる推計値である。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

年

区分
大 　学　等総　 数 産　 業 政　 府 非営利民営研究機関
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-2-6	 欧州連合	科学技術行政機構図　S&T	administrative	organizational	charts	in	EU

産業・研究・エネルギー委員会
Industry, Research and Energy Committee

欧州研究会議執行機関（ERCEA）
European Research Council 

Executive Agency

研究執行機関（REA）
Research Executive Agency

中小企業執行機関（EASME）
Executive Agency for 

Small and Medium-sized Enterprises 教育・視聴覚・文化執行機関（EACEA）
Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency

消費者・健康・食料執行機関（CHAFEA）
Consumers, Health and Food

Executive Agency

他

26-2-6 欧州連合 科学技術行政機構図 S&T administrative organizational charts in EU

イノベーション・ネットワーク執行機関（INEA）
Innovation and Network 

Executive Agency 

資料：科学技術振興機構研究開発戦略センター作成資料（平成26年６月）

G局： エネルギー
Energy

H局： 運輸 Transport

欧州議会
European Parliament

A局： 政策決定と調整
Policy Development and Coordination

B局： イノベーションとERA
Innovation and 

European Research Area

D局： 重要な実現技術
Key Enabling Technologies

C局： 国際連携
International cooperation

E局： 健康 Health

F局： バイオエコノミー
Bioeconomy

I局： 気候変動への対応と資源効率
Climate Action and Resource Efficiency

R局： 資源
Resources

J局： 共通支援センター
Common Support Centre

環境・持続性研究所（IES）
Institute for Environment 

and Sustainability

健康・消費者保護研究所（IHCP）
Institute for Health and Consumer Protection

欧州理事会
European Council

（閣僚）理事会
Council

市民保護・セキュリティー研究所（IPSC）
Institute for the Protection and 

Security of the Citizen

将来技術調査研究所（IPTS）
Institute for Prospective Technology Studies

標準物質・計測研究所（IRMM）
Institute for Reference 

Materials and Measurements

欧州委員会
European Commission

研究イノベーション総局
Research and Innovation

競争総局
Competition

コミュニケーションネットワーク
コンテンツと技術総局

Communications Networks, 
Content and Technology

企業・産業総局
Enterprise and Industry

移動・交通総局
Mobility and Transport

農業・農村開発総局
Agriculture and 

Rural Development

教育・文化総局
Education and Culture

経済・金融総局
Economic and Financial Affairs

雇用・社会問題
・インクルージョン総局

Employment, Social Affairs 
and Inclusion

環境総局
Environment

漁業・海事総局
Maritime affairs and Fisheries

健康・消費者保護総局
Health and Consumers

域内市場・サービス総局
Internal Market and Services

地域政策総局
Regional Policy

執行機関
Executive Agencies

気候行動総局
Climate Action

エネルギー総局
Energy

共同研究センター
Joint Research Centre

欧州超ウラン元素研究所（TU）
Institute for Trans-uranium Elements

エネルギー・輸送研究所（IET）
Institute for Energy and Transport
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-3 ドイツ　Germany

26-3-1	 ドイツ	総括　Germany	summary

兆円 億円 億円

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

元('89)

２('90) ✽ ✽

３('91)

４('92) ✽ ✽

５('93)

６('94) ✽ ✽

７('95) ✽ ✽

８('96) ✽ ✽

９('97)

✽ ✽

✽

✽

✽

✽

注） １. Ａは研究費の対国内総生産比（b/a）、Ｂは研究費の政府負担割合（c/b）、

注） １. Ｃは国防を除く研究費の政府負担割合（（c-d）/（b-d））、

注） １. Ｄは政府負担研究費の対国内総生産比（c/a）である。

注） ２. 研究費及び研究者数は人文・社会科学を含む。

注） ３. 政府負担研究費は研究費及び政府負担研究費割合より文部科学省で試算

注） ４. 国防研究費は国の国防関連研究予算額を使用している。

注） ５. 1990年度までは旧西ドイツの値、1991年度以降は統一ドイツの値である。

注） ６. ✽印は推計値、❖印は暫定値である。

項目

10億ﾕｰﾛ

国内総生産（a） 研 究 費（b） 政 府 負 担（c）

年度 百万ﾕｰﾛ百万ﾕｰﾛ

＊＊ ＊ ＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊＊



225

26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

人　口

億円 万人

✽

✽

✽

✽

✽

✽

✽
❖

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

　　　　

研究者数

人

国防研究費（d）

(％) (％) (％) (％)
百万ﾕｰﾛ

＊＊
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-3-2	 ドイツ	組織別研究費の推移　R&D	expenditures	by	performance	sector	in	Germany

（単位： 百万ユーロ  million euro）

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 組織別研究費は、総額と各構成比より文部科学省で試算

注） ３. 1991年以降、「非営利民営研究機関」の研究費は「政府」に含まれている。

注） ４. 1990年度以前は旧西ドイツの値、1991年度以降は統一ドイツの値である。

注） ５. ✽印は推計値、❖印は暫定値である。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

非営利民営研究機関産　 業 政　 府 大　学　等総　 額
区分

年度

❖ 
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-3-3	 ドイツ	負担源別研究費割合の推移　R&D	expenditures	by	source	of	funds	in	Germany

（単位： 百万ユーロ  million euro，割合  ％）

区分

年度

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 「政府」は、連邦、州、地方政府研究機関である。

注） ３. 大学は州立であるので、「政府」に含まれる｡

注） ４. 1990年度以前は旧西ドイツの値、1991年度以降は統一ドイツの値である。

注） ５. ✽印は推計値である。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

外　　国総　　額 産　　業 政　　府 その他国内
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-3-4	 ドイツ	性格別研究費の推移　R&D	expenditures	by	type	of	activity	in	Germany

（単位： 百万ユーロ  million euro）

総　　　額

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. (　)は、構成比％である｡

注） ３.  1990年度以前は旧西ドイツの値、1991年度以降は統一ドイツの値である。

注） ４.  「応用・開発」研究費は、「基礎」研究費として分類されない研究費の合計である。

資料： OECD, R&D database, March 2014.

応　　用 ・ 開　　発
区分

年度

基  　　　礎
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-3-5	 ドイツ	組織別研究者数の推移　Number	of	researchers	by	research	sector	in	Germany

（単位： 人  persons）

✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽

✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 「政府」には、非営利民営研究機関の研究者数が含まれる。

注） ３. 1990年度以前は旧西ドイツの値、1991年度以降は統一ドイツの値である。

注） ４. ✽印は推計値である。

資料： OECD, R&D Database, March 2014.

政　 府 大 　学　等

年

区分
総　 数 産　 業

＊※

＊※

＊※＊※

＊※

＊※

＊※＊※

＊※
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-3-6	 ドイツ	科学技術行政機構図　S&T	administrative	organizational	charts	in	Germany

26-3-6 ドイツ 科学技術行政機構図 S&T administrative organizational charts in Germany

連邦首相
Bundeskanzler

①

各州研究所
FuE-Institute der Länder

大学等高等教育機関
Hochschulen

学術審議会（WR）
Wissenschaftsrat

ドイツ研究振興協会（DFG）
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.

マックス・プランク学術振興協会（MPG）
（88研究所）

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaften e.V.

フラウンホーファー応用研究促進協会（FhG）
（67研究所）

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
Angewandten Forschung e.V.

ゴットフリート・ヴィルヘルム・
ライプニッツ学術連合（WGL） （90研究所）

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried
Wilhelm Leibniz 

合同科学会議（GWK）
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz

研究イノベーション審議会（EFI）
Expertenkommission Forschung

und Innovation

連邦教育研究省（BMBF）
Bundesministerium für
Bildung und Forschung

州政府（16州）
Länderregierungen

ヘルムホルツ協会ドイツ研究センター（HGF）
（以下18研究所）

Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren 

アルフレード・ヴェーゲナー極地・海洋研究所(AWI)
ドイツ電子シンクロトロン（DESY）

ドイツ癌研究センター（DKFZ）
ドイツ航空宇宙センター（DLR）

神経変性疾患ドイツ研究センター （DZNE）
ユーリヒ研究センター（FZJ）

重イオン研究ヘルムホルツセンター（GSI）
キール海洋研究センター （GEOMAR）

物質・エネルギーヘルムホルツセンター （HZB）
ドレスデン・ロッセンドルフ研究センター（HZDR）

感染研究ヘルムホルツセンター (HZI)
環境研究ヘルムホルツセンター（UFZ）

ゲーストハッハト物質・沿岸研究センター （HZG）
ミュンヘン環境健康研究センター （HZM）

ポツダム地学研究ヘルムホルツセンター（GFZ）
カールスルーエ技術研究機構（KIT）

マックス・デルブリュック分子医学センター（MDC）
マックス・プランク・プラズマ物理研究所（IPP）

連邦首相府（BK）
Bundeskanzleramt

BMBF省管轄研究所（2研究所）
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BMZ省管轄研究所（1研究所）

BMVI省管轄研究所（6研究所）

BMAS省管轄研究所（2研究所）

BMFSFJ省管轄研究所（2研究所）

BMI省管轄研究所（2研究所）連邦内務省（BMI）
Bundesministerium des Innern

連邦経済エネルギー省（BMWi）
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

連邦食料・農業省 （BMEL）
Bundesministerium für Ernährung und

Landwirtschaft 

連邦国防省（BMVg）
Bundesministerium der Verteidigung

連邦軍事技術・調達庁（BWB）
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung

連邦環境庁（UBA）
Umweltbundesamt

連邦自然保護庁（BfN）
Bundesamt für Naturschutz

資料：科学技術振興機構研究開発戦略センター作成（平成26年６月）

連邦家庭老人婦人青少年省（BMFSFJ）
Bundesministerium für Familie,Senioren, 

Frauen und Jugend

①

連邦経済協力省（BMZ）
Bundesministerium für Wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung

連邦労働・社会省（BMAS）
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

連邦保健省（BMG）
Bundesministerium für Gesundheit

連邦交通・デジタル社会資本省（BMVI）
Bundesministerium für Verkehr und 

Digitale Infrastruktur

連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省（ BMUB ）
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit

AA省管轄研究所（1研究所）外務省（AA）
Auswärtiges Amt

ドイツ航空宇宙センター（DLR）
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V

BMWi省管轄研究所（3研究所）

連邦放射線防護庁（BfS）
Bundesamt für Strahlenschutz

BMEL省管轄研究所（5研究所）

BMVg省管轄研究所（5研究所）

BMG省管轄研究所（5研究所）

BMUB省管轄研究所（3研究所）

Ⅲ



232

Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-4 フランス　France

26-4-1	 フランス	総括　France	summary

兆円 億円 億円

元('89)

２('90)

３('91)

４('92)

５('93)

６('94)

７('95)

８('96)

９('97)

❖

注） １. Ａは研究費の対国内総生産比（b/a）、Ｂは研究費の政府負担割合（c/b）、

注） １. Ｃは国防を除く研究費の政府負担割合（（c-d）/（b-d））、

注） １. Ｄは政府負担研究費の対国内総生産比（c/a）である。

注） ２. 研究費及び研究者数は人文・社会科学を含む。

注） ３. 政府負担研究費は研究費及び政府負担研究費割合より文部科学省で試算

注） ４. 国防研究費は国の国防関連研究予算額を使用している。

注） ５. ❖印は暫定値である。

年度

項目 政 府 負 担（c）国内総生産（a） 研 究 費（b）

10億ﾕｰﾛ 百万ﾕｰﾛ百万ﾕｰﾛ

＊
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

研究者数 人　口

億円 人 万人

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

(％) (％) (％) (％)

国防研究費（d）

百万ﾕｰﾛ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-4-2	 フランス	組織別研究費の推移　R&D	expenditures	by	performance	sector	in	France

（単位： 百万ユーロ  million euro）

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 組織別研究費は、総額と各構成比より文部科学省で試算

注） ３. 国立科学研究センター（CNRS）は、大学等に含む。

注） ４. ❖印は暫定値である。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

総　 額
区分

年度

非営利民営研究機関産　 業 政　 府 大　学　等
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-4-3	 フランス	負担源別研究費割合の推移　R&D	expenditures	by	source	of	funds	in	France

（単位： 百万ユーロ  million euro，割合  ％）

区分

年度

注）人文・社会科学を含む。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

その他国内 外　　国総　　額 産　　業 政　　府
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-4-4	 フランス	性格別研究費の推移　R&D	expenditures	by	type	of	activity	in	France

（単位： 百万ユーロ  million euro）

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. (　)は、構成比％である｡

注） ３. 2010年度と2011年度は、いずれの区分にも分類されない研究費が含まれるため、合計は100％にはならない。

資料： OECD, R&D database, March 2014.

応　　　用 開　　　発基　　　礎
区分

年度

総　　額
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-4-5	 フランス	組織別研究者数の推移　Number	of	researchers	by	research	sector	in	France

（単位： 人  persons）

注）１．人文・社会科学を含む。

注）２．1997年以降、「政府」には防衛関係の研究者数は含まれない。

注）３．国立科学研究センター（CNRS）は、大学等に含む。

資料： OECD, R&D database, March 2014.

非営利民営研究機関産　 業 政　 府 大 　学　等

年

区分
総　 数
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-4-6	 フランス	科学技術行政機構図　S&T	administrative	organizational	charts	in	France

大統領
Président de la République

26-4-6 フランス 科学技術行政機構図 S&T administrative organizational charts in France

研究戦略会議
Conseil stratégique de la recherche

研究・高等教育評価機構（AERES）*
Agence d’Evaluation de la

Recherche et de l’Enseignement Supérieur

原子力安全情報・透明性高等委員会
Haut comité pour la transparence et
l’information sur la sécurité nucléaire

首相
Premier Ministre

戦略・フォーサイト庁（CGSP）
Commissariat général à la stratégie 

et à la prospective

① ②

大学
Universités

グラン・ゼコール
Grandes Ecoles

高等教育・就職指導総局
Direction générale pour l'enseignement 
supérieur et l’insertion professionnelle 

研究・イノベーション総局
Direction générale de la recherche 

et de l'innovation 

国立研究機構（ANR）
Agence Nationale de la Recherche

科学技術観測所（OST）
Observatoire des Sciences et des

Technologies

科学技術高等研究院（IHEST）
Institut des Hautes Etudes pour la Science et 

la Technologie

国家高等教育研究審議会（CNESER）
Conseil National de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche

研究・技術高等審議会（CSRT）
Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologies

国民教育・高等教育・研究省
Ministère de l'Éducation nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche

外務省
Ministère des Affaires étrangères

*研究・高等教育評価のための高等評議会
Haut conseil de l‘évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur へ再編予定

実線: 所掌関係
破線: 諮問機関

◎
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

国立情報科学・自動化研究所（INRIA）
Institut National de la Recherche en

Informatique et en Automatique

原子力・代替エネルギー庁（CEA）
Commissariat à l’énergie atomique

et aux énergies alternatives

経済・生産再建・デジタル省
Ministre de l’Économie, 

du Redressement productif et du Numérique

①

国立統計経済研究所（INSEE）
Institut National de la Statistique et des

Études Économiques

環境・省エネルギー機構（ADEME）
Agence de l’Environnement et de la

Maîtrise de l’Energie

国立農学研究所（INRA）
Institut National de la Recherche

Agronomique

国立海洋開発研究所（IFREMER）
Institut Français de Recherche pour

l’Exploitation de la Mer

国立自然史博物館
Le Muséum National d’Histoire naturelle

国立航空宇宙研究所（ONERA）
Office National d’Études et de

Recherches Aérospatiales

科学産業都市
Cité des Sciences et de l’Industrie

国立科学研究センター（CNRS）
Centre National de la Recherche

Scientifique

国立宇宙研究センター（CNES）
Centre National d’Etudes Spatiales

②

国防省
Ministère de la Défence

公共投資銀行（BPI）
Banque publique d’investissement

エコロジー・持続可能な開発・エネルギー省
Ministère de l’ Écologie, du Développement 

durable et de l’ Énergie 

農業・食品産業・森林省
Ministère de l’Agriculture de 

l’Agroalimentaire, et de la Forêt

社会問題・保健省
Ministère des Affaires sociales et de la 

santé

文化・通信省
Ministère de la Culture et de la 

Communication

国立保健医学研究所（INSERM）
Institut National de la Santé et de la 

Recherche Médicale

資料：科学技術振興機構研究開発戦略センター作成資料（平成26年６月）
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-5 英国　United Kingdom

26-5-1	 英国	総括　United	Kingdom	summary

兆円 億円 億円

※

※

元('89)

２('90)

３('91)

４('92)

５('93)

６('94)

７('95)

８('96)

９('97)

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽
❖

✽
❖

注） １. Ａは研究費の対国内総生産比（b/a）、Ｂは研究費の政府負担割合（c/b）、

注） １. Ｃは国防を除く研究費の政府負担割合（（c-d）/（b-d））、

注） １. Ｄは政府負担研究費の対国内総生産比（c/a）である。

注） ２. 研究費及び研究者数は人文・社会科学を含む。

注） ３. 政府負担研究費は研究費及び政府負担研究費割合より文部科学省で試算

注） ４. 国防研究費は国の国防関連研究予算額を使用している。

注） ５. ✽印は推計値、❖印は暫定値、※印はOECDによる推計値である。

百万ﾎﾟﾝﾄﾞ百万ﾎﾟﾝﾄﾞ

項目

10億ﾎﾟﾝﾄﾞ

国内総生産（a） 研 究 費（b） 政 府 負 担（c）

年度

＊
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

人　口

億円 万人

※

※

※

※

※

※

✽

✽

✽

✽

✽

✽

✽
❖

✽
❖

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

(％) (％)
百万ﾎﾟﾝﾄﾞ

国防研究費（d）

(％) (％)

研究者数

人

Ⅲ



242

Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-5-2	 英国	組織別研究費の推移　R&D	expenditures	by	performance	sector	in	the	UK

（単位： 百万ポンド  million pound）

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽
❖

✽
❖

✽
❖

✽
❖

✽
❖

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 組織別研究費は、総額と各構成比より文部科学省で試算

注） ３. ✽印は推計値、❖印は暫定値である。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

非営利民営研究機関産　 業 政　 府

年度

大　学　等総　 額
区分
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-5-3	 英国	負担源別研究費割合の推移　R&D	expenditures	by	source	of	funds	in	the	UK

（単位： 百万ポンド  million pound，割合  ％）

区分

年度

※

※

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽
❖

✽
❖

✽
❖

✽
❖

✽
❖

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. ✽印は推計値、❖印は暫定値、※印はOECDによる推計値である。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

政　　府 外　　国総　　額 産　　業 その他国内
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-5-4	 英国	組織別研究者数の推移　Number	of	researchers	by	research	sector	in	the	UK

（単位： 人  persons）

※

※

※

※ ✽

※ ✽

※ ✽

✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽
❖

✽
❖

✽
❖

✽
❖

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 各組織の研究者数の和と総数とが一致しない年がある。

注） ３. ※印はOECDによる推計値、❖印は暫定値、✽印は推計値である。

資料： OECD, R&D database, March 2014.

年

区分
非営利民営研究機関大 　学　等総　 数 産　 業 政　 府

うううう

うう

うううう

うううう
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-5-5	 英国	科学技術行政機構図　S&T	administrative	organizational	charts	in	the	UK26-5-5 英国（イングランド） 科学技術行政機構図 S&T administrative organizational charts in the UK

資料：科学技術振興機構研究開発戦略センター作成（平成26年６月）

芸術・人文学研究会議 （AHRC）
Arts and Humanities Research Council

科学技術会議（CST）
Council for Science and Technology バイオテクノロジー・生物科学研究会議（BBSRC）（8研究所）

Biotechnology and Biological Sciences Research Council

工学・物理科学研究会議（EPSRC）
Engineering and Physical Sciences Research Council

経済・社会研究会議（ESRC）
Economic and Social Research Council

医学研究会議（MRC）（3研究所、27ﾕﾆｯﾄ、26ｾﾝﾀｰ等）
Medical Research Council

自然環境研究会議（NERC）（6研究センター他）
Natural Environment Research Council

科学技術施設会議（STFC）
Science and Technology Facilities Council

英国知的財産庁（UKIPO）
UK Intellectual Property Office

政府主席科学顧問（GCSA）
Government Chief Scientific Adviser

英国宇宙局
UK Space Agency

王立工学アカデミー
The Royal Academy of Engineering

エネルギー技術研究所（ETI）
Energy Technologies Institute

技術戦略審議会（TSB）
Technology Strategy Board

国立測量局（NMO）
National Measurement Office

教育省（DfE）
Department for Education

イングランド高等教育資金会議* （HEFCE）
Higher Education Funding Council

王立協会
The Royal Society

英国学士院
The British Academy

環境・食糧・農村地域省（DEFRA）
Department for Environment, Food & Rural Affairs

保健省（DH）
Department of Health

財務省
HM Treasury

運輸省（DfT）
Department for Transport

国立衛生研究所（NIHR）
National Institute for Health Research

国民保健サービス（NHS）
National Health Service

健康研究戦略連携オフィス（OSCHR）
Office for Strategic Coordination of Health Research

ブリティッシュ・カウンシル
British Council

エネルギー気候変動省（DECC）
Department of Energy & Climate Change

外務省（FCO）
Foreign and Commonwealth Office

下院
House of 
Commons

上院科学技術委員会
House of Lords

Science and Technology Committee

下院科学技術委員会
House of Commons 

Science and Technology Committee 

ホライズンスキャニングセンター
Horizon Scanning Centre

政府科学庁（Go-Science）
Government Office for Science

国際開発省（DFID）
Department for International Development

上院（貴族院）
House of 

Lords 

議会科学技術局 （POST）
Parliamentary Office of Science and Technology

大学*
Universities

英国研究会議協議会（RCUK）
Research Councils UK

内閣
Cabinet

議会
Parliament

首相
Prime Minister

ビジネス・イノベーション・技能省（BIS）
Department for Business, Innovation & Skills

国防科学技術研究所（dstl）
Defence Science and Technology Laboratory

*高等教育は4つの地方（ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ、ｳｪｰﾙｽﾞ、北ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ）

に分権化されており、本機構図が示すように大学および高等教育資
金会議がビジネス・イノベーション・技能省（BIS）傘下に位置付けら

れるのは、イングランドにおいてのみ。

注）

国防省（MoD）
Ministry of Defence

(A)

(B)

(C)

(A) 政府主席科学顧問（GCSA）は、政府科学庁（Go-Science）の

長官でもある。
(B) 健康研究戦略連携オフィス（OSCHR）は、国立衛生研究所

（NIHR）と医学研究会議（MRC）の間に置かれ、両機関による

ファンディング戦略を調整する役割を担う。
(C) エネルギー技術研究所（ETI）は、ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・技能省

（BIS）、エネルギー気候変動省（DECC）、技術戦略審議会
（TSB）、工学・物理科学研究会議（EPSRC）の政府関係組織

と複数の民間企業の官民連携によって設立された。

国防企業センター（CDE）
Center for Defence 

Enterprise

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-6 中国　China

26-6-1	 中国	総括　China	summary

兆円 億円 億円

３('91)

４('92)

５('93)

６('94)

７('95)

８('96)

９('97)

※

注） １. Ａは研究費の対国内総生産比（b/a）、Ｂは研究費の政府負担割合（c/b）、

注） １. Ｃは国防を除く研究費の政府負担割合（（c-d）/（b-d））、

注） １. Ｄは政府負担研究費の対国内総生産比（c/a）である。

注） ２. 研究費及び研究者数は人文・社会科学を含む。

注） ３. 研究費には国防研究費が含まれる。

注） ４. 政府負担研究費は研究費及び政府負担研究費割合より文部科学省で試算

注） ５. 1991～2008年の研究者数はフラスカティ・マニュアルの研究者の定義には対応していない。

注） ６. ※印はOECDによる推計値である。

政 府 負 担（c）

百万元百万元年度

項目 国内総生産（a） 研 究 費（b）

10億元

＊ ＊ ＊＊

＊ ＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊

＊ ＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

人　口

億円 万人

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

研究者数

人
(％) (％)(％) (％)

国防研究費（d）

百万元

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-6-2	 中国	組織別研究費の推移　R&D	expenditures	by	performance	sector	in	China

（単位： 百万元  million yuan）

注） １. 「政府」と「大学等」は人文・社会科学を含むが、「産業」は人文・社会科学を含まない。

注） ２. 組織別研究費は、総額と各構成比より文部科学省で試算

注） ３. 1991～1999年度は、各組織の研究費の和と総数とが一致しない。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

区分
総　 額 非営利民営研究機関大　学　等産　 業 政　 府

年度

＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※
◯

＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※
◯
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-6-3	 中国	負担源別研究費割合の推移　R&D	expenditures	by	source	of	funds	in	China

（単位： 百万元  million yuan，割合  ％）

区分

年度

注） １．人文・社会科学を含む。

注） ２．各区分の割合の合計は100%にはならない。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

外　　国総　　額 産　　業 政　　府 その他国内

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-6-4	 中国	性格別研究費の推移　R&D	expenditures	by	type	of	activity	in	China

（単位： 百万元  million yuan）

総　　額

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 1991～1999年のデータは過小評価されている。

注） ３. （　）は、構成比％である｡

資料： OECD, R&D database, March 2014.

開　　　発

年度

区分
基　　　礎 応　　　用

＊※
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-6-5	 中国	組織別研究者数の推移　Number	of	researchers	by	research	sector	in	China

（単位： 人  persons）

注） １. 「政府」と「大学等」は人文・社会科学を含むが、「産業」は人文・社会科学を含まない。

注） ２. 1991～1999年は、各組織の研究者数の和と総数とが一致しない。

注） ３. 1991～1999年は、総数と産業の研究者数は過小評価されている。

注） ４. 1991～2008年の研究者数はフラスカティ・マニュアルの研究者の定義には対応していない。

資料： OECD, R&D database, March 2014.

政　 府 大 　学　等

年

区分
総　数 産　 業

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-6-6	 中国	科学技術行政機構図　S&T	administrative	organizational	charts	in	China

全国人民代表大会
National People’s Congress

国家発展･改革委員会
National Development and Reform Commission

中国科学技術情報研究所
Institute of Scientific & Technological Information of China

国家科学技術教育指導者グループ
State Leading Group for Science,

Technology and Education 

中国社会科学院
Chinese Academy of Social Sciences

中国工程院
Chinese Academy of Engineering

中国地震局
China Earthquake Administration

各省・市・自治区政府 Local Governments

中国科技発展戦略研究院（旧 科学技術促進発展研究中心）
Chinese Academy of Strategic Studies for S&T Development

中国農業科学院
Chinese Academy of Agricultural Sciences

研究所
Research
Institutions

教育部
Ministry of Education

交通運輸部
Ministry of Transport

農業部
Ministry of Agriculture

国防部
Ministry of Defense

水利部
Water Resources

財政部
Finance

中国国家航天局（CNSA）
China National Space Administration

科学技術委員会等
Science &Technology Commission

※ 国務院直属事業単位
（全13機関）

※ 地方政府

※ 国務院直属機構
（全15機関）

国家知識産権局
State Intellectual Property Office

中国気象科学研究院
Chinese  Academy of Meteorological Sciences

人力資源・社会保障部
Ministry of Human Resources and Social 

Security
国家外国専門家局

State Administration of Foreign Experts Affairs

国家エネルギー局
National Energy Bureau

軍事科学院
Academy of  Military Sciences

国家中央軍事委員会
PRC Central Military 

Commission

中共中央軍事委員会
CPC Central Military 

Commission

国務院
State Council

科学技術部
Ministry of Science and Technology

26-6-6  中国 科学技術行政機構図 S&T administrative organizational charts in Rep. of China

資料：科学技術振興機構研究開発戦略センター作成（平成26年６月）

中国医学科学院
Chinese Academy of Medical Sciences

大学
Universities

国家海洋局
State Oceanic Administration

中国環境科学院
Chinese Research Academy of Environmental Sciences

研究所
Research
Institutions

研究所
Research
Institutions

国家中医薬管理局
State Administration of Traditional Chinese Medicine

国防科学技術工業局
State Administration for S&T and Industry for National Defense

工業・情報化部
Ministry of Industry and Information 

中国国家原子能機構（CAEA）
China Atomic Energy Authority

国土資源部
Land and Resources

環境保護部
Ministry of Environmental Protection

国家衛生・計画出産委員会
National Health and Family Planning Commission

その他部・委員会（全25機関）

国家統計局
State Statistics Bureau

中国気象局
China Meteorological Administration

国家自然科学基金委員会
National Natural Science Foundation of China

国務院発展研究センター
Development Research Center

中国科学院 （CAS）
Chinese Academy of Science

中国気象局
China Meteorological Administration

注： 軍関係の組織は中国共産党の機関であるため、
政府との関係は破線にて示している。

国家食品薬品監督管理局
China Food & Drug Administration

国家原子力安全局
National Nuclear Safety Administration
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

Ⅲ



254

Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-7 韓国　Rep. of Korea

26-7-1	 韓国	総括　Republic	of	Korea	summary

兆円 億円 億円

３('91)

４('92)

５('93)

６('94)

７('95)

８('96)

９('97)

※

注） １. Ａは研究費の対国内総生産比（b/a）、Ｂは研究費の政府負担割合（c/b）、

注） １. Ｃは国防を除く研究費の政府負担割合（（c-d）/（b-d））、

注） １. Ｄは政府負担研究費の対国内総生産比（c/a）である。

注） ２. 2007年度以降の研究費（政府負担分含む）及び研究者数は人文・社会科学を含む。

注） ３. 政府負担研究費は研究費及び政府負担研究費割合より文部科学省で試算

注） ４. ✽印は推計値、※印はOECDによる推計値である。

政 府 負 担（c）研 究 費（b）

年度 兆ｳｫﾝ 億ｳｫﾝ

項目

億ｳｫﾝ

国内総生産（a）

＊ ＊ ＊＊

＊ ＊ ＊＊
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

研究者数 人　口

億円 人 万人

✽

✽

✽

✽

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

国防研究費（d）

(％)(％)
億ｳｫﾝ

(％) (％)

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-7-2	 韓国	組織別研究費の推移　R&D	expenditures	by	performance	sector	in	Republic	of	Korea

（単位： 百万ウォン  million won）

年度

注） １. 200７年度以降は人文・社会科学を含む。

注） ２. 組織別研究費は、総額と各構成比より文部科学省で試算

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

非営利民営研究機関大　学　等政　 府産　 業
区分

総　 額

＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※
◯

＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※
◯
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-7-3	 韓国	負担源別研究費割合の推移　R&D	expenditures	by	source	of	funds	in	Republic	of	Korea

（単位： 百万ウォン  million won，割合  ％）

区分

年度

注） 200７年度以降は人文・社会科学を含む。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

外　　国総　　額 産　　業 政　　府 その他国内
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-7-4	 韓国	性格別研究費の推移　R&D	expenditures	by	type	of	activity	in	Republic	of	Korea

（単位： 百万ウォン  million won）

総　 額

注） １. 2007年度以降は人文・社会科学を含む。

注） ２. （　）は、構成比％である｡

資料： OECD, R&D database, March 2014.

開　　　発

年度

区分
基　　　礎 応　　　用

＊※

＊※

＊※
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-7-5	 韓国	組織別研究者数の推移　Number	of	researchers	by	research	sector	in	Republic	of	Korea

（単位： 人  persons）

注） 2007年度以降は人文・社会科学を含む。

資料： OECD, R&D database, March 2014.

非営利民営研究機関政　 府 大 　学　等総　 数 産　 業

年

区分

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-7-6	 韓国	科学技術行政機構図　S&T	administrative	organizational	charts	in	Republic	of	Korea

大統領
President

韓国科学技術研究院（KIST）
Korea Institute of Science and Technology

韓国航空宇宙研究院（KARI）
Korea Aerospace Research Institute

韓国原子力研究院（KAERI）
Korea Atomic Energy Research Institute

国家核融合研究所（NFRI）
National Fusion Research Institute

韓国生命工学研究院（KRIBB）
Korea Research Institute of 

Bioscience and Biotechnology 
韓国科学技術情報研究院（KISTI）

Korea Institute of Science 
and Technology Information
韓国電子通信研究院（ETRI）

Electronics and Telecommunications 
Research Institute

韓国機械研究院（KIMM）
Korea Institute of Machinery 

and Materials

企画財政部
Ministry of Strategy and Finance

国務総理
Prime Minister

大学
Universities

未来創造科学部
Ministry of Science, ICT and Future Planning

国家科学技術審議会（NSTC）
National Science and Technology Council

国家科学技術諮問会議（PACST）
Presidential Advisory 

Council on Science & Technology

科学技術政策研究院（STEPI）
Science and Technology Policy Institute 等

未来戦略首席秘書官
Senior Secretary to the President for Future Strategy 

26-7-6 韓国 科学技術行政機構図 S&T administrative organizational charts in Rep. of Korea

資料：科学技術振興機構研究開発戦略センター作成（平成26年６月）

放送通信委員会
Korea Communications Commission

食品医薬品安全処
Ministry of Food and Drug Safety

原子力安全委員会
Nuclear Safety and Security Commission

（委員長：国務総理＋有識者、幹事：未来創造科学大臣）

等

※ただし、科学技術院に分類される大学は
未来創造科学部所管

国防科学研究所
Agency for Defense Development

防衛事業庁
Defense Acquisition 

Program Agency

韓国科学技術企画評価院
（KISTEP）

Korea Institute of S&T
Evaluation and Planning

科学技術秘書官
Secretary to the President for S&T

情報放送通信秘書官
Secretary to the President for Information,

Broadcasting & Communication 

気候環境秘書官
Secretary to the President for 

Climate and Environment

基礎科学研究院（IBS）
Institute for Basic Science

韓国研究財団（NRF）
National Research 

Foundation of Korea

韓国研究開発特区振興財団
Innopolis Foundation

韓国科学創意財団
Korea Foundation for 

Advancement of Science and Creativity

国家科学技術研究会

保健福祉部
Ministry of Health and Welfare

貿易通商資源部
Ministry of Trade, Industry and Energy

農林畜産食品部
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

教育部
Ministry of Education

海洋水産部
Ministry of Oceans and Fisheries

国防部
Ministry of National Defense

環境部
Ministry of Environment

国土交通部
Ministry of Land, Infrastructure and Transport
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-8 ロシア　Russian Federation

26-8-1	 ロシア	総括　Russian	Federation	summary

兆円 億円 億円

５('93)

６('94)

７('95)

８('96)

９('97)

注） １. Ａは研究費の対国内総生産比（b/a）、Ｂは研究費の政府負担割合（c/b）、

注） １. Ｃは国防を除く研究費の政府負担割合（（c-d）/（b-d））、

注） １. Ｄは政府負担研究費の対国内総生産比（c/a）である。

注） ２. 研究費及び研究者数は人文・社会科学を含む。

注） ３. 政府負担研究費は研究費及び政府負担研究費割合より文部科学省で試算

政 府 負 担（c）国内総生産（a） 研 究 費（b）

年度 10億ﾙｰﾌﾞﾙ 億ﾙｰﾌﾞﾙ

項目

億ﾙｰﾌﾞﾙ

＊ ＊ ＊＊

＊ ＊ ＊＊
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

研究者数 人　口

億円 人 万人

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

国防研究費（d）

(％)(％)
億ﾙｰﾌﾞﾙ

(％) (％)

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-8-2	 ロシア	組織別研究費の推移　R&D	expenditures	by	performance	sector	in	Russian	Federation

（単位： 百万ルーブル  million ruble）

年度

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 組織別研究費は、総額と各構成比より文部科学省で試算

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

区分
非営利民営研究機関大　学　等政　 府産　 業総　 額

＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※
◯

＊※＊※＊※＊※＊※＊※＊※
◯
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-8-3	 ロシア	負担源別研究費割合の推移 

R&D	expenditures	by	source	of	funds	in	Russian	Federation

（単位： 百万ルーブル  million ruble，割合  ％）

区分

年度

注） 人文・社会科学を含む。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

外　　国総　　額 産　　業 政　　府 その他国内

＊※
民

うううううううううう
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-8-4	 ロシア	性格別研究費の推移　R&D	expenditures	by	type	of	activity	in	Russian	Federation

（単位： 百万ルーブル  million ruble）

総　　額

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. (　)は、構成比％である｡

資料： OECD, R&D database, March 2014.

開　　　発基　　　礎 応　　　用
区分

年度
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26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

26-8-5	 ロシア	組織別研究者数の推移 

Number	of	researchers	by	research	sector	in	Russian	Federation

（単位： 人  persons）

注） 人文・社会科学を含む。

資料： OECD, R&D database, March 2014.

非営利民営研究機関大 　学　等政　 府総　 数 産　 業

年

区分

＊※
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-8-6	 ロシア	科学技術行政機構図 

S&T	administrative	organizational	charts	in	Russian	Federationロシア 科学技術行政機構図

 
大統領 

President 
 

 
連邦首相府 
Government 

 

 
科学・ハイテク・教育局 

Department of Science, High Technology and Education  
 

科学教育評議会 
Council for Science and Education 

経済近代化・イノベーション発展評議会 
Council for Economic Modernization and Innovative Development  

国防省 
Ministry of Defense 

  
外務省 

Ministry of Foreign Affairs 
 

 
教育科学省 

Ministry of Education and Science 
 

 
国営原子力公社ロスアトム 

The State Atomic Energy Corporation ROSATOM 
 

国立研究センター・クルチャトフ研究所 
National Research Center ”Kurchatov Institute”  

連邦知的財産庁（Rospatent） 
Federal Service for Intellectual Property 

 
連邦教育・科学監督庁 (Rosobrnadzor) 

Federal Education and Science Supervision Service 
 

 
高等教育機関 (大学等) 

Higher Education Institutions 
 

ロシア科学アカデミー 
Russian Academy of Sciences 

 
シベリア支部 

Siberian Branch 
 

ウラル支部 
Ural Branch 

極東支部 
Far Eastern Branch 

 
研究所 

 
 

研究所 
 
 

研究所 
 
 

研究所 
 

 
ロシア基礎研究基金(RFBR) 

Russian Foundation for Basic Research 
 

 
保健省 

Ministry of Healthcare 
  

経済発展省 
Ministry of Economic Development 

 

 
財務省 

Ministry of Finance 
 

民間防衛・非常事態災害復旧省 
Ministry of Civil Defense, Emergencies and Disaster Relief  

政府所管の行政機関 
連邦環境･技術・原子力監督庁 

Federal Service for Environmental, Technological  
and Nuclear Supervision (Rostekhnadzor) 

連邦宇宙局（ロスコスモス） 
Federal Space Agency (ROSCOSMOS) 

 
大統領府付属科学教育政策局 

Presidential Directorate for Science and Education Policy 
 

 
連邦医療・生物学局 

Federal MedicalBiological Agency 
 

ロスナノ 
Russian Corporation of Nanotechnologies ”RUSNANO” 

政府が100％株式保有（今後、売却していく方針） 

資料：科学技術振興機構研究開発戦略センター作成資料（平成 年６月）

 
モスクワ国立大学 

Moscow State University 
  

サンクトペテルブルク国立大学 
Saint Petersburg State University 

 

高等資格審査委員会 (VAK) 
Higher Attestation Commission 

 
ロシア科学基金 (RSF) 

Russian Science Foundation 
 

 
ロシア人文科学基金(RFH) 

Russian Foundation for Humanities 
 

 
先進研究基金 (ARF) 

Advanced Research Foundation 
 

 
連邦科学機関局 

Federal Agency for Scientific Organizations 
 

実線は所掌関係、点線は上下関係にはないが業務上関連し
ていることを意味する。なお、行政機関ではないファンディン
グ機関等についても表示している。 

注） 
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26-9 カナダ　Canada

26-9-1	 カナダ	組織別研究費の推移　R&D	expenditures	by	performance	sector	in	Canada

（単位： 百万ドル  million C dollar）

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 組織別研究費は、総額と各構成比より文部科学省で試算

注） ３. ❖印は暫定値である。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

産　 業 政　 府 大　学　等 非営利民営研究機関

年度

区分
総　 額

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-9-2	 カナダ	負担源別研究費割合の推移　R&D	expenditures	by	source	of	funds	in	Canada

（単位： 百万ドル  million C $，割合  ％）

区分

年度

※ ※

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

❖ ❖
✽
❖

✽
❖ ❖

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. ❖印は暫定値、✽は推計値、※はOECDによる推計値である。

資料： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

外　　国総　　額 産　　業 政　　府 その他国内
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26．各国の科学技術の概要
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26-9-3	 カナダ	組織別研究者数の推移　Number	of	researchers	by	research	sector	in	Canada

（単位： 人  persons）

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

注） １. 人文・社会科学は、「政府」と「大学等」では含まれるが、「産業」と「非営利民間研究機関」では含まれない。

注） ２. ❖印は暫定値である。

資料： OECD, R&D database, March 2014.

区分

年

非営利民営研究機関総　 数 産　 業 政　 府 大 　学　等

＊※

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-9-4	 カナダ	科学技術行政機構図　S&T	administrative	organizational	charts	in	Canada

首 相
Prime Minister

科学技術イノベーション会議（STIC）
Science, Technology and Innovation Council

(R)

(Advisory Body to the 
Government of Canada)

(F/R)

(F)

(F)

(R)

26-9-4  カナダ 科学技術行政機構図 S&T administrative organizational charts in Canada

注）
◎科学技術イノベーション会議は、産

業省が事務局を担っているが、産業
省のみならずカナダ連邦政府に対し
科学技術イノベーションに関する助言
等を行っている。

◎政府系公的機関の記載
（R）：研究機関
（F）：ファンディング機関
実線：連邦政府への報告義務等を有

する公的機関
破線：連邦政府への報告義務等はな

く独立して運営されている機関
（財政的支援を除く。）

宇宙庁（CSA）
Canadian Space Agency

国立研究機構(NRC)
National Research Council Canada

自然科学・工学研究機構（NSERC）
Natural Sciences and Engineering

Research Council of Canada

社会科学・人文科学研究機構（SSHRC）
Social Sciences and Humanities

Research Council Canada

統計局
Statistics Canada

カナダ・イノベーション基金（CFI）
Canada Foundation for Innovation

ゲノム・カナダ
Genome Canada

資料：科学技術振興機構研究開発戦略センター作成（平成26年６月）

(R)

(F)

(F/R)

(R)

内 閣
Cabinet

(R)

(F)

カナダ学術会議
Council of Canadian Academies

カナダ保健研究機構（CIHR）
Canadian Institutes of Health Research

保 健 省
Health Canada

天然資源省
Natural Resources Canada

漁業海洋省
Fisheries and Oceans Canada

環境省
Environment Canada

運輸省
Transport Canada

国防省
National Defence

国防研究開発機関（DRDC）
Defence Research and Development Canada 

農務・農産食品省
Agriculture and 

Agri-Food Canada

外務・貿易・開発省
Foreign Affairs, Trade and 

Development Canada

国際開発研究センター（IDRC）
International Development Research Centre

カナダ原子力公社（AECL）
Atomic Energy of Canada Limited

産 業 省
Industry Canada



273

26．各国の科学技術の概要

Outline of R&D activities in selected countries

Ⅲ



274

Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

26-10 その他の国 / 地域　Other countries/regions

億円

(百万豪ﾄﾞﾙ, miliion A$)

 オーストラリア

✽

(百万ﾕｰﾛ, miliion euro)

 オーストリア ✽

❖✽

❖✽ ❖✽

(百万ﾕｰﾛ, miliion euro)

 ベルギー

❖

(百万ﾚｱﾙ, miliion real)

 ブラジル

(百万加ﾄﾞﾙ, miliion C$)

 カ ナ ダ ✽

✽

❖ ❖✽

(百万ﾁｪｺ・ｺルﾅ, miliion Czech koruna)

 チ ェ コ

❖ ❖

(百万ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｸﾛｰﾈ, miliion D. krone)

 デンマーク

❖✽ ❖✽

(百万ﾕｰﾛ, miliion euro)

 フィンランド

(百万ﾕｰﾛ, miliion euro)

 ギリシャ

(百万ﾌｫﾘﾝﾄ, miliion Forint)

 ハンガリー

(百万ｸﾛｰﾅ, miliion I. krona)

アイスランド

注） １. 研究費対国内総生産 （GDP） 比は研究費総額及び国内総生産（GDP）の値より文部科学省で試算

注） ２. 人口1万人当たり研究者数は人口及び研究者数の値より文部科学省で試算

注） ３. 研究者1人当たり研究費は研究費及び研究者数の値より文部科学省で試算

注） ４. ❖印は暫定値、✽印は推計値である。

政府負担割合

（％）

項目

国/地域，年度/年
Country/Region，

研究費

現地通貨

※＊

※＊
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研究費
対国内総生産 （GDP） 比

人口1万人当たり
研究者数

研究者１人当たり
研究費

人 万円

✽

❖✽

❖

❖

❖

❖✽

資料：ブラジル： （人口）UN, Demographic Yearbook 2012.

資料　　　　　 ：  （研究費、政府負担割合、GDP及び研究者数）UNESCO Institute for Statistics S&T database

資料：その他の国： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

研究者数

人

Ⅲ
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億円

(百万ﾙﾋﾟｰ, miliion rupee)

 イ ン ド 

✽ ✽

✽ ✽

(百万ﾙﾋﾟｱ, miliion rupiah)

 インドネシア

✽

(百万ﾕｰﾛ, miliion euro)

 アイルランド ✽ ✽

✽ ✽

✽ ✽

 (百万新シェケル, miliion New Israel Sheqel)                             

イスラエル

(百万ﾕｰﾛ, miliion euro)

 イタリア

❖

(百万ﾘﾝｷﾞ, miliion ringgit)

 マレーシア

(百万ﾒｷｼｺﾍﾟｿ, miliion peso)

 メキシコ

(百万ﾕｰﾛ, miliion euro)

 オランダ

(百万ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ, miliion NZ$)

 ニュージーランド

(百万ｸﾛｰﾈ, miliion N. krone)

 ノルウェー

注） １. 研究費対国内総生産 （GDP） 比は研究費総額及び国内総生産（GDP）の値より文部科学省で試算

注） ２. 人口1万人当たり研究者数は人口及び研究者数の値より文部科学省で試算

注） ３. 研究者1人当たり研究費は研究費及び研究者数の値より文部科学省で試算

注） ４. インドの政府負担割合は過大評価されている。

注） ５. イスラエルの研究費、政府負担割合、研究者数は防衛関連を含まない。

注） ６. ❖印は暫定値、✽印は推計値である。

政府負担割合

（％）
国/地域，年度/年
Country/Region，

項目
研究費

現地通貨

＊

※＊＊※＊＊
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研究費
対国内総生産 （GDP） 比

人口1万人当たり
研究者数

研究者１人当たり
研究費

人 万円

✽

✽

✽

✽

❖

資料：インド、インドネシア及びマレーシア： （人口）UN, Demographic Yearbook 2012.

（研究費、政府負担割合、GDP及び研究者数）UNESCO Institute for Statistics S&T database

資料：その他の国： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

研究者数

人

Ⅲ
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億円

(百万ｽﾞｳｫﾃｨ, miliion zloty)

 ポーランド

(百万ﾕｰﾛ, miliion euro)

 ポルトガル

❖

(百万ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ, miliion S$)

 シンガポール

(百万ﾗﾝﾄﾞ miliion rand)

 南アフリカ

(百万ﾕｰﾛ, miliion euro)

 スペイン

(百万ｸﾛｰﾈ, miliion S. krona)

 スウェーデン ✽

✽

(百万ｽｲｽﾌﾗﾝ, miliion S. franc)

 ス イ ス

(百万新台湾ﾄﾞﾙ, miliion NT$)

 台　　　湾

(百万ﾊﾞｰﾂ, miliion baht)

 タ　　　イ

(百万新ﾄﾙｺﾘﾗ, miliion New T. lira)

 ト ル コ

注） １. 研究費対国内総生産 （GDP） 比は研究費総額及び国内総生産（GDP）の値より文部科学省で試算

注） ２. 人口1万人当たり研究者数は人口及び研究者数の値より文部科学省で試算

注） ３. 研究者1人当たり研究費は研究費及び研究者数の値より文部科学省で試算

注） ４. スウェーデンの研究者数は過小評価されている。

注） ５. ❖印は暫定値、✽印は推計値である。

国/地域，年度
Country/Region，

項目
研究費 政府負担割合

現地通貨 （％）
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研究費
対国内総生産 （GDP） 比

人口1万人当たり
研究者数

研究者１人当たり
研究費

人 万円

❖

❖

✽

✽

資料：タイ： （人口）UN, Demographic Yearbook 2012.

資料 　　：  （研究費、政府負担割合、GDP及び研究者数）UNESCO Institute for Statistics S&T database

資料：台湾：米ドルから新台湾ドルへの為替レートは中央銀行「Finantial Statistics」による。

資料：その他の国・地域： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

研究者数

人

Ⅲ
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27．科学技術関係予算　S&T budget

年度

国

 日　　本 （億円）

 米　　国
（百万ドル）

（億円）

 ド イ ツ
（百万ユーロ）

（億円）

 フランス
（百万ユーロ）

（億円）

 英　　国
（百万ポンド）

（億円）

 ＥＵ－15
（百万ユーロ）

✽

（億円）

 ＥＵ－28
（百万ユーロ）

✽ ✽ ✽ ✽

（億円）

 中　　国
（億元）

（億円）

 韓　　国
（億ウォン）

（億円）

 カ ナ ダ
（百万ドル）

（億円）

 ロ　シ　ア
（百万ルーブル）

（億円）

注） １. 各年度とも当初予算である。

注） ２. ❖印は暫定値、✽印は推計値である。

※ ※ ※ ※※ ※ ※
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27．科学技術関係予算

S&T budget

❖

❖

✽

資料： 日本： 文部科学省科学技術・学術戦略官付（制度改革・調査担当）調べ。

資料： EU： Eurostat database

資料： 中国： 科学技術部「中国科技統計数据」

資料： その他の国： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

※ ※※ ※

❖ 

Ⅲ



282

Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

28．研究費　R&D expenditures

28-1 組織別研究費の推移　R&D expenditures by research sector

構成比 構成比
（％） （％）

日　　本　　Japan

　（億円， 100  million  yen）

　うち　自然科学のみ

　（億円， 100  million  yen）

米　　国　　United  States

　（百万ドル， million  dollar）

❖

ド イ ツ　　Germany

　（百万ユーロ， million  euro）

✽

フランス　　France

　（百万ユーロ， million  euro）

❖

英　　国　　 ✽

　（百万ポンド， million  pound）

✽
❖

ＥＵ － １５ ✽

　（百万ユーロ， million  euro） ✽

✽

ＥＵ － ２８ ✽

　（百万ユーロ， million  euro） ✽

✽

中　　国　　China

　（百万元， million  yuan）

韓　　国　　Rep. of  Korea

　（百万ウォン， million  won）

カ ナ ダ　　Canada

　（百万加ドル， million  C$）

❖

ロ シ ア　　Russian  Federation

　（百万ルーブル， million  ruble）

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 日本を除く各国の組織別研究費は、総額と各構成比より文部科学省で試算

注） ３. ドイツの「非営利民営研究機関」の研究費は、「政府」に含まれている｡

注） ４. ❖印は暫定値、✽印は推計値である。

国, 年度
政　　府産　　業区分
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28．研究費

R&D expenditures

構成比 構成比 構成比
（％） （％） （％）

資料： 日本： 総務省統計局「科学技術研究調査報告」

資料： EU： Eurostat database

資料： その他の国： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

大　　学　　等 非営利民営研究機関 総　　額

Ⅲ
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Indicators of S&T in selected countries

28-2 性格別研究費割合　R&D expenditures by research sector and type of activity

基礎研究 応用研究 開発研究 基礎研究 応用研究 開発研究

 日　　本

 米　　国

 ド イ ツ

 フランス

 英　　国

 中　　国

 韓　　国

 ロシア

注） １. 日本を除き、各国とも人文・社会科学が含まれている。

注） ２. ドイツは応用研究と開発研究の区別がない。

注） ３. 米国の2010-2012年度の非営利民営研究機関の値は推計値、

　　　　2012年度の値は暫定値である。

注） ４. 英国の2009-2011年度の値は推計値である。

産　 業区分
Sector，

国，年度
Country， FY

全   体



285

28．研究費

R&D expenditures

（単位： ％）

基礎研究 応用研究 開発研究 基礎研究 応用研究 開発研究 基礎研究 応用研究 開発研究

資料： 日本： 総務省統計局「科学技術研究調査報告」

資料： その他の国： OECD, R&D database, April 2014.

政府研究機関 大   学   等 非営利民営研究機関

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

29．研究人材　R&D personnel

29-1 組織別研究者数の推移　Number of researchers by research sector

構成比 構成比
（％） （％）

 日　　本　　Japan

 米　　国　　United  States

 ド イ ツ　　Germany ✽

✽ ✽

 フランス　　France

 英　　国　　

✽❖

 ＥＵ－１５

 ＥＵ－２８

 中　　国　　China

 韓　　国　　

 カ ナ ダ　　Canada

❖ ❖

 ロ シ ア　　Russian  Federation

イ ン ド　　India

注） １. 人文・社会科学を含む。

注） ２. 日本の値は各年とも3月31日現在である。

注） ３. ドイツの「民営研究機関」の研究者数は、「政府」に含まれる｡

注） ４. 英国の「政府」には、政府各省・研究会議を含む｡

注） ５. 韓国の「政府」は､政府支援研究機関､国公立病院を含む｡

注） ６. インドの高等教育は推定値。また「非営利民営研究機関」の研究者数は「産業」に含まれる。

注） ７. 米国、 EU-15、EU-28は各組織の研究者数の和と総数とが一致しない年がある。

注） ８. ❖印は暫定値、✽は推計値、※印はOECDによる推計値である。

国，年
区分 産　　業 政　　府
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29．研究人材

R&D personnel

構成比 構成比 構成比
（％） （％） （％）

※

※

※

✽

✽ ✽

✽ ✽

✽❖ ✽❖ ✽❖

❖ ❖ ❖

✽

✽

✽

（単位： 人  persons）

資料： 日本： 総務省統計局「科学技術研究調査報告」

大　　学　　等 非営利民営研究機関 合　　計

資料： その他の国： OECD, R&D database, April 2014.

　　　　インド: UNESCO Institute for Statistics S&T database

資料： EU： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

29-2 研究関係従業者数　Number of R&D personnel by kind of occupation29-2　研究関係従業者数　 Number of R&D personnel by kind of occupation

総　　　　計 研 　究 　者 技　 能　 者 その他の関係者

 日本

 米国

 ドイツ

 フランス

 英国

 中国

 韓国

 カナダ

 ロシア

 インド

注） １. 各国とも人文・社会科学が含まれている。（  ）内は構成比である。

注） ２. 日本の値は3月31日現在であり、「その他の関係者」は「研究補助者」と「研究事務その他の関係者」の合計である。

注） ３. 韓国の技術者は、研究補助者である。

注） ４. 米国の研究者の値は、OECDによる推計値である。

注） ５. EUの値はOECDによる推計値から求めた値である。

注） ６. カナダ、英国の値は暫定値である。

資料： 日本： 総務省統計局「科学技術研究調査報告」

資料： EU： OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

資料： インド： UNESCO Institute for Statistics S&T database

資料： その他の国： OECD, R&D database, April 2014.

（単位： 人  persons，％）

国，年
Country，Year

区分
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29．研究人材

R&D personnel

29-3 専攻分野別学位取得者数の推移　Number of degrees granted by field of science

国 年度 学位の種類 理    学 工　　学 農　　学 医・歯・薬・保健

 日本  学士　 

 修士　 

 博士　 

 米国  学士　 

 修士　 

 博士　 

 ドイツ  学士　 

 修士　 

 博士　 

 フランス  学士　 

 修士　 

 博士　 

 英国  学士　 

 修士　 

 博士　 

 韓国  学士　 

 修士　 

 博士　 

 ロシア  学士　 

 修士　 

 博士　 

注） １. 日本の学士は、2013年3月の大学学部卒業者数である。

　　 ２. 米国の博士の医・歯・薬・保健には、第一職業専門学位を含む｡ 

　　 ３. フランス及び韓国は、統計上、理学、工学、農学の区別がない。ロシア連邦の学士は、統計上、理学、工学の

　　 　　区別がない。

　　 ４. 英国は、大学及び高等教育カレッジの学位取得者数である｡

　　 ５. フランスは、本土及び海外県の値である。医・歯・薬学系の第一学位（Diplôme de docteur）は学士に含まれる。

　　 ６. ドイツの「学士」は、専門大学ディプローム及び学士の試験合格者数である｡従来「学士」に分類していた

　　ディプロームの学位取得者数は、年限に基づき修士相当の学位として「修士」に加えた。

出典： 文部科学省生涯学習政策局参事官付調べ、「学校基本調査報告書」、文部科学省大学振興課調べ

（単位： 人  persons）

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

30．ノーベル賞及びフィールズ賞の各国別受賞者数　 

  Number of Nobel Prize and Fields Prize winners by country

1901年 11年 21年 31年 41年 51年 61年 71年
～10年 ～20年 ～30年 ～40年 ～50年 ～60年 ～70年 ～80年

日 本

米 国

英 国

ド イ ツ

フ ラ ン ス

スウェーデン

ス イ ス

旧ソ連（ロシ
ア 含 む ）

オ ラ ン ダ

デ ンマー ク

カ ナ ダ

オーストリア

イ タ リ ア

ベ ル ギ ー

そ の 他

計

注） １. ノーベル賞は、自然科学分野の物理学、化学、生理学・医学の各賞のみとする。

　　　２. 受賞者の国名は国籍でカウントしている。但し、二重国籍者は、出生国でカウントしている（二つの国籍と出生国

　　　　　が異なる場合、国籍のうち、受賞時の主な研究拠点国でカウントしている）。

　　　　国際数学連合の資料には掲載されているため計上している。

　　　　　

　　 ３．2008年物理学賞受賞の南部陽一郎博士は、米国籍であることから、米国に計上している。

　　４．2011年受賞者の国籍及び出生国については、ノーベル財団が一部未公表であるため、当該情報が不明な受賞

　　　　者は、同財団が発表時に公表した授賞時の主な活動拠点国で計上している。

　　５．フィールズ賞において、ロシアのペレルマンが2006年の受賞を辞退しているものの、

資料：文部科学省振興企画課・基礎研究振興課調べ（ノーベル財団資料・国際数学連合資料 等）

国

項目 ノーベ
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30．ノーベル賞及びフィールズ賞の各国別受賞者数

  Number of Nobel Prize and Fields Prize winners by country 

　(単位： 人  persons)

ﾌｨｰﾙｽﾞ 賞

81年 91年 2001年 2011年 1901年 1946年 計 物理学 化学 生理学・医学 1936年

～90年 ～00年 ～10年 ～13年 ～45年 ～13年 ～2010年

ル賞

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

31．技術貿易額　Technology trade value

受取額 支払額 収支比 受取額 支払額 収支比 受取額 支払額 収支比

　注）１．邦貨への換算はIMF為替レートによる。
　　　２．日本(総務省統計局)は年度の数値である。
　　　３．日本(日本銀行)は1996年１月分統計から集計方法等が変更された。これに伴い、1991年以降の値も改訂された｡
　　　４．1990年以降のドイツの数値には旧東ドイツのものを含む。
　　　５．米国、ドイツ、英国の受取額、支払額の2012年の値は暫定値である。

米　　　　　　国日　 本 （日本銀行）

年
区分

国 日　 本 （総務省統計局）
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31．技術貿易額

Technology trade value

    (単位： 百万ドル  million dollar，（　）内の単位： 億円  100 million yen)

受取額 支払額 収支比 受取額 支払額 収支比 受取額 支払額 収支比

資料：日　  本　　日本銀行「国際収支統計季報」、「国際収支統計月報」、 「国際収支統計」
資料：日　　  本　　、総務省統計局「科学技術研究調査報告」

　　　３．日本(日本銀行)は1996年１月分統計から集計方法等が変更された。これに伴い、1991年以降の値も改訂された｡ 　　　  日本以外　OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2.

　英　  　　　　国ド  　　イ  　　ツ フ 　ラ 　ン 　ス

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

32．特許　Patents

32-1 特許件数の推移　Number of patents by country

32-1-1	 出願　Patent	applications

（単位： 万件  10,000 applications）

 日本

 オーストラリア

 ブラジル

 カナダ

 中国

 欧州特許庁

 フランス

 ドイツ

 インド

 メキシコ

 韓国

 ロシア 

 英国

 米国

注） 当該国の居住者又は非居住者による、当該国を指定国とするPCT国際特許出願に基づく国内・地域段階移行件数を含む。
資料： WIPO Statistics Database, December 2013.

24（'12）21（'09） 23（'11）国
年

15（'03） 22（'10）16（'04） 17（'05） 19（'07）18（'06） 20（'08）
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32．特許

Patents

32-1-2	 登録　Patent	grants

（単位： 万件  10,000 grants）

 日本

 オーストラリア

 ブラジル

 カナダ

 中国

 欧州特許庁

 フランス

 ドイツ

 インド

 メキシコ

 韓国

 ロシア 

 英国

 米国

注） 当該国の居住者又は非居住者による、当該国を指定国とするPCT国際特許出願に基づく登録件数を含む。
資料： WIPO Statistics Database, December 2013.

24（'12）国
年

15（'03） 23（'11）19（'07）18（'06） 20（'08） 22（'10）21（'09）16（'04） 17（'05）

Ⅲ
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Ⅲ　各国の科学技術

Indicators of S&T in selected countries

32-2 国籍別特許件数　Number of patents by applicant's nationality

32-2-1	 出願（2012 年）　Patent	applications（2012）

（単位： 件  applications）

日　　本 中　　国 フランス ド イ ツ 韓　　国 英　　国 米　　国
欧州

特許庁

日本

中国

フランス

ドイツ

韓国

英国

米国

外国人出願合計 （A）

出願数合計 （B）

（％）

注） PCT国際特許出願に基づく国内・地域段階移行件数を含む。

資料： WIPO Statistics Database, December 2013.

出願人の国籍

被出願国
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32．特許

Patents

32-2-2	 登録（2012 年）　Patent	grants（2012）

（単位： 件  grants）

日　　本 中　　国 フランス ド イ ツ 韓　　国 英　　国 米　　国
欧州

特許庁

日本

中国

フランス

ドイツ

韓国

英国

米国

外国人登録 （A）

全登録 （B）

（％）

注） PCT国際特許出願に基づく国内・地域段階移行件数を含む。

資料： WIPO Statistics Database, December 2013.

出願人の国籍

被出願国
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