施策目標に関する中長期的な目標と成果指標（２４年度実績評価用）
政策目標7 科学技術・学術政策の総合的な推進
施策目標（テーマ）

２ イノベーション創
出に向けた産業連
携の推進及び地域
科学技術の振興

達成目標

１ 大学、公的研究機関、産業界、地方
公共団体等が広く連携し、科学技術イノ
ベーションを創出するためのシステムを
構築する。

【担当課（関係課）】
科学技術・学術政策局産業連
携・地域支援課（研究振興局基
礎研究振興課）

【施策の概要】
産学官連携システムの
構築や大学等の研究成
果の実用化等により、科
学技術イノベーションを
創出し、被災地の復興、
再生に貢献するとともに
広く社会・国民へ還元す
る。

２ 産学官及び金融機関等の多様な関
係者の連携の下、大学等の研究成果の
実用化を促進する。

主な成果指標（アウトカム）／活動指標（アウトプット）
【成果指標（アウトカム）】
① 国公私立大学等における民間企業との共同研究の実施件数
（２３２年度実績：15,544件/目標：２４年度：約17,000件）
② 国公私立大学等における産学官連携本部等の整備状況
（２３２年度実績：230機関/目標：２４年度・約250機関）
③ 地域イノベーション戦略支援プログラム参加機関数（２３年度実績：‐/目標：２４年度・230
機関）
④ 地域イノベーション戦略支援プログラムによる事業化件数（２３年度実績：‐/目標：２４年
度・13件）
⑤ 大学発新産業創出拠点プロジェクトについては、有識者による委員会において24年中を
目処にに指標を設定予定
【活動指標（アウトプット）】
⑥ 産学官連携本部等支援機関数
（２３年度実績：48機関/目標：２４年度・47機関）
⑦ 産学官連携コーディネーター支援機関数
（２３年度実績：49機関/目標：２４年度・49機関）
⑧ 地域イノベーション戦略支援プログラムによる事業実施地域数
（２３年度実績：13地域‐/２４年度・24地域）
⑨ 先端的融合領域イノベーション創出拠点支援数
（２３年度実績：１２拠点/２４年度：１２拠点）
⑩ 大学発新産業創出拠点プログラムにおいて支援するポートフォリオ数
（目標：２４年度・７件程度）
【成果指標（アウトカム）】
①プログラム（研究成果最適展開支援プログラム（Ａ－ＳＴＥＰ））の研究開発終了課題につい
て、プログラムにより定めた期間が経過した時点で、適切なフェーズに至っている（他事業で
実施、企業または大学等独自にあるいは共同で実施、既に企業化、ベンチャー起業設立な
ど）と判断された割合
（２３年度実績：‐/目標：２４年度・３０％以上）
②プログラム（戦略的イノベーション創出推進プログラム（Ｓ－イノベ））の研究開発終了課題
について、プログラムにより定めた期間が経過した時点で、適切なフェーズに至っている（他
事業で実施、企業または大学等独自にあるいは共同で実施、既に企業化、ベンチャー起業
設立など）と判断された割合
（２３年度実績：‐/目標：３０年度：３０％以上）
③プログラム（産学共創基礎基盤研究プログラム）の研究開発終了課題について、プログラ
ムにより定めた期間が経過した時点で、適切なフェーズに至っている（他事業で実施、企業ま
たは大学等独自にあるいは共同で実施、既に企業化、ベンチャー起業設立など）と判断され
た割合
（２３年度実績：‐/目標：２５年度：３０％以上）
④特許化支援について、発明に対する目利き（調査・評価・助言・相談等）が的確であると回
答を得た割合（２３年度実績：９９％/目標：毎年度：９０％以上）
⑤マッチングの「場」等の実施について、制度利用者や参加者にアンケート調査を行い、各々
の技術移転に有効であったとの回答を得た割合（２２年度実績：８３％/目標：毎年度・８０％以
上）
⑥特許化支援実施後３年が経過した段階でのアンケート調査における、産と学のマッチング
率（２３年度実績：‐/目標：２４年度・２５％以上）
【活動指標（アウトプット）】
⑦プログラム（研究成果最適展開支援プログラム（Ａ－ＳＴＥＰ））の事後評価において、適切
に研究開発が進捗し、実用化に向けた次の研究開発フェーズに進むための十分な成果が得
られた割合 （２３年度実績：６５％/目標：２４年度・５０％以上）
⑧プログラム（戦略的イノベーション創出推進プログラム（Ｓ－イノベ））の中間評価において、
適切に研究開発が進捗し、実用化に向けた次の研究開発フェーズに進むための十分な成果
が得られた割合 （２３年度実績：７１％/目標：２４年度・７０％以上）
⑨プログラム（産学共創基礎基盤研究プログラム）の事後評価において、適切に研究開発が
進捗し、実用化に向けた次の研究開発フェーズに進むための十分な成果が得られた割合
（２３年度実績：‐/目標：２４年度・６０％以上）
⑩外国特許出願支援において支援した発明の特許になった割合（２３年度実績：88.9％/目
標：毎年度・８０％以上）
⑪あっせん・実施許諾を行った契約の対象特許件数（２３年度実績：221件/目標：毎年度・２０
０件以上）

３ 大学等の革新的技術シーズの実用
化により、被災地の復興、再生に貢献す
る

【成果指標（アウトカム）】
① 地域イノベーション戦略支援プログラム参加機関数（目標：２４年度・30機関）
② プログラムの研究開発終了課題について、プログラムにより定めた期間が経過した時点
で、適切なフェーズに至っている（他事業で実施、企業または大学等独自にあるいは共同で
実施、既に企業化、ベンチャー起業設立など）と判断された割合。
（目標：２４年度・３割以上）
【活動指標（アウトプット）】
③ 地域イノベーション戦略支援プログラムによる事業実施地域数
（目標：２４年度・３地域）
④ プログラムの事後評価において、適切に研究開発が進捗し、実用化に向けた次の研究
開発フェーズに進むための十分な成果が得られた割合 （目標：２４年度・５割以上）

達成手段

達成手段
（事業・税制措置・諸会議等）

２３年度
当初予
算額
（千円）

２３年度
補正予
算額
（千円）

２４年度
当初予
算額
（千円）

達成手段の概要

行政事業
レビュー 関連する
シート
指標
番号

担当課

地域科学技術振興に関
する事業の推進

11,058,7
37

-

○地域イノベーションの創出に向けた地域主導の優れた構想を効果的に支援するため、大学等の
研究段階から事業化に至るまで連続的な展開ができるよう、関係府省の施策と連携して支援する
9,345,55 システムを構築
０２０６
8 ○文科省では、地域の大学等研究機関の地域貢献機能の強化など、地域独自の取組で不足して
いる部分を支援し、自立的で魅力的な地域づくりにより、競争力強化や我が国全体の科学技術の
高度化・多様化を目指す

大学等産学官連携自立
化促進プログラム

2,309,95
7

-

大学等の研究成果を効果的に社会につないでいくため、国際的な産学官連携活動や特色ある産 ２４年度 １－①～ 産業連
1,982,19
学官連携活動の強化、産学官連携コーディネーター配置等の支援により、大学等が産学官連携 新規事業 ②、⑥～ 携・地域
4
活動を自立して実施できる環境の整備を図る。
００１８
⑦
支援課

先端融合領域イノベー
7,458,43
ション創出拠点形成プロ
7
グラム

-

イノベーションの創出のために特に重要と考えられる先端的な融合領域において、企業とのマッ
チングにより、新産業の創出等の大きな社会・経済的インパクトのある成果（イノベーション）を創 ２４年度
7,390,15
出する拠点の形成を支援することを目的としたプログラム。産学協働で基礎的段階からの研究開 新規事業 １－⑨
0
発を行う拠点を形成し、死の谷の克服を目指す。（平成２３年度においては地域科学技術振興に ００１９
関する事業の推進として計上）

大学発新産業創出拠点
プロジェクト

-

民間の事業化ノウハウを活用し、発明（特許）の段階から、大学の革新的技術の研究開発支援
1,300,00
と、チームによる事業育成を一体的に実施し、新産業・新規市場のための大学発日本型イノベー
0
ションモデルを構築する。

-

4,595,14 被災地自治体主導の地域の強みを生かした科学技術駆動型の地域発展モデルに対する支援を
8 行うとともに、東北地方の総合経済団体である東北経済連合会と連携のもと、全国の大学等の技 ２４年度
産業連
（復興特 術シーズの育成強化、技術シーズの被災地企業への移転促進、目利き人材活用による被災地産 新規事業 ３－①～ 携・地域
④
別会計
学共同研究支援等を総合的に実施することで、全国の大学等の革新的技術シーズを被災地企業
００５２
支援課
（復興
において実用化し、被災地復興に貢献する。
庁））

産学官連携による東北
発科学技術イノベーショ
ン創出プロジェクト

-

-

産業連
１－③～
携・地域
④、⑧
支援課

産業連
携・地域
支援課

２４年度
産業連
新規事業 1-⑤、⑩ 携・地域
００２０
支援課

（参考）関連する独立行政法人の事業
事業

２３年度
当初予
算額
（千円）

２３年度
補正予
算額
（千円）

２４年度
当初予
算額
（千円）

達成手段の概要

行政事業
レビュー 関連する
シート
指標
番号

担当課

独立行政法人科学技術
振興機構運営費交付金
に必要な経費
16,670,7
研究成果展開事業「研究
97
成果最適展開支援プロ
グラム（Ａ－ＳＴＥＰ）」

-

大学等の研究成果を実用化につなぐことを目的とし、課題や研究開発の特性に応じた最適な支援
16,564,6
を設定し、総合的かつ切れ目のない支援を実施するとともに、より基礎研究に近いフェーズから民 ０２３２
57
間資金の導入を促進。

２－①、
⑦

産業連
携・地域
支援課

独立行政法人科学技術
振興機構運営費交付金
に必要な経費
824,823
研究成果展開事業「戦略
的イノベーション創出推
進プログラム（Ｓイノベ）」

-

複数の産学研究者チームからなるコンソーシアムを形成し、実用化を目指した大規模かつ長期的
1,155,00
な研究開発を実施することにより、ＪＳＴ戦略的創造研究推進事業等の研究成果を基にした研究 ０２３２
0
開発を行い、新産業創出の礎となる技術を確立し、新産業の芽を創出する。

２－②、
⑧

産業連
携・地域
支援課

独立行政法人科学技術
振興機構運営費交付金
に必要な経費
1,200,00
研究成果展開事業「産学
0
共創基礎基盤研究プロ
グラム」

-

産学の対話を行う「共創の場」を構築し、産業界の技術テーマの解決に資する基礎研究を大学等
1,280,00
が行い、産業界における技術課題の解決を加速するとともに、オープン・イノベーション、国際標準 ０２３２
0
の獲得、人材育成を促進する。

２－③、
⑨

産業連
携・地域
支援課

独立行政法人科学技術
振興機構運営費交付金
に必要な経費
知財活用支援事業

-

2,805,83 ・特許の海外出願支援や投資機関との連携による大学等特許の事業活用促進などの各種施策に
０２３２
9 より、大学等の研究成果の技術移転活動や知的財産活動に対する専門的な支援を実施する。

２－④～ 産業連
⑥、⑩～ 携・地域
⑪
支援課

2,635,19
0

〈修正のポイント〉
平成２３年度実績値に修正。
また、未定箇所・指標に関してわかりにくい記述となっているものは、
追記・修正を行った。

