（参考）第５期科学技術基本計画 中間取りまとめ （概要）（２）
４. 未来の産業創造と社会変⾰に向けた取組（成⻑の「糧」の確

保）
「大変革時代」の中、我が国の国際競争力を強化し持続的な発展を実現してい
くため、新しいことに果敢に挑戦し、新たな価値を積極的に生み出していくととも
に、我が国が強みを有する研究や技術を伸ばしつつ、「超スマート社会」の形成
を 世界に先駆けて目指す。
⇒ 日本発の「ゲームチェンジ」を起こせるようなチャレンジングな研究開発を各省に展開。
⇒ 我が国が強みを有する研究や技術を取り込みシステム化し、統合。サービスや事業の連鎖
を提供するバリューネットワークを構築。このため、「超スマート社会」の実現に向けて、①産
官学の関係者が集結してシステム化の研究開発等を協議する場を設定するとともに、②先
導的なプロジェクトを実施。

高度道路交通システム、エネルギー利用のスマート化、インフラアセットマネジメ
ントシステム、新たなものづくりシステム、などの取組を想定 ※
⽇本はデータ分析の能⼒を有する⼈材
が少ない
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⇒ 共通基盤的な技術の強化を図り、新産業を創
出。
IoT、ビッグデータ解析、数理科学、AI、サイバーセキュリティ、センサ、ロボット、
素材、ナノテクノロジー等）※
※

５. 経済・社会的な課題の解決に向けて先⼿を打つ取組
※

・以下の５つを重要課題として設定。

最終答申
（年末）に
向け更に
具体化

① エネルギー・資源・食料の安定的な確保
（例：エネルギー・資源の安定的な確保とエネルギー利用の効率化 など）

② 超高齢化・人口減少社会等に対応する持続可能な社会の実現
（例：世界最先端の医療技術の実現による健康長寿社会の形成 など）

③ 産業競争力、地域活力の向上
（例：生産性の向上及び産業の競争力強化による地域経済の活性化 など）

④ 国及び国民の安全・安心の確保
（例：国家安全保障上の諸課題への対応、地震・津波・火山噴火等の自然災害への対応な
ど）

⑤地球規模の問題への対応と世界の発展への貢献
（例：気候変動、生物多様性の減少、北極域の変動などへの対応 など）

６. 不確実な変化に対応できる基盤的な⼒の徹底的強化
・知的プロフェッショナルの活躍促進：世代間の「壁」の除去により 若⼿を登⽤
⇒ 研究者だけでなく、イノベーションの構想力を持ち事業化等のプロデュースやマネジメント
を行う人材、現場を支える人材等、高度な専門性と能力を有する人材を育成・活用
⇒ シニア研究者の任期制や年俸制への転換促進等を通じた若手ポストの拡充
⇒ 安定性と流動性の両立を目指し有能な若手研究者を優遇する仕組（卓越研究員制度）
⇒ 女性研究者の活躍の機会の拡大

・知の基盤の涵養：学問分野の「壁」を打破し、多様で融合的な基礎研究⼒を強化
⇒ 幅広い裾野を開拓する学術研究と、選択と集中を重視する基礎研究の推進
⇒ 基礎研究機関の連携促進、研究データ基盤の強化、最先端大型研究施設の共用促進
等による異分野融合的な研究環境の整備

・国境の「壁」を打破し、⼤学、研究機関の国際頭脳循環を促進
⇒ 大学改革、国際共同研究の拡充により、我が国トップ研究大学の基礎研究力を世界トップ
レベルに引き上げるとともに、オープンサイエンスの取組を推進

７. ⼈材、知、資⾦の好循環を誘導するイノベーションシステム構
・イノベーションを担う企業、⼤学、国⽴研究開発法⼈等の間の連携を強化し、組織
築
の「壁」を打破して、オープンイノベーションの推進、新製品・サービスの創出。

⇒ 本格的な産学共同研究の推進
⇒ 地域が持つ強みを活かし持続的発展につながるようなマッチング機能、イノベーション拠点
と地域の中核企業等支援などを通じ地方創生に資する内発的・自律的イノベーションを加
速
⇒ 大学改革と研究資金改革を一体的に推進し、民間資金導入の活発化に向けた大学への
経営マインドの導入など大学改革と研究資金の多様化の推進
⇒ 国立研究開発法人等の橋渡し機能の強化
⇒ クロスアポイントメント制度等により産官学の組織を超えた人材流動を促進

８. 科学技術イノベーションの戦略的国際展開
・研究環境の国際化、積極的交流推進 （産学による連携強化、研究・生活環境等）
・科学技術外交の戦略的展開 （顔が見える外交、戦略的ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ、国際会合等）
（国内外の大使館等の活用等）
・グローバルな⼈材ネットワークの構築

９. 科学技術イノベーションと社会
・科学技術の進展と社会への影響 （当初想定していなかった課題への対応）
・社会との対話 （国民との情報共有と公的研究資金を用いた研究の説明責任等）
・研究の誠実な遂⾏ （研究の公正性と利益相反の問題等）

10. 実効性ある科学技術イノベーション政策の推進
・司令塔機能強化、基本計画と総合戦略⼀体運⽤、未来に向けた科学技術投資
◎研究開発投資総額の⽬標

未来への成長のために重要な役割を果たすことが科学技術イノベーションに期待される中、厳しい財政状況や財政健
全化計画の状況を勘案し、一層効果的・効率的な資金の活用の取組を進めつつ、これまでの科学技術基本計画と同
様に、未来への投資として、第５期科学技術基本計画期間中における研究開発投資総額の目標についても検討。

８

（参考）マッチングプランナープログラム
マッチングプランナーを介した企業ニーズ解決による地域科学技術イノベーション創出

JSTのネットワークを活用して集積した全国の膨大な大学等発シーズと、地域の企業ニーズとをマッチングプランナー（ＭＰ）が結び
つけ、共同研究から事業化に係る展開を支援し、企業ニーズを解決することにより、ニッチではあるが付加価値・競争力のある地域
科学技術イノベーション創出を目指す。
＜課題＞
・ これまでの地域科学技術イノベーション施策の結果、地域の研究開発基
盤が充実。全国各地域の大学からも有望な技術シーズが数多く創出。
・一方、地域の企業の開発ニーズに合致する研究シーズは地域に限定さ
れない。これを結びつける仕組みが未整備であることが、最適なマッチン
グを図る上での障害となっている。

＜ポイント＞

① 地元企業のニーズと全国のシーズとの最適マッチング
・地域のニーズに最適なシーズを全国から探索
・地域の産学官および金融機関とを結びつけるハブとなりワンストップサービスを提供

② 広域ネットワーク
・ＪＳＴ保有の全国ネットワークを活用して全国の技術シーズを探索
・ＭＰがこれまでに蓄積した大学・自治体等との緊密な交流、独自のネットワーク
・企業ニーズと全国の最適なシーズとをマッチング

マッチングできる!?
地域企業の困り事

全国の各大学で創出
される技術シーズ

MP

③ ＭＰが当事者
・商品開発等に係る事業化を目指す段階までＭＰが関係機関と連携しつつ責任を持って支援

マッチング
プランナー

・頑張る地域を重点エリアとして集中的に支援
・ＭＰが地域コミュニティに入り込み地域のネット
ワークと協働

共同研究・課題解決へ

大学等

地域企業

地域科学技術イノベーション創出

企業ニーズと全国の技術
シーズの最適マッチング

企業ニーズの解決・
高付加価値製品・
事業化

MP

事 業 化 のサ ポ ー ト
共同研究
マッチング

MP
JSTのネットワーク
も活用したシーズ
探索

全国から最適なシーズ
の特定

地域企業等

地 域 の ニー ズ 探 索

重 点 エリ ア に
派 遣 ・配 置

マッチング
プランナー
（MP)

MP
企業ニーズ
のくみ取り

11
９

（参考）研究費の有効活⽤に資する新たな研究設備・機器共⽤システムの導⼊
研究設備・機器共用化による効果～研究開発と共用の好循環の実現～
研究者の研究時間増大
（専門スタッフによる機器管理
により研究者の負担を軽減）

先端研究基盤共用促進事業
（新共用システム形成支援）

短期滞在者の利便性向上
国際共同研究の増加

ナノテクPF、HPCI、光ビームPF、NMR共⽤PF

海外研究者による評判向上
（大学ランキングアップ）
論文引用度の向上

若手研究者や海外・他機
関から移籍してきた研究者
の速やかな研究体制構築
（スタートアップ支援）

NMR

SPring-8

SACLA

専門スタッフのスキル向上・
キャリア形成

産学官連携の強化

最先端大型研究施設の整備・共用

高度な研究開発支援の実施
コーディネート、調達の高度化 等

放射光施設

J-PARC

京

レーザー

共用機器化による保守費・設
備費・スペース利用の効率化

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律に
基づき指定

共用プラットフォーム
目的に応じたプラットフォーム形成により、効率的・効果的
に研究開発基盤を自立的に維持・発展

新たな共用システム導入の加速

◎競争的研究費改革との連携

先端計測機器開発、光・量子化学技術等
共通基盤技術開発を推進

共通基盤技術の開発

分野融合・新興領域の拡大

民間活力の導入等

人材育成

設備・機器の共有に係る組織的な取組の奨励
研究組織のマネジメントと一体となった研究設備・
機器の整備運営の早期確立を支援

10

（参考）先端研究基盤共⽤促進事業
目的
主に競争的研究費等で購入・運用され研究室単位で管理されている設備・機器を含めこれら設備・機器を研究
組織単位（センター、部門、学科・専攻）で一元的にマネジメントし、同組織の経営・研究戦略の下、効果的・効率
的な研究開発基盤の整備運営に向け、第５期科学技術基本計画期間中の自立化を見据え、新たな共用システ
ムの導入とともに研究開発と共用の好循環の確立を目指す。
 競争的研究費改革における「汎用性が高く比較的大型の設備・機
（新たな共用システムの機能の例）
• 共用のためのマネジメント（内部・外部利用のルール、 器」の原則共用化
機器整備（合算使用、共用提供）等のルール）
 「機器購入」から「共助分担」へ
• ランニングコストの共助分担
 研究組織の経営・研究戦略と一体となった研究設備・機器整備運営
• 若手研究職・専門職等のキャリア形成

概要
競争的研究費改革等と連携し、新たな共用システムの条件整備やガイドライン
の提示などを進めるとともに、研究組織における導入の加速を支援

【新共用システムイメージの例】
学科・専攻等で分散管理されていた研究設備・
機器群を一つのマネジメントの下で運営

【対象】研究組織（同様の研究分野で経営・研究戦略を共有する

（共用システム等導入経費の例）
○機器の再配置・更新再生
－中規模装置は単一フロア
－小規模装置は各フロア
○共通管理システム構築
－管理、予約、共助分担

組織。センター、部門、学科・専攻、複数学科単位。）

【支援経費】共用システム等導入経費、保守管理費、人件費

研究室Ａ

センター、部門、学科・研究科
支援

研究室Ｂ

研究室Ｃ

新たな共用システム

小規模機器

国

中規模機器

（保守管理費の例）
○機器メンテナンスの一元化
（人件費の例）
○専門スタッフ（事務・リエゾン・技術ス
タッフ） の雇用・配置
○RA、メーカーOB等の活用
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