2．科学技術イノベーション・システムの構築
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平成２９年度予算額（案）
：32,571百万円
（平成２８年度予算額
：31,994百万円）
※運営費交付金中の推計額含む

4,669百万円 （ 2,920百万円）

・地域産学バリュープログラム

等
8,607百万円 （ 8,907百万円）

2,331百万円 （ 2,809百万円）

3,457百万円 （ 3,145百万円）

・知財活用支援事業

等
1,386百万円 （ 1,400百万円）

※「異次元エネルギー技術創出」に係る部分は「９．クリーンで経済的なエネルギーシステムの実現」と重複

社会・産業ニーズを踏まえ、経済・社会的にインパクトのあるターゲット（ハイインパクト）を明確に見据えた技術的
にチャレンジングな目標（ハイリスク）を設定し、民間投資を誘発しつつ、戦略的創造研究推進事業等から創出され
た多様な研究成果を活用して、企業等への引き渡しが可能となる技術成熟の到達点を目指した研究開発を実施。

○ 未来社会創造事業（ハイリスク・ハイインパクトな研究開発の推進）

3,000百万円 （新規）

※「４．科学技術イノベーション人材の育成・確保」と重複

・大学発新産業創出プログラム（ＳＴＡＲＴ）

国立研究開発法人を中核として、産学官の垣根を越えた人材糾合の場（イノベーションハブ）の形成及びその機
能強化を図るため、国立研究開発法人の飛躍性ある優れた取組を選択的に支援・推進。

○国立研究開発法人を中核としたイノベーションハブの形成

・産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム

産業界と大学との間の知、人材、資金の好循環を生み出すため、大学が産業界の協力を得て行う新たな基幹産
業の育成に向けたシナリオの作成や、それに基づく非競争領域における共同研究の企画・提案、マネジメントシ
ステムの改革等を通じて、基礎研究や人材育成に係る産学パートナーシップを拡大。

○オープンイノベーション加速のための産学連携の推進

・次世代アントレプレナー育成プログラム（ＥＤＧＥ－ＮＥＸＴ）※

起業に挑戦しイノベーションを起こす人材の育成や、創業前段階から民間の事業化ノウハウを活用した研究開発の
実施等により、大企業、大学、ベンチャーキャピタルとベンチャー企業との間での知、人材、資金の好循環を起こし、
ベンチャー・エコシステムの形成を推進。

○ベンチャー・エコシステム形成の推進

目指すべき社会像を見据えたバックキャストによるビジョン主導型のチャレンジングな研究開発を大型産学研究開
発拠点において推進。

○革新的成果の社会実装を目指す大型産学共同研究の推進

・地域イノベーション・エコシステム形成プログラム

地域の成長に貢献しようとする大学等に事業プロデュースチームを創設し、地域の競争力の源泉（コア技術等）を核と
した、社会的インパクトが大きく地域の成長にも資する事業化プロジェクトを推進。また、地域企業と全国の研究成果
をつなぐマッチングプランナー等の活用、有力なコア技術のスケールアップに向けた概念実証の支援等を通じて、地
方創生に資するイノベーション・エコシステムの形成を推進。

○地方創生に資するイノベーション・エコシステムの形成

大学・研究開発法人・産業界等が集い、既存分野・組織の壁を取り払い、企業だけでは実現できない飛躍的なイノベーションを産学官連携で実現する。また、大学の
研究シーズを基に、地域外の人材・技術を取り込みながら、地域から世界で戦える新産業を創出する。さらに、民間の事業化ノウハウを活用した大学等発ベンチャー創
出の取組等を推進する。加えて、経済・社会的にインパクトのある出口を明確に見据え、挑戦的な目標を設定したハイリスク・ハイインパクトな研究開発を推進する。

概要

２．科学技術イノベーション・システムの構築
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平成２９年度予算額（案）
（平成２８年度予算額

：2,350百万円
： 600百万円）

地域の競争力の源泉である技術シーズ等（コア技術等）を
発掘。

コア技術等を取り巻く知財・産業構造等を専門機関を活用
し、徹底的に分析。社会的にインパクトがあり、技術の社会
への還元が可能な事業ｽﾄﾗｸﾁｬｰを検討できるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
に厳選し、戦略構築を行う。

出口目標を民間資金等の獲得（マネタイズ）ととらえ、マイ
ルストン・出口目標を設定し、詳細な開発・事業化計画を
策定して進捗管理を行う。

国の知見、ネットワークも最大限活用しながら選定地域に
不足している機能を補完・還元し、地方創生に資する成功
モデルを創出する。

•

•

•

•

５．（１１）地方創生 「まち・ひと・しごと創生創業戦略」及び「ま
ち・ひと・しごと創生基本方針２０１６」に基づき、ﾛｰｶﾙｱﾍﾞﾉﾐｸｽの
推進、（略）、地域特性に即した課題解決を進め、人口減少と地
域経済の縮小を克服する。

ニッポン一億総活躍プラン（平成28年6月2日閣議決定）

地域の大学及び公的研究機関がその特色を生かしつつ、（中
略）地域において、新しい事業やより付加価値の高い事業が創出
されるよう、共同研究開発（中略）等を支援する。

第5期科学技術基本計画（平成28年1月22日閣議決定）

自ら事業化・開発計画等を策定する事業プロデューサーを
大学等へ招へい。事業化に必要な知見をプロジェクトへ還
元。

•

支援内容

顧客開拓

販売戦略

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

マネジ
メント

企業

生産技術の
改善・量産

製造

ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ開発

新商品開発

開発

【設備整備費、人件費、 研究開発費 他】

研究成果を事業化につなげるには、
多くの機能支援と資金が必要

平成29年度 新規10地域 継続4地域

特許/論文

研究

【課題】地域大学単
独でギャップを埋める
のは困難

 事業化資金不足
 ﾈｯﾄﾜｰｸ（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業との連携）不足
 事業化経験豊富な人材不足

コア技術等

国
≒ベンチャーを支援する株主

支援体制の構築

自治体等

密な連携

大学等

地域
≒成長を目指すベンチャー企業

ベンチャー企業
創出と成長

地元中小企業等による
商品化（事業化）

戦略ﾊﾟｰﾄﾅｰへの技術
移転（事業部等による
推進）

出口→民間資金の獲得

推進委員・アドバイサーチーム（及び特許・技術等専門機関を活用）
≒ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾁｰﾑを支えるためのﾊﾝｽﾞｵﾝ支援できる支援ﾁｰﾑ

ﾊﾝｽﾞｵﾝ支援

地方創生を実現
するための地域の
技術
技術シーズ（コア
営業
技術等）を発掘し
知財マネ
、最適なプロジェク
ジメント
トポートフォリオを
財務・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 形成し事業化を
推進

技術
開発者

事業プロデュースチーム
≒地域というﾍﾞﾝﾁｬｰ企業を成長させるためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾁｰﾑ

特徴ある研究資源を有する地域の大学において、事業化経験を持つ人材を中心とした事業プロデュースチームを
創設。専門機関を活用し市場・特許分析を踏まえた事業化計画を策定し、大学シーズ等の事業化を目指す。

事業イメージ

地域の大学・
研究機関

＜地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出における課題＞
（上位２つ）
 応用・実用化研究から商品化が進ま
ない 【64.4％】
 資金の確保が難しい【53.3％】
（文科省アンケート調査より）

地方に特徴ある研究資源があっても、事業化経験・ノウハウが不足しているため、事業化へのつなぎが進まない。

現状と課題

地域の成長に貢献しようとする地域大学に事業プロデュースチームを創設し、地域の競争力の源泉（コア技術等）を核に、地域内外の人材や技術を取り込み、
グローバル展開が可能な事業化計画を策定し、社会的インパクトが大きく地域の成長とともに国富の増大に資する事業化プロジェクトを推進する。日本型イノ
ベーション・エコシステムの形成と地方創生を実現する。

地域イノベーション・エコシステム形成プログラム
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概要

平成２９年度予算額（案）
： 863百万円
（平成２８年度予算額
： 863百万円）
※運営費交付金中の推計額

科学技術イノベーション総合戦略2016（平成28年５月24日閣議決定）

地域産学バリュープログラム（旧：マッチングプランナープログラム）

マッチング

マッチングプランナー等

橋渡し人材

大学等の
研究者

ＪＳＴ保有のネットワーク
も活用したシーズ探索

全国の最適な
大学等発シーズの特定

支援対象

基準額

申請要件

目的

大学等

300万円程度／１年度

橋渡し人材等の支援のもと課題を提案

企業ニーズの解決にも資するコア技術の創出
（地域企業のニーズと全国の大学等シーズとの
最適マッチング）

支援概要

事業を開始した平成27年度から、平成28年度までに621件を採択。 ＜成果例＞脳深部用極微細内視鏡イメージングシステムの開発（東北大学）
※事業期間は最長１年間。
従来大型・高価だった脳内イメージン
試作品製作まで
採択回
応募件数
採択件数
グ装置について、大学の有する脳内
達成。今後は、
第１回
1,133件
260件
イメージングシステムを企業と共同で
量産化に向けた
機器間の結合効率を向上させること
試作機の検証を
第２回
308件
106件
で、安価・小型化を達成。可搬性の
行う実証段階へ。
第３回
647件
255件
付与により、検査範囲も拡大。

支援実績と成果例

課題解決・基礎的データ取得等のための費用（300万円/年）支援

地域
企業

社会的インパクトにつながる
可能性のある技術の探索

地域の企業の
ニーズの掘り起こし

• 地域企業のニーズと全国の大学等のシーズを、マッチングプランナーが広域のネットワークを生
かし、最適なマッチングを実施。
• マッチングされたプロジェクトについては、審査を踏まえ事業化に向けた初期的費用を支援。
• 有望な研究成果等については、研究成果等の評価・分析等を通じて、スケールアップや新
たな企業等とのマッチング、商品開発、事業化等を目指す段階までを支援。

マッチング等の仕組み

JSTのネットワークを活用し、企業ニーズの解決等に向けて全国の大学等発シーズと地域
中小企業のニーズを掘り起こし、大学等の知的財産や技術シーズと
の企業ニーズとをマッチングプランナー等の橋渡し人材が結びつけ、初期的な研究開発費
のマッチングを進めるとともに、大学や企業等が保有する知的財産の
等を支援する。その際、マッチングプランナーは有力なコア技術のスケールアップに向けた概
利活用を促進する。
念実証も含め、共同研究から事業化等に向けた取組に対する評価・分析等を実施する。
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背景・課題

1件当たりの受入額

416

大学等における産学連携等実施状況について」

※大学等とは、国公私立大学（短期大学を含む）、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人を指す。

（平成28年６月２日閣議決定）

○組織トップが関与する「組織」対「組織」の本格的な産学官連携の推
進（2025年度までに大学・国立研究開発法人等に対する企業の投資額
をOECD諸国平均の水準を超える現在の３倍とすることを目指す。）

日本再興戦略2016

○関連業界の将来の変革を見通した技術・システム革新シナ
リオを作成し、その実現に不可欠なキーテクノロジーを特
定。
○この中で、基礎研究をキーテクノロジーへと結び付けるア
プローチ、克服すべき技術面等の課題を抽出

１．産学による技術・システム革新シナリオ
の共同作成

○共同研究計画（学生等の研究指導を含む）、参画チー
ムの編成
○研究進捗管理、研究成果の取扱等の具体化

大学等

３．非競争領域における産学共同研究・人材育成の実施

○企業からのマッチングファンド

２．シナリオ実現に向けた活動・体制の企画

民間企業

事業概念図

出典：新たな経済社会の実現に向けて～「Society 5.0」の深化による経済社会の
革新～（2016年４月19日 一般社団法人 日本経済団体連合会）より

※ただし、領域内で得られた研究成果等に関して、知財の取り扱い等、その外部
にすべからく公表することを意味するものではない。

• 非競争領域で企業間連携を行うことで、企業同士の
競争をより高次なものにすることが可能となり、我が国
産業全体の競争力強化に貢献。

（産業界のコミットメントが得られ、競争領域への移行
も見込まれるもの）。

• 競合関係にある複数の大学等や企業間であっても、
研究成果の共有・公開を可能にする基礎研究領域

※非競争領域 （pre-competitive stage）

◆支援期間：５年間

（研究開発費：1.2億円～1.5億円程度、調査推進費：0.2億円程度）

○新たな基幹産業の育成の核となる革新的技術の創出
を目指した学問的挑戦性と産業的革新性を併せ持つ
異分野融合の研究領域（非競争領域）において、民
間資金とのマッチングファンドにより産学共同研究
を実施。
○併せて、学生を含む若手への産学による研究指導を
行い、上記の革新的技術によるイノベーションの担
い手を育成。
○研究領域・共創コンソーシアム数
7件（新規：3件 継続：4件）
○支援規模内容
◆研究費
1.4億円～1.7億円程度 ／年・領域

支援内容

産業界との協力の下、大学等が知的資産を総動員し、新たな基幹産業の育成に向けた「技術・システム革新シナリオ」の作成と、それに基づく非競争領域
の共同研究の企画・提案等を行い、基礎研究や人材育成に係る産学パートナーシップを拡大することで、我が国のオープンイノベーションを加速する。

本施策のねらい

0

100

200

300

400

受入総額

【民間企業との共同研究の受入額規模別実
施件数内訳（平成２６年度）】

（百万円）
300
290
390
280
339
334 341
314
311
270
295
286
260
249
250
229
240
225
225 226
218 218 230
220
205 202
199 202
210
200
190
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
出典：文部科学省「平成２6年度

（億円）
500

【民間企業との１件当たりの受入額の推移】

日本経済団体連合会（２０１５年１０月２０日）
「第5期科学技術基本計画の策定に向けた緊急提言」より

平成２９年度予定額（案）：1,155百万円
（平成２８年度予算額
： 700百万円）
※運営費交付金中の推計額

○基礎研究から社会実装までのビジョンや経営課題の共有を通じた本格
的な産学連携や拠点形成、さらには産学連携での人材育成を進めるた
めの有効な方策についても検討が必要である。
○次の時代を担う「新たな基幹産業の育成」に向けた本格的なオープン
イノベーションを推進する。具体的には、非競争領域を中心に複数の
企業・大学・研究機関等のパートナーシップを拡大し、将来の産業構
造の変革を見通した革新的技術の創出に取り組む。

産業界からの提言

産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム(OPERA)

産業界からは、オープンイノベーション加速に向けて本格的な産学官連携の重要性が
指摘されている一方、「民間企業との１件当たりの研究費受入額」は、依然として、
約２００万円程度となっており、産学連携活動における課題の一つと考えられる。
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・OJT形式の人材育成システム強化
･･･技術移転活動の複雑化・高度化に対応
した一気通貫の技術移転モデルを有する
先進的なＴＬＯ等が、大学等から人材を受
け入れOJT形式で育成する仕組みを構築。
人材を通じて一気通貫の技術移転モデル
を全国の大学等に普及。【解決方法①】
○支援経費： 人材育成費等
○支援規模： 20百万円（2百万円/人）

・特許出願権利化（ベンチャー）
･･･大学発ベンチャー創出前の段階において、
大学策定のベンチャー創出プラン等に基づい
て、ベンチャー創出に必須の単願特許の取得・
維持を支援。【解決方法②】
○支援経費： 外国特許出願経費、選定費等
○支援規模： 14百万円（約70万円/件）

現状と課題

平成２９年度予算額（案）
：2,182百万円
（平成２８年度予算額
：2,335百万円）
※運営費交付金中の推計額

大学等を支援、JSTで実施

パッケージ化等

事業化促進

・研究成果展開推進等
（大学見本市、新技術説明会等）
…マッチング実施3年後のマッチング率
は30%超。
大学見本市に併せて、「産学官による
未来創造対話」及び「産学パートナー
シップ創造展」を実施。組織トップが関
与する「組織」対「組織」の本格的な産
学官連携を推進。【解決方法③】

JSTで実施

プロモーション等

事業化

(万円)

民間企業との共同研究に伴う研究費受入額の推移（※１）

H21 H22 H23 H24 H25 H26
（※１）文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」
（※２）渡部俊也「何のための共同研究：産学連携共同出願特許の行方」日本知財学会第10回年次学術大会
（※３）文部科学省（START事業）ヒアリング結果（※４）文部科学省（知財活用支援事業）ヒアリング結果

他の大学

増収10大学

全大学の総合

特許権実施等収入額の推移（※１）

・知財譲受、概念実証等
…延べ227特許を延べ19社とライ
センス契約。その際、価値を高め
るために、複数機関に散在する知
財の譲受、有効性等追加検証が
必要な知財の概念実証等を行い、
知財のパッケージ化も推進。平成
27年度の実施料収入は約1.8億円
（前年度比約1.5倍）。

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

(千円)

・特許権実施等収入額が増収傾向にあるのは先進的なTLO等が技術移転を行う10大
学のみ（※１）。他の大学は、各技術に応じた技術移転活動の複雑化・高度化に対応で
きておらず、技術移転の成長性が極めて低い。【課題①】
・日本の大学からベンチャー企業へのライセンスは全特許の1％未満（※２）。大学発ベ
ンチャーで活用する可能性がある特許は絶対に共願にしないとの声（※３）がある一方、
財政的な問題から単願は非現時的との声（※４）もあり。【課題②】
・「民間企業との共同研究に伴う1件当たりの研究費受入額」は約200万円程度（※１）。
組織トップが関与する「組織」対「組織」の本格的な産学官連携が不十分。【課題③】

・特許権実施等件数は年々増加傾向（※１）。

出願・権利化

・外国特許出願権利化（継続）、（新規採択）
…PCTと指定国移行で約2,800発明を支援。特
許権（特許査定）の獲得率は 91.5%（H24-27
年度）と高水準。

権利化支援

大学等を支援、JSTで実施

人的サポート

発明発掘

大学・TLO等を支援、JSTで実施

知財戦略

総合的な知財活用支援

・イノベーション創出に向けた最適な形での知財マネジメントをJSTが総合的に支
援。大学等の知財マネジメント活動に関わる人材のサポート（人的サポート）、
知財権利化活動を行うための外国出願等の権利化費用の支援（権利化支援）、
重要技術の知的財産を多数の企業等が効果的に活用しやすくするための環境
整備（パッケージ化）、大学等が保有する知的財産の企業等へのライセンス活
動及び大学等の優れた技術シーズと企業等のニーズのマッチングを行う産学
マッチングの機会提供（プロモーション）等を一体的に進める。

事業概要

・特許権実施等件数の5割増の実現へ。大学自身の知財戦略策定、自律的な知
財マネジメントが重要。（第5期科学技術基本計画）
・マーケティングを実行した一気通貫の知財マネジメント実践の体制強化。（知的
財産推進計画2016）【必要性①】
・社会実装に取り組むベンチャー企業の創出・育成、知的財産の社会全体での
有効活用の強化。（科学技術イノベーション総合戦略2016）【必要性②】
・オープンイノベーションの本格化を通じた革新領域の創出に向けて、「本格的な
共同研究」を通じたイノベーションの加速が重要。（日本経済団体連合会「産学
官連携による共同研究の強化に向けて」）【必要性③】

背景・必要性

知財活用支援事業

・知財アドバイザー
…知財マネジメントサポートを必要とする
大学に知財戦略策定等の助言を実施。
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平成２９年度予算額（案）
：8,569百万円
（平成２８年度予算額
：8,869百万円)
※運営費交付金中の推計額

本事業のポイント

理化学研究所
理事長

松本 紘

三菱総合研究所
理事長

小宮山 宏

委員長

楽天（株）
代表取締役会長兼社長

三木谷 浩史

MITメディアラボ
所長

伊藤 穣一

トヨタ自動車（株）
顧問

渡辺 捷昭

（株）日立製作
所元会長

川村 隆

（株）堀場製作所
代表取締役会長
兼社長

堀場 厚

濵口 道成

松田 讓

元 会津大学
学長

池上 徹彦

GEｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｲﾝ
ｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｻｰﾁｾﾝ
ﾀｰ 日本代表

浅倉 眞司

（株）日立製作所
顧問

住川 雅晴

公益財団法人
水道技術研究ｾﾝﾀｰ
理事長

大垣 眞一郎

東レ（株）
代表取締役副社長

阿部 晃一

元 伊藤忠商事
（株）副社長

横田 昭

DMG森精機（株）
代表取締役社長

森 雅彦

東京大学
特任教授

大西 昭郎

元 協和発酵キリン 社長

 感性の可視化研究を進め、感性情報の計
測、加速化を可能とする感性メーターの開
発に成功。
 先行開発対象のクルマにおいて、開発技術
を織り込んだプロトタイプ車両を試作。

人の感性を理解し、個々のユーザーに最適な快適
さを生み出すプロトタイプ車両を開発（広島大学）

 東京藝大の伝統的な造形技術と、デジタル画
像技術の融合により、失われた文化財を高精
度且つ同素材同質感で復元することに成功。
 復元した文化財をＧ７伊勢志摩サミットのサイド
イベントにて展示。

伝統技術と最新デジタル画像処理の融合で
失われた文化財を復元（東京藝術大学）

 COI18拠点からは、多くの成果が創出されている。 【成果指標例】論文：2,515件、口頭発表：4,212件、知的財産（出願）：573件、（登録）39件、（ライセンス）72件 等

実施成果例

◆支援拠点数：全国18拠点
◆支援経費：１億円～10億円／拠
点・年（拠点運営費・研究費等）
◆主な支援先：大学
◆支援期間：９年間（Ｈ２５－Ｈ３３）

 10年後を見通したバックキャストによる革新的な研究開発課題を特定。
 既存の概念を打破し、革新的な研究成果に基づく実用化を目指した産学連携による
アンダーワンルーフでの研究開発を集中的に支援。

 ビジョナリーリーダー等が毎年サイトビジット、個別ヒアリングを実施し、徹底した進
捗管理を実施。（平成27年度実績：計176回）
 COI拠点間の連携などプログラム全体での効果的かつ効率的な取組を推進。

COIプログラムの推進体制

【「産学官連携による共同研究の強化に向けて ～イノベーションを担う共同研究の強化に向けて～」（平成28年2月16日 日本経済団体連合会）】
政府には「本格的な共同研究」を積極的に強化する主体に関して、共同研究の強化が財務基盤の弱体化や教育・研究の質の低下を招かないためのシステム改善と、産学官連携が加速する強力なインセンティブシステム
の設計を求める。具体的には、政府が支援する産学官連携プロジェクトである「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）」「産学共創プラットフォーム」等における、中長期的なビジョンをもった本格的な共同研究
を実現するための、継続的かつ競争環境の変化等にも応じうる柔軟な資金供給。

１０年後の目指すべき日本の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課題をバックキャスティングで設定。
社会的・経済的インパクトが大きい革新的研究開発と規制改革等を推進して革新的なイノベーションを実現させる。

プロジェクトのねらい

センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム

＜ビジョン主導型の研究開発＞
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平成２９年度予算額（案）
：2,001百万円
（平成２８年度予算額
：2,107百万円）
※運営費交付金中の推計額

研究者

事業
プロモーター

事業
プロモーター

事業プロモーター活動支援
・支援金額：25百万円/年
・支援期間：5年度
・継続10機関、新規3機関程度

技術シーズ

技術シーズ

科 学 技 術 振 興 機 構

（
目
選
利
定
き
）

モ
ビ
デ
ジ
ル
ネ
作
ス
成

目利き

選定

技術シーズ

ビジネス
モデル

技術シーズ

ビジネス
モデル

JST発技術シーズの起業化に関心を持つ研究者を中心に支援
・アントレプレナー育成：JST内外のセミナーや講習等の受講支援
・ビジネスモデル探索支援：マーケット調査、ニーズ探索、知財戦略立案等を支援

採択

事業プロモーター

（ＶＣ・金融機関等）

大学・独法

事業
プロモーター

技術シーズ

② 大学の技術
を事業プロモー
ターが選定

① 事業化ノウハウを
持つ事業プロモー
ターを採択

研究者

研究者

大学等

経
営
人
材
の
確
保

経営者候補

・支援金額：5百万円/年
・支援期間：1年間
・15課題程度

研究者

研
事究
業開
化発
支支
援援
・

・事業プロモーターの仲介による
経営人材と研究者のチームを結成
・事業プロモーターによるマネジメントの
下、成長を見据えた知財戦略・
市場戦略
・民間資金呼び込みに向けた活動

・研究開発
・事業育成
（実用化開発、ビジ
ネスプラン改善等）

事業プロモーター

④ 経営人材と研究者の
チームの下、研究開発と
事業化を一体的に推進

大学研究開発支援（チームとして採択）
・支援金額：40百万円/年
・支援期間：3年間
・継続25課題、新規11課題程度

③ ビジネスモデル
を構築し、提案

【成果事例】
・東京工業大学及び東京医科歯科
大学発ベンチャー
・リバーフィールド株式会社
✓気体の超精密制御技術を基盤
とした低侵襲手術支援ロボットシ
ステムを開発中。
✓2015年8月内視鏡把持ロボットを
発売。
✓2016年8月現在、民間より8億円
の出資を受けている。

新市場を開拓する「強い」
大学発ベンチャーの創出

＜事業の目的＞
○ 大学の革新的技術の研究開発支援と、民間の事業化ノウハウをもった人材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ションモデルを創
出する仕組みの構築。
＜事業の概要＞
○ 革新的な技術シーズの事業化や国際展開を積極的に進めるため、①新事業育成に熟練した民間人材を活用、②市場ニーズを踏まえたシーズを発掘、③早期のビジネスモデル策
定による研究開発の効率化、④事業プロモーターによるマネジメントの下、経営人材と研究者のチームによる研究開発と事業育成を一体的に支援し、急成長する大学発ベンチャーを3
年間で創出。
○ 基礎研究等で創出された優れた技術シーズの社会還元のため、成果の社会実装に意欲をもつ人材に対しアントレプレナー育成の機会を提供、ビジネスモデル探索活動を支援しビ
ジネスモデルの仮説検証を行うことで、スムースにベンチャービジネスにつなぐ仕組みを構築。

（「科学技術イノベーション総合戦略2016における重きを置くべき施策について」（平成28年９月15日総合科学技術・イノ
ベーション会議決定）でも「重きを置くべき施策」として特定）

○ 起業に挑戦し、イノベーションを起こす人材の育成、
優れた技術シーズの早期発掘、創業前段階からの経営人材との連携
がそれぞれ重要。
○ 大企業・大学・ベンチャーキャピタルとベンチャー企業の間で資金
・技術・人材の好循環が起こることが重要。

○ 大学等の研究機関に、技術シーズを市場ニーズにマッチングさせる人材が不足。
○ 研究者に事業経験や事業立ち上げに必要なネットワークが少ない。事業化に挑戦する研究を支援するリスクマネーが民間資金や公的研究資金に不足。

課題

大学発新産業創出プログラム（ＳＴＡＲＴ）

産業界からのベンチャー企業への期待
～「新たな基幹産業の育成」に資するベンチャー企業の創出・育成に向けて～
日本経済団体連合会（2015年12月15日）【抜粋】
新成長分野の開拓、新たな雇用・産業育成の重要な担い手であるベンチャー企業の創出・育
成をより活発化していくことが必要と考えている。
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平成２９年度予算額（案）：
1,386百万円
（平成２８年度予算額
：
1,400百万円）
※運営費交付金中の推計額

理化学研究所

「攻め」の防災に向けた気象災害の能動的軽減を実現するイノベーションハブ

高精度の予測に基づく予防医療の実現に向けた疾患ビッグデータ主導型イノベーションハブ

成果

知財

支援

情報発信

起業化

JST

ベンチャー

国内外研究所

• 各ハブにおいて企業や大学等との連携の仕組み
としてコンソーシアムの形成等を実施中。
• 各ハブにおいてクロスアポイントメント制度等を活
用した人材糾合・人材交流の取組を実施中。

大学

研究

国立研
究開発
法人

事業化

産業界等

人事
システム

ハブ長

民間企業

これまでの成果

防災科学技術
研究所

② 科学技術振興機構（JST) と国立研究開発法人の連携
【JST】
【国立研究開発法人】
 ファンディングを活用した人材糾合  クロスアポイントメント制度の積極的活用
 研究成果の展開（起業化支援）
 人材育成・交流の場の提供
 技術の調査・分析
（施設設備の整備・提供）
 基幹技術をベースにした研究開発の推進
 戦略策定支援・コンサルティング
 グッドプラクティスの普及 など
など

宇宙航空研究
開発機構

太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・活動領域拡大に向けたオープンイノベーションハブ

法人名
物質・材料
研究機構

ハブ名

情報統合型物質・材料開発イニシアティブ

平成27年度～平成31年度

施策の概要

民間投資の拡大を図る

 「イノベーションハブ」の形成による国立研究開発法人の機能強化
 科学技術振興機構（JST）が国立研究開発法人における研究開発成果の最大化（飛躍）に向けた取組の支援を行い、国立研究開発
法人がイノベーションを駆動させる基盤を持つのに必要な改革を推進
 JSTによる支援を受ける国立研究開発法人は、その支援が終了した後も、イノベーションハブ形成の取組により会得した経験やノウハウを引き続
き活用し、自立することを前提
 第５期科学技術基本計画期間を通じ、国立研究開発法人の改革を支援し、産学官の技術・人材を糾合する場の形成を支援

施策のポイント

国立研究開発法人を中核としたイノベーションハブの形成

① 支援課題

- 36 -

制度概要

未来社会創造事業（ハイリスク・ハイインパクトな研究開発の推進）

平成２９年予算額（案） ： 3,000百万円（新規）
※運営費交付金中の推計額

３．産業界の参画（出口を見据えた事業運営）
○テーマの選定段階から産業界が参画するとともに、研究途上の段階
でも積極的な橋渡しを図る（大規模プロジェクト型は、研究途上から
企業の費用負担、民間投資の誘発を図る）

１．PM方式
○斬新なアイデアの取り込み、事業化へのジャンプアップ等を柔軟か
つ迅速に実施可能とする
２．スモールスタート・ステージゲート方式
○スモールスタートで、多くの斬新なアイデアを取り入れ
○ステージゲートによる最適な課題編成・集中投資を行い、成功への
インセンティブを高める

マネジメント

※各国ともハイリスク・ハイインパクトな研究開発を重視
ＥＵ：Horizon 2020において約27億ユーロ（約3,100億円）/７年
米国：DARPAにおいて約30億ドル（約3,000億円）/年
等

○大規模プロジェクト型については、科学技術イノベーションに関する情報
を収集・分析し、現在の技術体系を変え、将来の基盤技術となる技術
テーマを国が特定し、当該技術に係る研究開発に集中的に投資する

○探索加速型については、国が定める重点開発領域を踏まえ、ＪＳＴが公
募等によりテーマを設定。戦略的創造研究推進事業や科学研究費助
成事業等から創出された多様な研究成果を活用して、斬新なアイデア
を絶え間なく取り入れる仕組みを導入した研究開発を行う

事業の特徴

・・・

テーマＢ

テーマＡ

技術テーマ

本格研究

ステージゲート

(５年程度、最大４億円程度/年)

（１～３年目、
６億円程度/年）

ステージゲート

（４～１０年目、
最大８億円程度/年）

技術実証研究（１０年）

※ 具体の研究期間、研究費は各課題に応じて変動。また、
有望な課題は即座に加速を図るなど、機動的に対応

重点公募テーマ…

重点公募テーマ③

重点公募テーマ②

スモールスタート

重点公募テーマ①

＜大規模プロジェクト型＞

・・・

環境
エネルギー

安全・安心

超スマート
社会実現

重点開発領域(例)

(３年程度、
２千万円程度/年)

探索研究

・重点公募テーマ、技術テーマに基づく課題・ＰＭ選定
・進捗状況把握、評価、研究課題統合・絞込み

・重点開発領域、
技術テーマの決定

＜探索加速型＞

科学技術振興機構（ＪＳＴ）

文部科学省

体制・スキームイメージ

○我が国の競争力強化のため、新しい試みに果敢に挑戦し、非連続なイノベーションを積極的に生み出していくことが必要。
○このため、社会・産業ニーズを踏まえ、経済・社会的にインパクトのあるターゲット（ハイインパクト）を明確に見据えた技術的にチャレンジングな目標
（ハイリスク）を設定し、民間投資を誘発しつつ、戦略的創造研究推進事業や科学研究費助成事業等から創出された多様な研究成果を活用して、
企業等への引き渡しが可能となる技術成熟の到達点を目指した研究開発を実施。
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