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国内外の知的資源を活用し、新しい価値の創出とその社会実装を迅速に進めるため、企業、大

学や公的研究機関の本格的連携とベンチャー企業の創出強化等を通じて、人材、知、資金が、組
織やセクター、さらには国境を越えて循環し、各々が持つ力を十分に引き出し、イノベーション
が生み出されるシステムの構築を進め、我が国全体の国際競争力を強化し、経済成長を加速させ
ることとしている。 

 

第１節 オープンイノベーションを推進する仕組みの強化 
イノベーションを結実させるのは主として企業であるが、一層スピード感ある社会実装を実現

していくためには、大学や公的研究機関との協働や従来以上に柔軟な産産連携が重要となってい
る。グローバルな次元でオープンイノベーションを推進するため、各主体がそれぞれの強みを生
かして相互補完的に連携、共創

きょうそう

できる仕組みの構築や、人材、知、資金の流動性を高めてイノベー
ションが興りやすい環境を整備していくことが重要である。 

 

❶ 企業、大学、公的研究機関における推進体制の強化 
（１）国内外の産学連携活動の現状 
ア 大学等における産学官連携活動の実施状況 

平成16年４月の国立大学法人化以降、総じて大学等における産学官連携活動は着実に実績を上
げている。令和元年度は、大学等と民間企業との「共同研究実施件数」は２万9,255件（前年度
比6.8％増）、「研究費受入額」は約796億円（前年度16.4％増）と、前年度と比べて増加して
おり、このうち1,000万円以上の「共同研究実施件数」は1,461件、「研究費受入額」は約411
億円、また「特許権実施等件数」は１万8,784件になっており、これらも前年度と比べて着実に
増加している（第２-５-１図）。 

 
■ 第２-５-１図／大学等における共同研究等の実績 ■ 

  

  
注：１．国公私立の大学等を対象。 

２．大学等とは大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関を指す。 
３．特許権実施等件数は、実施許諾又は譲渡した特許権（「受ける権利」の段階のものも含む）を指す。 

  
資料：文部科学省「令和元年度 大学等における産学連携等実施状況について」（令和３年１月29日公表）  
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イ 技術移転機関（ＴＬＯ1）における活動状況 
令和３年１月現在、34のＴＬＯが「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移

転の促進に関する法律」（平成10年法律第52号）に基づき文部科学省及び経済産業省の承認を
受けている。 

この点、昨今の第４次産業革命への対応ともあいまって、大学における研究成果の社会還元を
一層進めることが産業技術の向上や新たな事業分野の開拓に資することとなる。こうしたことか
ら、令和元年度より、文部科学省では、「イノベーションマネジメントハブ形成支援事業」を開
始し、大学、産業界、ＴＬＯのネットワーク強化を図ることを通じて、大学における知的財産の
効果的活用や共同研究の構築に資する環境整備を推進している。 

 
（２）大学等の産学官連携体制の整備 

政府は、我が国の大学・国立研究開発法人と外国企業との共同研究等の産学官連携体制に関し、
安全保障貿易管理等に配慮した外国企業との連携に係るガイドラインの検討を開始した。 

文部科学省は、産学官連携の体制を強化し、企業から大学・国立研究開発法人等への投資を今
後10年間で３倍に増やすことを目指す政府目標を踏まえ、経済産業省と共同して開催した「イノ
ベーション促進産学官対話会議」において、産業界から見た、大学・国立研究開発法人が産学官
連携機能を強化する上での課題とそれに対する処方箋を取りまとめた「産学官連携による共同研
究強化のためのガイドライン」を平成28年11月に策定し、その普及に努めるとともに、当該ガ
イドラインの実効性を向上させるために大学等におけるボトルネックの解消に向けた処方箋と新
たに産業界／企業における課題と処方箋を体系化した追補版を令和２年６月に取りまとめた。ま
た、平成30年度から「オープンイノベーション機構の整備」を開始し、企業の事業戦略に深く関
わる大型共同研究（競争領域に重点）を集中的にマネジメントする体制の整備を通じて、大型共
同研究の推進により民間投資の促進を図っている。 

また、令和元年７月、一般社団法人日本経済団体連合会及び経済産業省と共同で「大学ファク
トブック2019」を公表し、産学官連携活動に関する大学の取組の「見える化」を進めた。令和
２年６月に最新のデータをもとに内容を更新した「大学ファクトブック2020」を取りまとめた。 

農林水産省は、産学連携支援事業により、全国に農林水産・食品産業分野を専門とする産学連
携コーディネーターを配置し、ニーズの収集・把握、シーズの収集・提供を行うとともに、産学
官のマッチング支援や研究開発資金の紹介・取得支援、商品化・事業化支援等を実施している。 

 
（３）産学官の共同研究開発の強化 

科学技術振興機構は、大学等の研究成果の実用化促進のため、多様な技術シーズの掘り起こし
や、先端的基礎研究成果を持つ研究者の企業探索段階から、中核技術の構築や実用化開発の推進
等を通じた企業への技術移転まで、ハンズオン支援を実施する「研究成果最適展開支援プログラ
ム（Ａ－ＳＴＥＰ ）」、優れた研究成果を基に設定したテーマの下で研究開発を行い、新産業創

1 Technology Licensing Organization 
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出の礎となる技術の確立を支援する「戦略的イノベーション創出推進プログラム（Ｓ－イノベ）」、
産業界が抱える技術課題の解決に資する大学等の基礎研究を支援する「産学 共

きょう

創
そう

基礎基盤研究プ
ログラム」を推進している。また、国から出資された資金等により、大学等の研究成果を用いて
企業が行う開発リスクを伴う大規模な事業化開発を支援する「産学共同実用化開発事業（Ｎｅｘ
ＴＥＰ ）」を実施している。 

経済産業省は、新エネルギー・産業技術総合開発機構が令和２年度から実施している「官民に
よる若手研究者発掘支援事業」において、事業化を目指す大学等の若手研究者と企業のマッチン
グを伴走支援すると共に、企業との共同研究費等の助成を通して、若手研究者の支援と大学への
民間投資額の３倍増を目指して支援している。 

総務省は、情報通信研究機構が構築・運営しているＮＩＣＴ総合テストベッドにより、産学官
連携によるＩｏＴや新世代ネットワーク等の技術実証・社会実証を推進している。 

 
（４）民間の研究開発投資促進に向けた税制措置 

政府は、民間における研究開発を促進するため、第２-５-２図のとおり、研究開発税制を設け
ている。 

研究開発税制とは、世界の潮流の中にあって、我が国を「世界で最もイノベーションに適した
国」に変革するために、研究開発を行っている企業の法人税額から、試験研究費の額に税額控除
割合を乗じた金額を控除できる制度である。民間企業の研究開発投資を維持、拡大することによ
り、イノベーション創出につながる中長期・革新的な研究開発等を促し、我が国の成長力・国際
競争力を強化することを目的としている。 

 
■ 第２-５-２図／研究開発税制 ■ 

  

 
  

資料：経済産業省作成  
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（５）表彰制度・認定制度の活用 
ア 第３回 日本オープンイノベーション大賞（令和２年度） 

我が国におけるイノベーション創出の加速を目指し、オープンイノベーションのロールモデル
となる先導的又は独創的な取組・プロジェクト14件に対し、内閣総理大臣賞をはじめとする各省
大臣賞等を授与した。令和２年度より、若手研究者の挑戦を奨励するため、科学技術政策担当大
臣賞は、社会変革を先導するための課題に関する先端的研究を行い、将来の事業化まで取り組む
若手研究者等(学生を含む)と、民間事業者、大学、研究機関等による連携を対象とした。 

 

イ 研究支援サービス・パートナーシップ認定制度 
文部科学省は、令和元年10月に、民間事業者が行う研究支援サービスのうち、一定の要件を満

たすサービスを「研究支援サービス・パートナーシップ」として認定する「研究支援サービス・
パートナーシップ認定制度」を創設した。認定することを通じ、研究者の研究環境を向上させ、
我が国における科学技術の推進及びイノベーションの創出を加速するとともに、研究支援サービ
スに関する多様な取組の発展を支援することを目的としている。第２回となる令和２年度におい
ては、１件を令和３年３月に認定サービスとして決定した。 

 
 
 
 
 

❷ イノベーション創出に向けた人材の好循環の誘導 
イノベーションを生み出すためには、世界トップクラスの研究者等が、大学、公的研究機関、

企業等の組織の壁を超えて、流動化することを促進する必要がある。 
文部科学省、経済産業省及び関係府省庁は、研究者等が複数の機関の間での出向に関する協定

等に基づき、各機関に雇用されつつ、一定のエフォート管理の下で、各機関における役割に応じ
て研究・開発及び教育に従事することを可能にする、クロスアポイントメント制度を推進してい
る（第４章第１節２（３）参照）。 

また、文部科学省では、研究代表者への人件費支出が可能となるよう、直接経費支出の柔軟化
に向けた検討を行っている（第４章第３節３参照）。 

 

❸ 人材、知、資金が結集する「場」の形成 
（１）産学官協働の「場」の構築 

科学技術によるイノベーションを効率的にかつ迅速に進めていくためには、産学官が協働し、取り
組むための「場」を構築することが必要である。科学技術振興機構においては、下記の（ア）から（ウ）
の事業について、令和元年度より「 共

きょう

創
そう

の場形成支援」として大括
くく

り化し、一体的に推進している。 

研究支援サービス・パートナーシップ認定制度 
https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/1422215_00001.htm 
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ア 知と人材が集積するイノベーション・エコシステムの形成 
科学技術振興機構は、令和2年度から「共創の場形成支援プログラム（ＣＯＩ－ＮＥＸＴ）」

を実施しており、国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に基づく未来のあるべき社会像の実現
に向けた、バックキャスト型の研究開発を行う産学官 共

きょう

創
そう

拠点の形成を支援している。 
 

イ 革新的イノベーション創出拠点の形成 
科学技術振興機構では平成25年度から「センター・オブ・イノベーション（ＣＯＩ1）プログ

ラム」を実施しており、全18拠点で革新的イノベーションを産学連携で実現するための研究開発
を推進している。  

 
 
 

 
 
ウ オープンイノベーションを加速する産学共創プラットフォームの形成 

科学技術振興機構は、平成28年度より「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム
（ＯＰＥＲＡ２）」を実施しており、民間企業とのマッチングファンドにより、複数企業から成
るコンソーシアム型の連携による非競争領域における大型共同研究と博士課程学生等の人材育成、
大学の産学連携システム改革等とを一体的に推進することにより、「組織」対「組織」による本
格的産学連携を実現し、我が国のオープンイノベーションの本格的駆動を図っている。 

 
 
 
 
 

エ 産業技術総合研究所により技術シーズの発掘及び研究開発プログラムの発掘及び研究開発プ
ロジェクトの推進 
産業技術総合研究所は、産業技術に関する産業界や社会からの多様なニーズを捉えながら、技

術シーズの発掘や研究開発プロジェクトの推進を行っている。具体的な取組としては、オープン
イノベーションハブとしての「ＴＩＡ」の活動を推進するとともに、共

きょう

創
そう

の場の形成の一環とし
て16の技術研究組合に参画している（令和３年２月９日現在）。 

 
（２）オープンイノベーション拠点の形成 
ア 筑波研究学園都市 

筑波研究学園都市は、我が国における高水準の試験研究・教育の拠点形成と東京の過密緩和へ
の寄与を目的として建設されており、29の国等の試験研究・教育機関をはじめ、民間の研究機関・

産学共創プラットフォーム 
共同研究推進プログラム（OPERA） 
https://www.jst.go.jp/opera/index.html 

センター・オブ・イノベーション 
（ＣＯＩ ）プログラム 
https://www.jst.go.jp/coi/ 

1 Center of Innovation 
2 Program on Open Innovation Platform with Enterprises, Research Institute and Academia 
 
 

共創の場形成支援プログラム 
https://www.jst.go.jp/pf/platform/index.html 



 

イノベーション創出に向けた人材、知、資金の好循環システムの構築 第５章 

  169 

第
５
章 

企業等が立地しており、研究交流の促進や国際的研究交流機能の整備等の諸施策を推進している。 
ＴＩＡは、同都市にある公的４機関、産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、筑波大学、

高エネルギー加速器研究機構と東京大学、東北大学を中心に運営されているオープンイノベー
ション拠点である。令和２年には第３期が始動し、「ＴＩＡ Vision 2020-2024」を策定した。
ＴＩＡ連携プログラム探索推進事業「かけはし」の採択課題の中から、科学技術振興機構などの
大型研究プロジェクト発足につながった。また、Webを活用しながら、ＴＩＡの人材育成事業と
して、ＴＩＡ連携大学院「サマー・オープン・フェスティバル」や、若手研究人材の育成を目的
とする「Nanotech ＣＵＰＡＬ1」を実施した。 
 
イ 関西文化学術研究都市 

関西文化学術研究都市は、我が国及び世界の文化・学術・研究の発展並びに国民経済の発展に
資するため、その拠点となる都市の建設を推進している。令和２年度現在、150を超える施設が
立地しており、多様な研究活動等が展開されている。 

 
（３）多様な分野との産学連携を行う「オープンイノベーションの場」の推進 

農林水産省は、様々な分野の技術を農林水産・食品分野に導入した産学官連携研究を促進する
ため、「知」の集積と活用の場®の取組を推進している。 

平成28年４月に「「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会」を立ち上げ、令和２年12月末
時点で3,667の多様な業種の企業等が会員となり、特定の研究課題に取り組む166の研究開発プ
ラットフォームが設立された。さらに、研究開発プラットフォームから研究開発を行う研究コン
ソーシアムが形成され、マッチングファンド方式の提案公募型事業により87課題を支援している。 

 
（４）技術シーズとニーズのマッチングを促進する環境の醸成 

農林水産省は、農林水産・食品産業分野の研究を行う民間企業、大学、公設試験研究機関（以
下、「公設試」という）、独立行政法人等の技術シーズを展示し、技術に対するニーズを有する
機関との連携を促進するため、各省・各機関と連携し「アグリビジネス創出フェア」を毎年度開
催している。令和２年度も、11月にオンライン開催し、新技術の産業利用を進めている民間企業
等から情報発信を行い、全国から120機関が参加した。約１ヶ月間公開した特設サイトの総ペー
ジビュー数は、98,140に達した。 

 

第２節 新規事業に挑戦する中小・ベンチャー企業の創出強化 
技術シーズを短期間で新規事業につなげるようなイノベーションの創出は、迅速かつ小回りの

利く中小・ベンチャー企業との親和性が高い。中小・ベンチャー企業の企業活動を下支えし、ス
ピード感を損なうことなく市場創出につなげられるよう、産学官が一体となって継続的及び効果
的に支援する体制を構築することが重要である。 
1 Nanotech Career-up Alliance 
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❶ 起業家マインドを持つ人材の育成 
我が国全体のアントレプレナーシップ醸成をより一層促進するとともに、我が国のベンチャー

創出力の強化に資することを目的として、文部科学省では、「次世代アントレプレナー育成事業
（ＥＤＧＥ－ＮＥＸＴ）」を平成29年度から実施するとともに、科学技術振興機構において、ス
タートアップ・エコシステム拠点都市１におけるエコシステム形成に向けた総合的な環境整備に
係る支援を令和２年度より開始している。 

 

❷ 大学等発ベンチャーの創出促進 
大学等発ベンチャーの新規創設数は、一時期減少傾向にあったが、近年は回復基調にあり、令

和元年度の実績は204件となった。 
科学技術振興機構は、「大学発新産業創出プログラム（ＳＴＡＲＴ2）」を実施しており、起業前

の段階から公的資金と民間の事業化ノウハウ等を組み合わせることにより、成長性のある大学等発
ベンチャーの創出を目指した支援を行っている。また、平成29年度よりＳＴＡＲＴの中において、
①成果の社会実装に意欲を持つ人材に対するビジネスモデル探索活動の支援や、②大学における起
業支援体制の構築支援、③スタートアップ・エコシステム拠点都市３における実践的なアントレプレ
ナーシップ教育とスタートアップ創出のための総合的な環境整備に係る支援等を行う「社会還元加
速プログラム（ＳＣＯＲＥ4）」を実施している。「出資型新事業創出支援プログラム（ＳＵＣＣＥ
ＳＳ5）」では、科学技術振興機構の研究開発成果を活用するベンチャー企業の設立・増資に際して
出資を実施することにより、当該企業の事業活動を通じて研究開発成果の実用化を促進している。 

 

❸ 新規事業のための環境創出 
（１）世界と伍

ご

するスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成 
内閣府、文部科学省、経済産業省では、スタートアップ・エコシステムの形成とイノベーショ

ンによる社会課題解決の実現を目指して、令和元年６月に「Beyond Limits. Unlock Our 
Potential～世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略～」を策定し、令和２年に
グローバル拠点都市４拠点、推進拠点都市４拠点を選定。拠点都市のスタートアップに対して、
政府、政府関係機関、民間サポーターによる集中支援を実施することで、世界に伍

ご

するスタート
アップ・エコシステム拠点の形成を推進している。 

 
（２）研究開発型ベンチャー等に対する支援 

経済産業省は、新エネルギー・産業技術総合開発機構を通じて、我が国における技術シーズの
発掘から事業化までを一体的に支援する「研究開発型スタートアップ支援事業」を実施している。 

 

1 後述（3 新規事業のための環境創出 (1)世界と伍するスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成）参照 
2 Program for Creating STart-ups from Advanced Research and Technology 
3 後述（3 新規事業のための環境創出 (1)世界と伍するスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成）参照 
4 Program of Start-up incubation from COre REsearch 
5 SUpport Program of Capital Contribution to Early-Stage CompanieS 
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（３）中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ制度）による支援 
ＳＢＩＲ制度においては、中小企業者及び事業を営んでいない個人が行う新技術に関する研究

開発のための補助金・委託費等（特定補助金等）の支出の機会の増大を図るとともに、株式会社
日本政策金融公庫による特別貸付等の事業化支援措置を講じている。令和２年度は、関係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）で合計86の特
定補助金等を指定し、中小企業者・小規模事業者等への支出目標額を約463億円に定めた。 また、
イノベーション創出を図る観点から「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に
同制度を位置付け、内閣府を中心とした省庁連携の取組を強化するための法改正（令和３年４月
１日施行）を行った。 

 

❹ 新製品・サービスに対する初期需要の確保と信頼性付与 
（１）公共調達の活用等による中小・ベンチャー企業の育成・強化 

内閣府は、公共調達を活用したスタートアップ・中小企業支援策として、国の省庁及び地方自
治体が有する具体的な課題を基に設定されたテーマに対し、スタートアップ・中小企業等が挑戦
し、新たな技術や着想の発掘・事業化に資する取組「内閣府オープンイノベーションチャレンジ」
を実施し、認定した提案に対し、内閣府が準備するアドバイザーによる助言、国の省庁及び地方
自治体との面談の機会を提供している。 
 

第３節 国際的な知的財産・標準化の戦略的活用 
知的財産マネジメントの質を一層高めるためには、自らが保有する知的財産等の活用のみなら

ず、その価値を最大化する知的財産戦略が重要である。このため、知的財産・標準化戦略につい
て、事業戦略に組み込むよう浸透させていくとともに、各主体の意識を高め、特許を活用するこ
とで新たなオープンイノベーションが創出されるよう促すこととしている。 

 

❶ イノベーション創出における知的財産の活用促進 
世界的なイノベーションの環境変化に対応し、国際標準化戦略を策定・実行するとともに、知的

財産制度の見直し、知的財産活動に関わる体制整備を進めるため、以下のような取組を進めている。 
（１） 国の研究開発プロジェクトにおける知的財産（知的財産権・研究開発データ）マネジメ

ント 
ア 特許権等の知的財産権に関する取組 

経済産業省は、国の研究開発の成果を最大限事業化に結び付けるため、「委託研究開発におけ
る知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」（平成27年５月）に基づき、国の委託によ
る研究開発プロジェクトごとに適切な知的財産マネジメントを実施している。 

農林水産省は、農林水産分野に係る国の研究開発において、「農林水産研究における知的財産
に関する方針」（平成28年２月）に基づき、研究の開始段階から研究成果の社会実装を想定した
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知的財産マネジメントに取り組んでいる。 
 

イ 研究開発データに関する取組 
経済産業省は、第４次産業革命の進展を踏まえ研究開発データの利活用促進を通じた新たなビ

ジネスの創出や競争力の強化を図るため「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運
用ガイドライン」（平成29年12月）に基づき、平成30年３月より、利活用可能な研究開発デー
タを登録するナショプロデータカタログ１の掲載を開始した。 

 
（２）特許情報等の整備・提供 

特許庁は、工業所有権情報・研修館が運営する「特許情報プラットフォーム（Ｊ－ＰｌａｔＰ
ａｔ2）」や、「外国特許情報サービス（ＦＯＰＩＳＥＲ3）」を通じて、我が国の特許情報及び、
我が国のユーザーからのニーズが大きい諸外国の特許情報を提供している。  

そのほか、工業所有権情報・研修館では、企業や大学、公的試験研究機関等が実施許諾又は権
利譲渡の意思を持つ「開放特許」「リサーチツール特許」の情報を収録したデータベースサービ
スを提供している。 

 
（３）早期審査の実施 

特許庁は、特許の権利化のタイミングに対する出願人の多様なニーズに応えるため、一定の要
件の下に、早期に審査を行う「早期審査」を実施しており、平成23年８月からは、地震により被
災した企業等の知財を活用した復興を支援するため、「震災復興支援早期審査」を実施している。 

 
（４）特許審査体制の整備・強化 

特許庁は、令和２年度においても、任期満了を迎えた任期付審査官の一部を再採用するなど、
審査処理能力の維持・向上のため、引き続き審査体制の整備・強化を図った。 

 
（５）事業戦略対応まとめ審査の実施 

特許庁は、知的財産戦略に基づいた出願に対応するための審査体制について検討を進め、事業
で活用される知的財産の包括的な取得を支援するため、国内外の事業に結び付く複数の知的財産
（特許・意匠

いしょう

・商標）を対象として、分野横断的に事業展開の時期に合わせて審査・権利化を行
う「事業戦略対応まとめ審査」を実施している。 

 
（６）技術動向調査の実施・公表 

研究開発戦略と知的財産戦略との連携が求められている中、特許庁は、我が国の企業が市場を
獲得し得る技術分野や、国の研究開発プロジェクトに関連する分野を中心に、特許出願動向等を

1 https://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/datamanagement.html 
2 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 
3 Foreign Patent Information Service https://www.foreignsearch2.jpo.go.jp/ 
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調査し、その結果を公表している。 
 

（７）専門家による知財活用の支援 
特許庁は、大学において権利化されていない優れた研究成果の発掘等を支援する「知財戦略デ

ザイナー派遣事業」を実施している。また、工業所有権情報・研修館を通じて、公的資金が投入
された研究開発プロジェクトを推進する大学や研究開発コンソーシアム等を支援する「知的財産
プロデューサー派遣事業」や、事業化を目指す産学連携活動を展開する大学を支援する「産学連
携知的財産アドバイザー派遣事業」も実施している。令和2年度は、知財戦略デザイナー17名を
20大学に、知的財産プロデューサー22名を46プロジェクトに、産学連携知的財産アドバイザー
10名を29大学に派遣した。 

農林水産省は、国の研究事業等において、大学、国立研究開発法人、公設試験場等が連携して
実施する研究計画の作成支援を行うため、知的財産の戦略的活用など技術経営（ＭＯＴ1）的視点
の導入も含め、全国に約150人の農林水産・食品産業分野を専門とするコーディネーターを配置
している。 
 
（８）安全保障貿易管理への取組 

経済産業省は、令和２年度において、文部科学省等関係省庁と連携し、大学・研究機関等向け
安全保障貿易管理説明会の開催や、輸出管理の専門家の大学等への派遣等を通じて、技術情報流
出の防止強化のため、大学及び研究機関等における管理体制強化の取組を促進した。 

また、政府研究開発事業の応募事業者に対して、適切な安全保障貿易管理体制の構築を求める安全
保障貿易管理の要件化の取組を進めるため、資金配分機関や関係府省等に対して働きかけを行った。 

 
（９）技術情報の管理に関する取組 

平成30年５月に成立した改正産業競争力強化法において、事業者が保有する重要情報の適切な
管理に対し国が認定した機関から認証を受けることができる「技術情報管理認証制度」を創設し
た（令和３年３月末現在、６件の機関を認定）。令和２年度は、適切な技術情報管理の構築に向
けたアドバイス等を行う専門家の派遣（176回派遣）や、制度に関心の高い業界団体等との連携、
研修素材・パンフレットの作成、メールマガジンの配信による広報活動等に加え、制度の普及・
改善に向けた有識者会議等（検討会３回、ＷＧ３回）を開催した。 

 
（10）研究成果の権利化支援と活用促進 

科学技術振興機構は、優れた研究成果の発掘・特許化を支援するために、一貫した取組を進め
ている。具体的には、「知財活用支援事業」において、大学等における研究成果の戦略的な外国
特許取得の支援、各大学等に散在している特許権等の集約・パッケージ化による活用促進を実施
するなど、大学等の知的財産の総合的活用を支援している。 
1 Management of Technology 
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❷ 戦略的国際標準化の加速及び支援体制の強化 
（１）知的財産戦略及び国際標準化戦略の推進 

経済のグローバル化が進展するとともに、経済成長の源泉である様々な知的な活動の重要性が
高まる中、我が国の産業競争力強化と国民生活の向上のためには、我が国が高度な技術や豊かな
文化を創造し、それをビジネスの創出や拡大に結び付けていくことが重要となっている。その基
盤となるのが知的財産戦略である。 

令和２年５月、知的財産戦略本部は、「知的財産推進計画2020」を決定した。同計画は、新
型コロナウイルス感染症後のニュー・ノーマルの下で、基本的な方針を示す「『ニュー・ノーマ
ル』と知財戦略（総論的部分）」と、各分野において講ずべき施策を示す「イノベーション・エ
コシステムにおける戦略的な知財活用の推進」、「クールジャパン戦略の実行」及び「コンテン
ツ・クリエーション・エコシステムの構築」に整理されている。同計画には、「ＤＸの加速化／
ＡＩ・データ等の利活用の推進」、「戦略的な標準の活用」、「デジタル時代のコンテンツ戦略」
などの取組が盛り込まれ、同計画に沿って、知的財産戦略本部の主導の下、関係府省と共に知的
財産戦略を推進している。 

 
（２）国際標準化への積極的対応 

グローバル市場における我が国産業の競争力強化のため、戦略的な国際標準化活動を行うこと
が重要である。 

具体的には、領域横断分野も含む標準化活動の体制を整備するため産業技術総合研究所におい
て令和２年７月１日に「標準化推進センター」を設置、また、研究開発段階における標準化活動
をより適切に実施するため、ＮＥＤＯプロジェクトにおいて、技術戦略策定時、プロジェクト実
施時等の各段階において、標準の戦略的な活用を意識した取組を実施した。 

また、戦略的国際標準化加速事業「政府戦略分野に係る国際標準開発活動」の一つとして、人
工知能のライフサイクル及び人工知能の品質保証に関する国際標準化を実施している。産業技術
総合研究所を中心として、民間企業数社が参画する体制において推進している。そのほか、戦略
的に重要な研究開発テーマや産業横断的なテーマについて、国立研究開発法人や民間企業と連携
して国際標準化活動を推進している。そのほか、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横断的な
テーマについて、国立研究開発法人や民間企業と連携して国際標準化活動を推進するための体制
整備を行っている。人材育成施策としては、｢標準化人材を育成する３つのアクションプラン｣（平
成28年度公表）に基づき、国際標準化をリードする若手人材を育成するための研修を実施すると
ともに、標準化教育に関する大学教員向けの教材等の展開や大学における標準化講義への経済産
業省職員派遣など、大学における標準化人材育成を支援するほか、一般財団法人日本規格協会に
よる標準化資格制度を設けている。 

海外との協力においては、国際標準化活動における欧州及びアジア諸国との連携や、アジア諸国
の積極的な参加を促進することを目的とした技術協力を行っている。令和２年度は、太平洋地域の
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24か国・地域の標準化機関が集まる会議や、アジア諸国の標準化機関等との二国間会議に参加し、
標準化協力分野について議論を行った。また、国際標準化機構・国際電気標準会議と連携したアジ
ア地域向けの人材育成セミナーを実施したほか、アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ1 ）基準・適合
性小委員会では、国際整合化や規格開発・普及のためのプロジェクトを進めるなど、国際標準化活
動におけるアジア地域との連携強化に取り組んでいる。 

総務省は、情報通信審議会等の提言を踏まえ、我が国の情報通信技術（ＩＣＴ）の国際標準へ
の反映を目指して、研究開発等も実施しながら、国際電気通信連合（ＩＴＵ2）等のデジュール標
準化機関や、フォーラム標準化機関における標準化活動を推進している。令和２年度は、「Beyond 
5G 推進戦略」（令和２年６月策定）等を踏まえ、産学官の主要プレイヤーが結集した「Beyond 
5G 新経営戦略センター」（令和２年12月18日設立）を設立し、研究開発初期段階からの戦略的
な知財の取得や標準化活動の推進に取り組んでいる。 

国土交通省及び厚生労働省は、知的財産推進計画において、国際標準化特定戦略分野の一つに
水分野が位置付けられたことを踏まえ、上下水道分野で国際展開を目指す我が国の企業が、高い
競争性を発揮できる国際市場を形成することを目的として、戦略的な国際標準化を推進している。 
現在、「水の再利用」（ＩＳＯ3/ＴＣ4282）、「汚泥の回収、再生利用、処理及び廃棄」（ＩＳ
Ｏ/ＴＣ275）、「アセットマネジメント」（ＩＳＯ/ＴＣ224/ＷＧ56及びＩＳＯ/ＴＣ251）、
「雨水管理」（ＩＳＯ/ＴＣ224/ＷＧ11）、「危機管理」（ＩＳＯ/ＴＣ224/ＷＧ7）に関する
ワーキンググループ等へ積極的・主導的に参画している。 

 
（３）特許審査の国際的な取組 

日本企業がグローバルな事業展開を円滑に行うことができるよう、国際的な知財インフラの整
備が重要である。このため、特許庁は、ある国で最初に特許可能と判断された出願に基づいて、
他国において早期に審査が受けられる制度である「特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ6）」を45か国・
地域との間で実施している（令和３年１月時点）。また、我が国の特許庁と米国特許商標庁は、
日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ先行技術文献調査を実施し、
その調査結果及び見解を共有した後に最初の審査結果を送付する日米協働調査試行プログラムを
平成27年８月１日から実施している。さらに、ＰＣＴ7国際出願について、日米欧中韓の5庁が協
働して国際調査報告を作成するＰＣＴ協働調査試行プログラムを令和２年６月30日まで実施した。  

 

第４節 イノベーション創出に向けた制度の見直しと整備 
イノベーションの源である知識や技術を迅速にビジネスとして社会に実装させるため、また、Ｉ

ＣＴの飛躍的発展に適応するよう、イノベーションが持つ社会変革のポテンシャルを最大限に引き

1 Asia Pacific Economic Cooperation 
2 International Telecommunication Union 
3 International Organization for Standardization 
4 Technical Committee 
5 Working Group 
6 Patent Prosecution Highway 
7 Patent Cooperation Treaty 
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出すため、政府は新たな製品・サービスに対応した制度の見直しを進めていくこととしている。 
 

❶ 新たな製品・サービスやビジネスモデルに対応した制度の見直し 
（１）イノベーションの促進に向けた規制・制度の活用 

研究開発活動を取り巻く規制・制度が、本来、研究開発活動の円滑な推進や安全性向上等を目
的として設けられているものであるものの、過度に厳格なために、イノベーションを阻害してい
ることも少なくない。政府は大胆な規制・制度改革の突破口として「国家戦略特区制度」を推進
しており、あわせて、「総合特区制度」等の従来の特区制度についても継続して着実に進めてい
くこととしている。これらの制度を活用することによって、イノベーションの促進が期待される。 

 
ア 国家戦略特区に関する取組 

政府は、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律（令和２年６月３日法律第34号）に基づき、
世界に先駆けて未来の生活を先行実現する「まるごと未来都市」を目指す「スーパーシティ」構
想の実現と高度で革新的な近未来技術に関する実証実験を迅速・円滑に実施する「地域限定型の
サンドボックス制度」の活用に向けた取組を推進している。なお、国家戦略特区においては、引
き続き、岩盤規制改革に取り組んでいくとともに、特段の弊害のない特区の成果については、全
国展開を加速的に進めていく。 

 
イ 総合特区制度に関する取組 

政府は、我が国の経済成長のエンジンとなる産業・機能の集積拠点の形成を目的とする「国際
戦略総合特区」と、地域資源を最大限活用した地域活性化の取組による地域力向上を目的とする
「地域活性化総合特区」において、規制の特例措置、税制・財政・金融上の支援措置などにより
総合的に支援を行っている。 

 

❷ 情報通信技術の飛躍的発展に対応した知的財産の制度整備 
第４次産業革命時代においては、ＡＩ創作物や３Ｄデータ、創作性を認めにくいデータベース

等の新しい情報財について、その利活用が、小説、音楽や絵画などのコンテンツ産業に限らず、
その他産業（製造業、農業、広告宣伝業、小売業、金融保険業、運輸業、健康産業など）にも波
及することが想定され、その基盤となる知財システムの構築を進めることが産業競争力強化の観
点でますます重要になってきている。 

特許庁は、ＡＩ関連発明について、各審査部門の担当技術分野を超えて連携し、最新のＡＩ関
連技術に関する知見や審査事例の蓄積・共有及び関連する特許審査施策の検討等を行うＡＩ審査
支援チームの活動を開始した。 
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第５節 「地方創生」に資するイノベーションシステムの構築 
イノベーションを創出するための強みや芽は様々な地域に存在している。こうした地域の特徴

を生かし、新しい製品やサービスの創出や既存産業の高付加価値化が図られていくためには、地
域に自律的・持続的なイノベーションシステムが構築されることが重要である。 

 

❶ 地域企業の活性化 
経済産業省は、地域経済の担い手となる企業群による新分野・新事業等への挑戦を支援するた

め、地域のイノベーションを支える支援機関（大学、公設試、金融機関等）から成る支援ネット
ワークの構築と、これらの支援ネットワークによる事業の成長段階に応じた総合的な支援を後押
ししている。そのほか、国際市場に精通した専門家等で構成される「グローバル・ネットワーク
協議会」を通じ、グローバル市場も視野に入れた事業化戦略の立案や販路開拓等を支援している。 

加えて、「新市場創造型標準化制度」の活用においては、企業等から提案のあった案件につい
て、平成28年から令和３年１月末までに規格を42件制定した。また、自治体・産業振興機関、
地域金融機関、大学・公的研究機関（パートナー機関）と一般財団法人日本規格協会が連携し、
地域における標準化の戦略的活用に関する情報提供・助言等を行う「標準化活用支援パートナー
シップ制度」のパートナー機関数を平成27年から令和３年１月末までに167機関に拡大し、全国
47都道府県に設置している 。 

 

❷ 地域の特性を生かしたイノベーション・エコシステムの駆動 
（１）地域イノベーションシステムの構築 

文部科学省は、「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」により、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、リスクは高いが社会的インパクトが大きい事業化プロジェクトを支援しており、
これまでに全21地域を採択した。このうち神奈川地域については、令和２年度補正予算において
ＳｍａｒｔＡｍｐ法を活用した新型コロナウイルスの迅速検査システムの開発を支援した。また、
ニーズプル型の地域イノベーション・エコシステムの形成及び地域社会の変革を目指す「科学技
術イノベーションによる地域社会課題解決（ＤＥＳＩＧＮ－ｉ）」を令和元年度より開始し、こ
れまでに６地域を採択した。 

 
 

地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 
https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/chiiki/program/1367366.htm 

 
 

総務省は、「戦略的情報通信研究開発推進事業（ＳＣＯＰＥ1）」において、「新たな情報通信
技術戦略の在り方 中間答申・第２次中間答申・第４次中間答申」を踏まえた、Beyond 5G時

1 Stracegic Information and Communications R&D Promotion Programme 
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代に対応して、実用化・社会実装を意識した、新たな価値の創造、社会システムの変革並びに地
域の活性化及び課題の解決に寄与するＩＣＴの研究開発を推進している。 

経済産業省は、技術革新が急速に進む中でも地域企業によるイノベーションの創出・生産性向
上が進むよう、「地域イノベーション基盤整備事業」を通じて、公設試・大学等による企業支援
体制の構築に資する先端設備の初期導入・人材育成を支援している。また、令和2年度から開始
した「産学融合拠点創出事業」において、産学融合の先導的取組とモデル拠点構築に向けた支援
を行い、大学を起点とするオープンイノベーションの深化とさらなる拡大を実現する産学融合を
通じた共通価値の創造を目指し支援している。 

農林水産省は、生物系特定産業技術研究支援センターが実施する「イノベーション創出強化研
究推進事業」において、様々な分野の多様な知識・技術等を結集した研究開発を重点的に推進す
る提案公募型研究開発を推進しており、地域イノベーション戦略の推進に向けた研究を支援して
いる。また、農林水産業・食品産業分野を専門とする産学連携コーディネーターを全国に配置し、
ニーズの収集・把握、シーズの収集・提供を行うとともに、産学官のマッチング支援や研究開発
資金の紹介・取得支援、商品化・事業化支援等を通じ、地域における農林水産・食品分野の研究
開発の振興を図っている。そのほか、地域の研究開発と技術の普及促進を支援する地域マッチン
グフォーラムの開催等の取組を進めている。 

また、復興庁を中心に福島の創造的復興に不可欠な研究開発及び人材育成を行う「創造的復興の中
核拠点」として国際教育研究拠点を新設し、産学官一体の取組を通じて研究成果の社会実装・産業化
を実現することにより、産業構造・社会システムの転換につなげる。（第３章 第２節１（４）参照） 

産業技術総合研究所は、公設試等と人的交流などを通して密接に連携して地域企業のニーズの
発掘に努めるとともに、産業技術総合研究所の技術シーズを活用した地域企業への技術支援を
行っている。具体的には、公設試等職員やその幹部経験者等145名を地域企業への「橋渡し」の
調整役として「産総研イノベーションコーディネータ」に委嘱・雇用し、産業技術連携推進会議
を通じて公設試相互及び公設試と産業技術総合研究所との協力体制を強化するとともに、公設試
職員の技術力向上や人材育成を支援している。また、包括協定を締結するなど、地方自治体との
連携を積極的に進め、地方自治体の予算による補助事業の活用等により、地域産業特性に応じた
技術分野での連携を推進している。このような産業技術総合研究所の技術シーズを事業化につな
ぐ「橋渡し」を地域及び全国レベルで行い、地域企業の技術競争力強化に資することで地方創生
に取り組んでいる。 

 
（２）地域における知的財産の権利化支援 

特許庁は、各地の会場に審査官・審判官が出張する出張面接、出願人自身のＰＣから参加でき
るオンライン面接及び各地で口頭審理を行う巡回審判を実施した。また、ＩＮＰＩＴ1近畿統括本
部を活用し、近畿地域を中心とした地方の知財支援を展開した。 
  
1 National Center for Industrial Property Information and Training 
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❸ 地域が主体となる施策の推進 
（１）地域の自律的・持続的な成長に向けた支援 

地域が自身の強みを生かしたイノベーションシステムを主体的に構築し、自律的・持続的に成
長していくために中長期的な視点に立った支援が重要である。 

内閣府は、省庁や地方自治体が地域におけるイノベーション・エコシステムの状況について把
握するための点検指標の設定に関する検討を行っている。 

特許庁は、令和２年７月に新たに策定した「第２次地域知財活性化行動計画」及び「中央ＫＰ
Ｉ1及び地域ＫＰＩ」に基づき、ハンズオン支援など地域・中小企業に対する支援施策を実施した。
次年度以降も同計画等に基づき地域・中小企業支援施策を継続的に実施する。 

 

第６節 グローバルなニーズを先取りしたイノベーション創出機会の開拓 
世界的な共通課題であるエネルギー、資源、食料の確保、自然災害の対応等について、我が国

はグローバルなニーズを先取りしつつ、我が国の技術力や現場への実装の経験を生かし、戦略性
を持ってリーダーシップを取ることにより、イノベーションの創出等の機会を開拓することとし
ている。 

 

❶ グローバルなニーズを先取りする研究開発の推進 
科学技術に関する政策決定に活用するため、海外の情報を継続的・組織的・体系的に収集・蓄

積・分析し、横断的に利用する体制を構築する必要があり、文部科学省及び関係機関において情
報収集等を行っている。 

グローバルなニーズを先取りする研究開発の推進に向けた長期的な変化の探索・分析の一環と
して、文部科学省科学技術・学術政策研究所は、昭和46年度から約５年ごとに科学技術予測調査
を行っており、令和元年12月に第11回調査の報告書を公表した。今回調査は、「望ましい社会
の未来像」と「科学技術発展の中長期展望」を検討し、それらを統合して、「科学技術発展によ
る社会の未来像」として、基本シナリオ「人間性の再興・再考による柔軟な社会」を提示すると
ともに、ＡＩ関連技術と専門家の検討に基づき８個の「クローズアップ科学技術領域」（分野横
断・融合のポテンシャルの高い領域）を抽出している。 

科学技術振興機構研究開発戦略センターは、科学技術・イノベーション政策の立案に資する海
外動向について調査・分析等を行っている。 

農林水産省は、革新技術、グローバル化の進展等急激に変化する研究開発動向を踏まえ、戦略
的な研究開発につなげるため、海外・異分野の研究開発動向等を把握し、重点的に推進する研究
分野の方向性を示した「農林水産研究イノベーション戦略」を策定、公表している。 

日本学術振興会は、海外研究連絡センターにおいて、海外の学術動向等の情報収集及び我が国
の大学等の国際化支援のほか、海外の学術振興機関等との連携やシンポジウムの開催等の活動を
行っている。 
1 Key Performance Indicator 
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また、直面する経済・社会的課題も視野に入れ、科学技術先進国との国際共同研究及び研究交
流を戦略的に推進している（第４章第２節１（４）、第７章第３節参照）。 

 

❷ インクルーシブ・イノベーションを推進する仕組みの構築 
（１）地球規模問題に関する開発途上国との協力の推進 

アジア、アフリカや中南米等の開発途上国との科学技術協力については、これらの国々のニー
ズを踏まえ、地球規模課題の解決と将来的な社会実装に向けた国際共同研究を推進するため、文
部科学省、科学技術振興機構及び日本医療研究開発機構並びに外務省及び国際協力機構が連携し、
我が国の優れた科学技術と政府開発援助（ＯＤＡ1）を組み合わせた「地球規模課題対応国際科学
技術協力プログラム（ＳＡＴＲＥＰＳ2）」を実施している。平成20年度から令和２年度（2008
年度から2020年度）に、環境・エネルギー、生物資源、防災や感染症分野において、52か国で
156件（地域別ではアジア84件、アフリカ41件、中南米23件等）を採択している。 

文部科学省は、我が国のＳＡＴＲＥＰＳに参加する大学に留学を希望する者を国費外国人留学
生として採用する、国際共同研究と留学生制度を組み合わせた取組を実施している。これにより、
国際共同研究に参画する相手国の若手研究者等が、我が国で学位を取得することが可能になるな
ど、人材育成にも寄与する協力を進めている。 

 
 
 

1 Official Development Assistance 
2 Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development 
 




