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■機構の目的
第5期科学技術基本計画（平成28年1月22日閣議決定）を実施する中核機関として、機構内外の資源を最大限活用するネットワーク型研究所としての特長を活
かし、未来を共創する研究開発戦略の立案・提言、知の創造と経済・社会的価値への転換、未来共創の推進と未来を創る人材の育成、世界レベルの研究基盤
を構築するための大学ファンドの創設に総合的に取り組み、我が国全体の研究開発成果の最大化を目指す。

■ 知の創造と経済・社会的価値への展開 88,092百万円
ネットワーク型研究所として主体的に研究開発を推進

■ 未来共創の推進と未来を創る人材の育成 7,379百万円
対話・協働の成果を戦略立案や研究開発へ反映／持続的な科学技術イノベーションの創出へ貢献

• 共創の場形成支援

• 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)

• 大学発新産業創出プログラム（START） 等

• 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）

• 戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）

• さくらサイエンスプログラム 等

• 未来社会創造事業

• 戦略的創造研究推進事業

• 産学が連携した研究開発成果の展開

未来の産業創造と社会変革に向けた研究開発の推進 人材、知、資金の好循環システムの構築

国際共同研究・国際交流・科学技術外交の推進

未来の共創に向けた社会との対話・協働の深化
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青色LED
（2014ノーベル
物理学賞）

情報基盤の強化

• 科学技術情報連携・流通促進事業

• ライフサイエンスデータベース統合推進事業

• 科学技術文献情報提供事業

未来を創る次世代イノベーション人材の重点的育成

ムーンショット型研究開発の推進

■ 未来を共創する研究開発戦略の立案・提言 1,447百万円
多様なステークホルダーとの共創を推進し、エビデンスに基づいた先見性のある戦略を立案・提言

研究開発戦略センター（CRDS） アジア・太平洋総合研究センター（APRC) 低炭素社会戦略センター（LCS）

• 研究人材キャリア情報活用支援事業

• プログラム・マネージャー（PM）の育成・活躍推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

• 研究公正推進事業

イノベーションの創出に資する人材の育成

• 未来共創推進事業

- 日本科学未来館

- サイエンスアゴラ

- サイエンスポータル 等

新しい高温超電導物
質の発見（細野秀雄/
東工大）

ヒトiPS細胞を樹立
（2012ノーベル
生理学・医学賞）

【京都大学教授山中伸弥】

創発的研究の推進

業務の全体概要
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• 次世代人材育成事業

- スーパーサイエンスハイスクール支援

- 科学技術コンテストの推進

- 大学等と連携した科学技術人材育成活動の実践・環境整備支援

■ 世界レベルの研究基盤を構築するための大学ファンドの創設 5.1兆円
我が国のイノベーションエコシステムの構築を目指し、大学ファンドの創設に向けた取組を進める

※令和2年度補正予算（第3号）及び令和3年度補正予算(第1号)に
より措置された政府出資金、令和3年度に措置された財政融資資
金借入金のため、上記政府予算額には含まない

■設立年月日：平成15年10月1日
■理事長 ：濵口 道成
■役員数 ：理事長1名､理事5名､監事2名(うち非常勤1名)
■常勤職員数：1,357名

■令和3年度当初予算額（令和2年度当初予算額）
総事業費 1,420億円（1,241億円）
うち施設整備費補助金 0億円（2億円）
※一般勘定、文献勘定、創発的研究推進業務勘定、革新的研究開発推進業務勘定を含む。
※SIP、世界レベルの研究基盤を構築するための大学ファンドの創設に係る予算、令和3年度補正予算措置分は含まない。（令和4年3月31日時点）

経済安全保障の観点からの先端的な
重要技術に係る研究開発の推進



総合評定

国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による
成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果
的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成
果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められるため、評定をAとする。

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 A A A A A A A

文科省評価 A A A A A

評定
（自己評価）

顕著な研究開発成果の創出
１．未来を共創する研究開発戦略の立案・提言 ２．知の創造と経済・社会的価値への転換

俯瞰活動や多様なステークホルダーとの共創によって得た知見や情
報の提供等を行った結果、国の重要施策や戦略立案等に結実
●「量子イノベーション戦略」の見直しWGに全面的に協力。CRDSが

提案した量子技術と従来型技術の融合の重要性等の視点が「量
子未来社会ビジョン」に反映。

●「マテリアル革新力強化戦略」の策定・施策化に貢献。文部科学省
事業や産総研のプロジェクトに結実。

●報告書「オープン化、国際化する研究におけるインテグリティ」が研
究インテグリティの確保に係る対応方針や競争的研究費に関する
指針の改定等、政府方針に反映。

破壊的イノベーションにつながる研究開発の推進

戦略目標の達成、イノベーション創出、科学的・社会的インパクトが
期待される顕著な研究成果等が国内外を通じて多数創出
●新型コロナウイルス由来のウイルスRNAを1分子レベルで識別して5分

以内に検出する革新的技術「SATORI法」の開発
●触覚を含む身体感覚を人間とロボットとの間で

相互伝送する技術を実証。
●東京2020 オリンピック・パラリンピックの表彰台を

3Dプリンタで設計・製造。大会後、学校等で再利用
●START・SCOREの支援により累計96社のベンチャー設立、総額267億円
以上の 資金調達を確認。SUCCESS投資実績累計36社、機構出資額に
対する呼び水効果は累計20倍（521.9億円）を達成。

各事業における顕著な成果に加え、新規事業立ち上げ、大学ファンドの運用の開始の他、第4期中長期目標の達成と
成果の最大化に向けてネットワーク型研究所としての総合力を発揮。

３．未来共創の推進と未来を創る人材の育成

社会との共創／次世代人材育成

一般社会からのニーズや意見の研究開発・政策形成への反映に向け
た取組や、先進的な理数系教育の展開、研鑚・顕彰の機会を確保
●行政機関等と連携し市民の意見を常設展示等を通じて収集。その

意見が政策形成の現場に報告、社会の声を反映する取組を推進。
●SSH事業の成果物を一元的に集約し、機構HPにおいて令和2年度
の約10倍となる107校を掲載。コロナ禍でもリモートツール等を活用し、
幅広い学習機会、研究発表や交流等、国内外で活躍の場を提供。

●「新たな目標検討のためのビジョン公募」に関するプログラムを推進。
新たなムーンショット目標を検討する仕組みの構築へ貢献。

●若手を中心とした多様な研究者を支援。採択された研究者の独立や
研究環境支援を所属機関に要望する新たな取組を導入

時代の要請に応えた大改革による科学技術情報流通を促進

Ａ

国の重要な政策、戦略立案、実現への寄与

新型コロナウイルス感染症への対応「JSTプランB」

Ⅳ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項

前理事長のイニシアティブのもと、非医療分野の研究開発「JSTプランB」を令和2年度に引き続き推進。長期化する新型コロナウイルス感染症
に関連した諸課題に対応するための研究開発を加速

●日本初の本格的プレプリントサーバ「Jxiv」を構築・公開
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Ⅰ．研究開発成果の最大化その他の業務の質の
向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
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１．未来を共創する研究開発戦略の立案・提言



1．未来を共創する研究開発戦略の立案・提言
評定

（自己評価）

Ａ

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 A A A A A A A

文科省評価 A A A A A

国の重要な政策／戦略立案、実現への寄与 ※「1.1.先見性のある研究開発戦略の立案・提言」の評価

➢ 「量子イノベーション戦略」の見直しWGにCRDSの知見をまとめ、全

面的に協力。CRDSが提案した量子技術と従来型技術の融合の重

要性等の視点が「量子未来社会ビジョン」にも反映。

➢ 「マテリアル革新力強化戦略」（R3/4）の策定・施策化に貢献。

文部科学省事業や産総研のプロジェクトに結実。戦略策定後の

実行段階においても、有識者情報の提供等、施策の推進に協力。

➢ 報告書「オープン化、国際化する研究におけるインテグリティ」が研

究インテグリティの確保に係る対応方針や競争的研究費に関する

指針の改定等、政府方針に反映。

➢ 令和4年度の戦略目標「社会課題解決を志向した計測・解析プロセ

スの革新」に「次世代オペランド計測」「人工知能と科学」等の報告

書が活用された他、 戦略目標6件のうち5件でCRDSの提案や成

果・知見が活用された。

➢ 「情報化社会の進展がエネルギー消費に与える影響」「蓄電池シス

テムとしての揚水発電のポテンシャルとコスト」をテーマとしたLCS

の提案書が国の施策検討の基礎資料として活用。 11

➢ 5府省合同の「グリーンイノベーション戦略推進会議ワーキンググ

ループ」にCRDS、LCSが議論に参画。ネガティブエミッションについ

て実施した調査等の発表を行い、本会議まとめ資料に反映。

➢ 産業競争力懇談会のDAC（Direct Air Capture）研究会への参加、文

部科学省内カーボンニュートラルに関する議論の場での報告等、

様々な検討の場で知見を提供。

➢ ゼロエミッション社会の実現に貢献するための定量的社会シナリオ

研究成果を「イノベーション政策立案提案書」や日・英の概要版とし

てとりまとめ国内外に発信。

➢ 分野横断的な分析を行い、我が国の課題を抽出した「研究開発の俯

瞰報告書 統合版」を発行。

➢ 分野横断報告書Beyond Disciplinesシリーズを2冊発行。

➢ アジア・太平洋地域との科学技術協力基盤構築に向け、科学技術動

向等に関し重要性が高い8課題の調査報告書を発行。

国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による
成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果
的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成
果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められるため、評定をAとする。

カーボンニュートラルにむけた検討への貢献

各種報告書の発行

➢ 動画リンクサイト「CRDS Channel」を開設。SNSでの発信強化。

➢ サイエンスポータルアジアパシフィック（SPAP）及びサイエンスジャパ

ン（SJ）を開設・運営開始。

情報発信の強化

（参考）CRDSの提供資料
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１．１．先見性のある研究開発戦略の立案・提言

事業概要



研究開発戦略センター事業概要

事業の概要 研究開発戦略センター（CRDS）は、我が国および人類社会の持続的発展のため、科学技術振興とイノベーション創出の先導役と
なるシンクタンクを目指し、国の科学技術イノベーション政策に関して中立的な立場に立って調査、分析、提案を行う。

➢ 科学技術イノベーション創出に向けた調査・分析及び研究開発
戦略の提案

• ワークショップ開催・有識者ヒアリング等を通じた戦略プロポーザルの作成
• 俯瞰ワークショップ開催、国内外関係機関への往訪調査等を通じた研究開

発の俯瞰報告書、海外動向報告書・国際比較報告書等の作成
• 最新の研究開発動向、調査・分析で得られた情報、戦略提言に関する情報

発信（各種提言・報告書の刊行・シンポジウム開催等）
• 関係府省・外部機関との連携、提言・情報提供等による施策化への貢献

活動概要

体制図

※令和3年度末時点
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JST事業

連携・協力

社会の様々なステークホルダー（関係府省庁、
産業界、研究者コミュニティー等）

➢戦略目標設定への活用

➢政策、施策への活用

提案・
情報提供・働きかけ

[活用事例] 

〇戦略プロポーザル「革新的コンピューティング」
→文科省、NEDO、内閣府SIP等にて多数プロジェクト化
〇戦略プロポーザル「元素戦略」
→文科省 元素戦略プロジェクトをはじめ、文科省・JST 、

経産省・NEDO等にて研究開発プロジェクト多数発足

戦略プロ
ポーザル

研究開発領域の俯
瞰、重要な研究開
発領域・課題の抽出

社会的期待・
課題の分析

科学技術分野の俯瞰 社会的期待の分析

俯瞰報告書
等

調査報告
書等

海外動向調査・
分析、国際比較

海外動向調査・分析

研究
者コ
ミュ
ニ
ティ、
産業
界、
海外
関連
機関
など

継続的な

情報交換、
CRDS活動へ
の参加など

ワークショップ開催、国
内外関係機関・研究者
等への往訪調査など

➢戦略的創造研究推進事業

（CREST・さきがけ・ALCA等）

➢ 未来社会創造事業

➢ 戦略的国際科学技術協力推進事業

➢ 社会技術研究開発センター(RISTEX)

➢ 低炭素社会戦略センター(LCS)

➢ 研究成果展開事業

➢ 「科学と社会」の推進

➢ 科学技術情報連携・流通促進事業

➢ 他各事業等

アドバイザリー
委員会

ｾﾝﾀｰ長
野依 良治

副ｾﾝﾀｰ長
倉持 隆雄

環境・ｴﾈﾙｷﾞｰﾕﾆｯﾄ

ｼｽﾃﾑ・情報科学技術ﾕﾆｯﾄ

ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料ﾕﾆｯﾄ

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・臨床医学ﾕﾆｯﾄ

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策ﾕﾆｯﾄ

海外動向ﾕﾆｯﾄ

企画運営室

[活用事例] 

〇戦略プロポーザル「機能解明を目指す実環境下動的
計測の革新 ～次世代オペランド計測～」他

→ 〔2022戦略目標〕 「社会課題解決を志向した計測・解
析プロセスの革新」 など



■海外の科学技術情報の国内発信（Website）

・『サイエンスポータルアジアパシフィック』：アジア・太平洋地

域の科学技術情報等を日本語で発信（ASEAN、中国、

インド、韓国、豪州等）

■日本の科学技術情報の海外発信（Website）

・ 『サイエンスジャパン』 『客観日本』：日本の科学技術情

報等を英語と中国語で発信

■データベース構築

・科学文献DB、関係団体DB、研究論文DB

・アジア・太平洋地域の文献調査

事業概要

事業の柱

○経済と科学技術で躍進するアジア・太平洋地域
・アジア・太平洋地域のGDPシェア:世界の39.6%（2021年, IMF予測）
・研究開発費：42.8%（2017年, 米NSF）
・論文シェア：34%  (2019年-20年, Nature Index FC）

アドバイザ
リー委員会

白石 隆
センター長

事業推進グループ

企画調整グループ

体制

2. 情報発信

1. 調査研究

3. 交流推進

調査研究
情報発信
交流推進

事業管理、予算、評価

• 成長が著しいアジア・太平洋地域との政治・経済・社会・文化的観点を含めた相互理解の促進、科学技術協力加速の基盤整備のため、調査研究、情
報発信、交流推進活動を進める。

• 活発で透明性の高い活動を通じて、アジア・太平洋地域における科学技術分野の連携・協力を拡大・深化し、我が国のイノベーション創出の基盤構築に
貢献する。

○ 国内外の情勢変化
・地政学的リスクの変容、アジア・太平洋経済統合の進展（TPP、RCEP）
・気候変動や感染症などグローバル・アジェンダの顕在化
・デジタル化の加速とリープフロッグ型発展によるアジアにおける新興国の台頭

■アジア・太平洋地域の科学技術イノベーションに関する政策、

研究開発動向、関連する経済社会状況等の調査研究

（ASEAN、中国、インド、韓国、大洋州、その他）

■調査研究報告会の開催

■各種イベント開催・ネットワーク形成

・大学長等招へい（イノベーション・ジャパン大学見本市）

・シンクタンク交流

・ハイレベル研究者交流会の開催

■JST各部室・事業との協力（提案、情報提供）
・国際部、海外事務所、研究開発戦略センター、情報企画部、等
■様々なステークホルダー（関係府省庁、産業界、研究者コミュニティー
等）への発信（情報展開）・交流
■第6期科学技術・イノべーション基本計画への貢献
・1.国⺠の安全と安⼼を確保する持続可能で強靱な社会への変⾰
(6)様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合
知の活⽤、等への貢献

企画
運営室

副ｾﾝﾀｰ長
白尾 隆行

上席フェロー
角南 篤

我が国の科学技術イノベーション創出の基盤構築に貢献

※令和3年度より中国総合
研究・さくらサイエンスセン
ター（CRSC)から組織変更

アジア・太平洋総合研究センター事業概要

14



低炭素社会実現のためのシナリオ研究事業概要

○人文・社会科学と自然科学の研究者が参画する実施体制を構築し、幅広い分野の関連機関との連携等によって社会
シナリオ研究を推進

○センターの業務全般について意見を述べるため、低炭素社会戦略推進委員会を設置
○産業構造、社会構造、生活様式、技術体系等の相互連関や相乗効果の視点から基礎となる調査・分析を行いつつ社会

シナリオ研究を推進

事業概要

パリ協定の発効等と早期のゼロエミッションを求めたIPCC1.5℃特別報告を受け、我が国の経済・社会の持続的発展を伴う、

科学技術を基盤とした明るく豊かなゼロエミッション社会の実現に貢献するため、望ましい社会の姿を描き、その実現のため
の社会シナリオ・戦略の研究と提案に他に先駆けて取り組む。社会シナリオ・戦略は、国、大学、企業、地方自治体等の関係
機関及び国民に向けて積極的に発信し、機構の業務の効果的・効率的な運営への貢献にとどまらない幅広い活用を促進。

低炭素社会戦略センター(LCS)

○パリ協定に基づく成
長戦略としての長期戦
略（令和元年6月11日
閣議決定）

○革新的環境イノベー
ション戦略(令和2年1月
21日統合イノベーション
戦略推進会議決定)
→ 第2章 Ⅳ.㉙

【技術開発】④各技術
のGHG排出量等の試

算・課題検討による
GHG削減に効果的な技

術の抽出等を進め、脱
炭素社会実現への道
筋を提案する。

研究推進の方法

○将来エネルギー需給の中心
となる電気エネルギーについて、
ゼロエミッション電源システム像
の提案を行う

○ゼロエミッション社会実現に貢
献しうる技術について、定量的
な技術評価を実施

○脱炭素技術を社会に導入した
際の経済効果、環境負荷等の
将来的見通しを示す

○エネルギー供給源の多様化
に対応した低炭素技術の統合
的な評価を行う
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１．１．先見性のある研究開発戦略の立案・提言

自己評価



Input Action Output

業務プロセス 成果

Outcome 

評価軸：研究開発戦略・社会シナリオ等の立案に向けた
活動プロセスが適切か。

評価軸：先見性のある質の高い研究開発戦略・社会シナリオ等を立案し、政
策・施策や研究開発等に活用されているか。

研究開発戦略等の立
案の成果

研究開発戦略や社会シナリオ
等の品質向上の取組の進捗

成果の発信数

海外動向等に関する調査・分
析の取組の進捗

研究開発戦略や社会シナリオ等の成
果物や知見・情報の活用

予算額

決算額

従事人員数

1.1.先見性のある研究開発戦略の立案・提言（評価軸・指標）

中国文献データベースの運用

研究開発戦略や社会シナリオ等に基づい
て実施された機構内外の研究開発成果

調査・分析の取組の進捗

研究開発等
にかかる情
報

目標：最新の価値ある情報の収集を可能とする人的ネットワークを構築し、国内外の科学技術政策及び研究開発の動向、社会的・経済
的ニーズ等の調査・分析を行った結果に基づき、我が国が進めるべき先見性のある質の高い研究開発戦略の提案を行う。また、
2050年の持続的発展を伴う低炭素社会の実現に向けて、将来の社会の姿を描き、その実現に至る道筋を示す質の高い社会シナ

リオ・戦略の提案を行う。

社会シナリオの立案
の成果

青：モニタリング指標 赤：評価指標

様々なステークホルダーの参画
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機構の研究開発事業及び経営等
における活用状況・連動性の強化



研究開発戦略センター（CRDS）

■ 研究開発の新たな潮流の創造促進
～国の重要な政策／戦略立案、実現への寄与

俯瞰で得た知見やステークホルダーとの共創に基づくCRDS発の概念
を適時適所へ発信の結果、大きな潮流となり重要政策や施策へ結実

➢ 「量子イノベーション戦略」の見直しWG（R3/10～）に貢献

• CRDSの知見をまとめ、全面的に協力。量子技術と従来型技術の融
合の重要性等の視点が「量子未来社会ビジョン」にも反映

➢ 「マテリアル革新力強化戦略」（R3/4）の策定・施策化に貢献
• 本戦略をもとに文科省事業や産総研のプロジェクト等が開始
戦略策定後の施策の推進にも協力.

➢グリーンイノベーション戦略推進会議の議論に貢献

• ネガティブエミッションについての動向を紹介し、本会議のまとめの
資料に盛り込まれるなど知見が活用され、議論に貢献

➢ 「オープン化、国際化する研究におけるインテグリティ」の活用

• 報告書において提言した方向で、研究インテグリティの確保に係る
対応方針や競争的研究費に関する指針の改定等、研究者から研
究機関への情報開示の徹底等に関する政府方針が示された

➢令和4年度の戦略目標にCRDSの報告書が活用
（例）「次世代オペランド計測」「人工知能と科学」等の報告書が、戦略

目標「社会課題解決を志向した計測・解析ﾌﾟﾛｾｽの革新」に活用
18

■多様なステークホルダーとの共創に向けた発信

➢講演・寄稿、取材、意見交換等の契機を獲得
• 「カーボンニュートラル」特設サイト開設
• 「ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ2021」にてウェビナー配信
CRDS動画リンクサイト「CRDS Channel」開設

• 日刊工業新聞での連載（47記事）
• SNS配信等を強化、Twitterを開始
• 潜在的読者の獲得に向けたKindle配信や冊子販売
• ﾒﾃﾞｨｱﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙやｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの生配信を実施

■質の高い戦略の立案と発信を目指して

➢我が国の研究土壌強化に向けた調査・発信を強化

• 「人工知能研究の新潮流」「ELSI/RRIから考える科
学技術・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの変革」「ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｴｺｼｽﾃﾑの
国際比較」「産学官橋渡し」「新たな価値を協創する
ための「総合知」」 等

■機構内外との連携拡大、成果の活用促進

➢ 「連携担当」を軸に機構内連携を推進、各事業推進
や機構経営に一層貢献

• 戦略的創造研究推進事業の戦略目標検討等に協
力支援。ﾑｰﾝｼｮｯﾄ型研究開発事業の新目標設定や
PD選定に貢献 等

➢各省庁や学会、大学・展示会等で企画シンポジウ
ムや講演を開催

（参考）CRDSの提供資料
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■研究開発の新たな潮流の創造促進～国の重要な政策／戦略立案、実現への寄与
政府戦略や方針、施策にCRDS提言、知見が活用

・調査報告書「論文・特許俯瞰マップで見る量子技術の国際動向」（R3/3)等の調査・報告を積極的に発信。
→その結果、「量子イノベーション戦略」に関する「戦略見直しワーキンググループ」（R3/10～）に貢献。国内外の技術や
産業の動向等、多様なテーマについて文科省関係者とも密な意見交換を行い、ワーキンググループへの情報提供など、
全面的に協力。社会経済に資するためには、量子技術と従来型の技術システムとの融合が重要であること等が、見直し
後の「量子未来社会ビジョン」の「基本的考え方」に反映された。さらに、学会・研究機関・産学コンソーシアム向けの講演
や寄稿、令和4年度の戦略目標「量子情報と量子物性の融合による革新的量子制御技術の創成」の策定に貢献した。

a評定の理由・根拠

20

・機構横断体制で、検討段階から、文部科学省担当者と密に連携。検討のためのWS開催や意見交換を積極的に支援。
・文科省 令和4年度戦略目標6件の内、5件についてCRDSの提案などの成果・知見等が活用された。

活用された戦略目標の例：「社会課題解決を志向した計測・解析プロセスの革新」
・機構における研究領域の設定についても支援を行った。

文科省、機構事業
担当者と連携して
戦略目標の設定
や研究領域設定

に貢献

・機構横断体制で、文科省・経産省「マテリアル革新力強化のための政府戦略に向けて」へ検討段階から議論に参加。
・この議論を踏まえ「マテリアル革新力強化戦略」が令和3年4月に策定。
→本戦略を元に文科省「マテリアルDXプラットフォーム」構想実現のための取組」や産総研「マテリアル・プロセスイノベー
ションプラットフォームの構築」プロジェクト等が実施。

→戦略の実行段階においても、有識者情報を提供するなど文部科学省の主要施策の推進に協力。

文科省・経産省・
内閣府への情報
提供、密な議論

量子イノベーショ
ン戦略に関する
見直し検討WG等

への貢献

➢量子分野における積極的な情報提供・発信

・5府省合同の「グリーンイノベーション戦略推進会議ワーキンググループ」において、CRDSから研究開発動向を発表。令
和3年度のWGにて、CRDSが実施したネガティブエミッション技術に関する調査活動およびワークショップに基づき発表を
行い、親会議であるグリーンイノベーション戦略推進会議のまとめの資料に盛り込まれるなど、会議での議論に貢献した。

・その他、産業競争力懇談会（COCN）のDAC（Direct Air Capture）研究会への参加や文部科学省内でのカーボンニュート
ラルに関する議論の場での報告など、様々な検討の場で知見を提供した。

・カーボンニュートラル特設サイトを設け、積極的な情報発信にも努めた（詳細後述）。

グリーンイノベー
ション戦略推進会
議WG等への貢献

➢カーボンニュートラルに向けた各種検討への貢献

➢令和4年度文科省戦略目標設定への貢献

➢マテリアル革新力強化戦略



■機構内外との連携拡大、成果の活用促進
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a評定の理由・根拠
■質の高い戦略の立案と発信を目指して
➢研究開発の俯瞰報告書 統合版(2021年版）を発行
• 分野横断的な分析を行うことで研究開発を俯瞰し課題を抽出
➢我が国の研究土壌強化に向けた調査・発信を強化
• 分野横断報告書Beyond Disciplinesシリーズを発行

「ELSIからRRIへの展開から考える科学技術・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの変
革」、「デジタル化とエネルギー」（R4/3）

• 我が国のイノベーションエコシステムに関する検討強化
「人工知能研究の新潮流 ～日本の勝ち筋～」（R3/6)
「多様なｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｴｺｼｽﾃﾑの国際ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ」（R3/10)、「ｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝｴｺｼｽﾃﾑ形成に向けた産学橋渡しの現状と課題」（R4/3)

• 新たな価値を協創するための人文・社会科学と自然科学の知
の融合「総合知」検討ワークショップを開催（「気候変動」「ﾚｼﾞﾘ
ｴﾝｽと防災」「ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会」「総合知のｴｺｼｽﾃﾑ」）

→分野横断の課題解決へ向け重要な議論を誘発

➢CRDS内の「連携担当」を軸に機構内各事業と協働し、それ
ぞれの事業推進に一層貢献

• 戦略的創造研究推進事業の戦略目標検討等に協力・支援
• ﾑｰﾝｼｮｯﾄ型研究開発事業の新目標設定やPD選定に貢献
• 未来社会創造事業の新テーマ検討に協力
• 経済安全保障重要技術育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのテーマ検討に協力

➢機構外との連携

• 府省の委員会の委員に就任するなどの協力（文・ﾗｲﾌｻｲｴﾝ
ｽ委員会、農・国際農林水産業研究に関する連絡会議 等）

• 佐賀大学シンポジウム「変わる研究環境とダイバーシティ
‐10年後の未来に向けて」にて講演（R4/2)

• 人工知能学会、防衛装備庁、化学工学会、日本化学会、
JASIS等で企画シンポジウムや講演を実施

食品業界誌への寄稿（R3/2)

テレビ出演
ノーベル賞解説（R2/10)

■多様なステークホルダーとの共創に向けた発信

時宜を得た発信により講演・寄稿依頼や取材獲得に発展

➢ 「カーボンニュートラル」特設サイト開設
•戦略ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ「極端気象災害と気候変動ﾘｽｸへの対応
強化に向けた近未来予測」公表を機に、
ｲﾝﾀﾋﾞｭｰや対談形式の記事を掲載

➢ 「ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ2021」にてウェビナー配信（全13回）

•動画リンクサイト「CRDS Channel」を開設
顔の見える広報に向けﾌｪﾛｰからｺﾝﾃﾝﾂを紹介

➢日刊工業新聞の連載で時宜を得た発信（47の署名記事）
•連載「科学技術の潮流」（H31～）
（例）量子/AI/SDGs/ﾊﾞｲｵｴｺﾉﾐｰ/情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ

ﾉｰﾍﾞﾙ賞（生体感覚ｼｽﾃﾑ、有機触媒、気候）
スタートアップ、産学橋渡し、海外動向等

→記事をもとに講演依頼などにつながった

➢新たなステークホルダーへのアプローチに向けた取組
•Facebook・メルマガ発信強化、Twitterを開始
•読者層の拡大に向けた取組（Kindle配信、冊子の販売）
•ﾒﾃﾞｨｱﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ開催、朝日新聞の取材・記事化に発展
•大規模ｲﾍﾞﾝﾄでのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ生配信（JASIS WebExpo®）
「これからの先端研究機器-新たな機器開発エコシステム形成へ向けて」

防衛技術ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
での講演（R3/12）

テレビ出演（R3/10)
ノーベル賞解説JASISでのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（R4/2）

①研究開発の俯瞰と潮
流-日本の活路を切り拓く

研究開発の潮流と最新の政策動向を紹介

②世界が注目！最先端
の研究開発動向

「AI研究の新潮流」、「量子ICT」、「創薬モダ
リティ」、「研究機器開発のｴｺｼｽﾃﾑ」 他



アジア・太平洋総合研究センター（APRC）

■ネットワーク構築による交流推進

➢アジア･太平洋研究会
• 専門家・有識者による研究会を開催。アジア・太
平洋地域の科学技術の理解増進に貢献。

• 令和3年度はオンラインで計10回開催。
➢有識者座談会の開催
• 設立1周年記念として、「アジア・太平洋地域の科
学技術イノベーションの展望」を開催し新聞掲載、
英中翻訳記事をポータルサイトで発信。

➢日豪合成生物学ワークショップ開催
• 将来的な共同研究の促進を目指したワークショッ
プを機構国際部と協力、文部科学省、豪DISER、
豪CSIRO及び在京豪大使館と共催。
約150名の研究者・学生、
政府関係者等が参加し、
日豪で協力可能な分
野について議論。

令和3年度 調査報告書

1. オーストラリア・インドにおける新興技術「合成生物学」の進展と課題

2. インドとの科学技術協力に向けた政策及び研究開発動向調査

3. ASEANの先端研究機器・共同研究利用拠点整備に関する動向

4. 中国における基礎研究の振興および「科研管理」改革の行方

5. 中国の双循環（二重循環）戦略と産業・技術政策―アジアへの影響と対応

6. 中国の先端研究者から見た次世代蓄電池の研究開発動向

7. 論文・特許俯瞰マップで見る量子技術の国際動向（CRDSと共同作成）

8. 台湾の科学技術力：蔡英文政権のイノベーション政策と基礎研究動向

■アジア・太平洋地域の調査研究と成果の利活用の状況

➢我が国とアジア・太平洋地域との科学技術協力基盤構築に向けて
同地域の科学技術動向等に関し重要性が高い8課題（右表）の調
査報告書を作成。さらにアジア・太平洋地域の特色を分析するた
め、科学技術指標等の基礎調査を7課題実施。

➢ポータルサイトで公開する統計資料・調査報告書等の年間DL数が
約37万件と需要が高く広範囲に活用。

➢上記資料・報告書等の外部機関による二次利用調査により、令和
3年度は関係行政機関や私立大学等において28件活用。

➢中国におけるノーベル賞受賞の見通しや研究論文発表について
取材を受け大手新聞社に記事掲載。

■ 情報発信によるアジア・太平洋地域との相互理解の促進
➢令和3年度より、サイエンスポータルアジアパシフィック（SPAP）

及びサイエンスジャパン（SJ）を開設・運営開始。
➢サイエンスポータルアジアパシフィック（SPAP)
•ASEAN、インド、韓国、大洋州、その他アジアのカテゴリで約950本の
記事等掲載、年間アクセス数約102万件。

➢サイエンスポータルチャイナ（SPC）
•令和3年度からSPAPと一体運用開始。機構の海外事務所とも協力し
科学技術動向を中心とした中国情報の発信に努めた。

•約1,700本の記事等掲載、年間アクセス数約2,299万件（前年比74％）。
➢サイエンスジャパン（SJ)
•JST News、 Science Portalや産学官連携ジャーナル等

機構他部署と連携し記事ソースを充実。
•約650本の記事掲載、年間アクセス数約83万件。
➢客観日本
•科学技術動向を中心とした日本の情報発信に努めた。特に、新型コ
ロナウイルス感染症に関する200本以上の記事配信。

•約780本の記事掲載、年間アクセス数約1億370万件（前年比108％）。 22
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■ 情報発信によるアジア・太平洋地域との相互理解の促進
➢ サイエンスポータルアジアパシフィック（SPAP）

• 韓国研究財団や機構海外事務所と協力し現地最新情報を入手するとともに、
海外メディアや調査会社等と提携し、継続的に高品質な記事ソースを確保。

• 韓国大統領選の結果を踏まえて、科学技術政策の変化展望に関するAPRC
フェローの速報記事掲載。他、シンガポール事務所・インドリエゾンオフィスか
らの定期寄稿を掲載。

➢ サイエンスポータルチャイナ（SPC）
• 北京事務所と協力し、第14次五カ年計画等の重要政策や関連する科学技術
動向を定期的に発信。

➢ サイエンスジャパン（SJ)
• 国内研究機関や在京大使館等より、サイト情報の利活用依頼が7件あり、運
営開始初年度から、日本の科学技術情報の英語発信サイトとして広く活用・
認知。

➢ 客観日本
• 国内研究機関から研究成果に関する記事掲載依頼が3件あり、日本の科学技
術情報の中国語発信サイトとして活用・認知。

■ネットワーク構築による交流推進
➢ アジア･太平洋研究会

• 対象地域拡大に伴い講師や視聴者層を
新規開拓し、2,653名が視聴。

➢ 有識者座談会
• 科学技術イノベーションを進める上でのアジア・太平洋地域
の重要性・特殊性やAPRCへの期待等に係る内閣府科学技
術･イノベーション推進事務局長や外務大臣科学技術顧問等
の有識者談話を特集記事として公開（映像は令和4年度上記
研究会で配信予定）。国内外広報に貢献。

➢ 日豪合成生物学ワークショップ
• 日豪の合成生物学研究の第一線の研究者からの研究紹介
に続き、日豪で共通する関心トピック（システムバイオロジー、
人工細胞、バイオ製品等）について共同研究候補テーマや共
同研究を実施するための課題を議論。

■ アジア・太平洋地域の調査研究と成果の利活用の状況
➢ アジア・太平洋地域の最新の科学技術情報等について調査・分析、SPAPで報告書を公開（下表は主な調査を抜粋）。

令和3年度 調査報告書 調査概要
オーストラリア・インドにおける新興技術「合
成生物学」の進展と課題

オーストラリアおよびインドを軸とし、日本との将来的な連携を見据えた親和性が高い研究分野や連携にお
ける課題を抽出。論文・特許分析によるオーストラリア及びインドの優位研究・技術等を分析。

中国における基礎研究の振興および「科研管
理」改革の行方

習近平政権が力を入れている、科学技術研究人材育成のための諸政策、ファンディングシステムの組織体
制、ファンディングプロジェクトへの財政投入、研究開発システムの改革全般の実態を調査。

中国の双循環（二重循環）戦略と産業・技術
政策―アジアへの影響と対応

双循環戦略が産業技術・科学技術政策に及ぼす影響を評価し、米中摩擦の実態と今後の展望を分析。
また、技術標準国際化の狙いを分析し、中国の産業技術・科学技術政策による周辺国への影響を評価。

論文・特許俯瞰マップで見る量子技術の国際
動向（CRDSと共同作成）

CRDSが世界の量子技術研究開発動向を論文・特許情報を用いて調査。APRCは、発展著しい中国の量子
技術動向について、政策、研究機関・企業、研究者に焦点を当て分析した。

a評定の理由・根拠

➢ 令和3年度の
統計資料・調査
報告書等のDL数
は計372,865件。
右表は調査報告
書の上位5件。

➢ 調査報告書のダウンロード時に利
用目的や利用者プロフィール等を
調査。「情報の充実度」について
「非常に充実」との回答が全体で
66％と高評価。

１．公務員・団体

職員, 23.6%,

２．研究者・学

生, 40.8%,

３．企業の役員・

社員, 23.4%, 

４．その他, 
12.2%,

利用者の属性 回答数879件令和3年度調査報告書　DL数トップ5 DL数 発行年

中国の10大重点製造業とトップ企業の現状と動向 8,124 2018

中国主要四大学～圧倒的な人材パワーで世界トップレベルへ～ 2,051 2013

一帯一路の現況分析と戦略展望 1,662 2019

日中の中高等職業教育制度 1,022 2018

中国における 5Gの現状と動向 777 2021



24

■機構内事業との連携

➢未来社会創造事業（低炭素社会領域）、研究開発戦略センター（CRDS）、国際部（SATREPS）等、機構の関連部門・事業
と連携。委員としての参画、共同での報告書作成、研究開発分野推進の戦略策定等へのヒアリング協力や意見・提案な
どを実施。

■社会シナリオ立案の成果

➢パリ協定の発効等を受け、我が国の経済・社会の持続的発展を伴う科学技術を基盤とした明

るく豊かなゼロエミッション社会の実現に貢献するため、他に先駆けて望ましい社会の姿を描

き、その実現に至る道筋を示す定量的社会シナリオ研究を推進。

➢イノベーション政策立案提案書」等（計20冊）や提案書等の日・英の概要版としてとりまとめ国

内外に発信。

低炭素社会戦略センター（LCS）

■関係府省・外部機関における活用

➢エネルギー安全保障の確保の観点から、提案書に対

する関心が非常に高まっており、経済産業省等の府省

や電力会社等の企業からの問い合わせ・引用、メディ

アの取材依頼等が例年の約2倍に増加。

➢ 「グリーンイノベーション戦略推進会議」WGにLCS研究

統括が参画、大気からの二酸化炭素分離回収技術

(DAC)や二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS)等の

ネガティブエミッション技術等について知見を提供し、

グリーンイノベーション戦略の議論に貢献した。

■多様なステークホルダーとの連携

➢ 「2030年の温室効果ガス排出量を2013年比46％削減の

目標発表」（4月気候サミット）を受け、コロナ禍も踏まえて、

機動的にウェビナーを企画・開催（6月）。挑戦的な目標に

対し、時宜を得てセンターの成果を効果的に発信した。

➢シンポジウム（12月）及びサイエンスアゴラのセッション

（11月）を開催。企業、自治体関係者、2050年に社会の中

心的役割を担う高校生等と連携した議論・対話。

➢自治体の環境・エネルギー関連の施策検討委員会等に

LCS研究員が参画・貢献



アクセスの多い提案書例
• 二酸化炭素のDirect Air Capture

（DAC）法のコストと評価
• リチウムイオン電池の劣化挙動調査
• アンモニア直接燃焼によるガスタービ

ンシステムの提言
• GaN系半導体デバイスの技術開発課
題とその新しい応用の展望 等

a 評定の理由・根拠

■関係府省・外部機関における活用

「情報化社会の進展がエネルギー消費に与える影
響」
➢エネルギー安全保障の確保等の関心の高まりか

ら、国の施策検討の基礎資料として、提案書の
データが活用された。

• 「エネルギー効率指標の算定方法の国際規格化のニュー
スリリース資料」（令和3年6月経済産業省）

• 「令和３年度 年次経済財政報告」 （令和3年9月 内閣府）
• 「グリーンイノベーション基金事業の次世代デジタルインフ
ラの構築に関する研究開発・社会実装計画」（令和3年10
月経済産業省）

• 「情報通信審議会 情報通信政策部会 総合政策委員会
資料」（令和3年12月 総務省） 等

■多様なステークホルダーとの共創

➢令和3年4月に、2030年の温室効果ガス排出量を2013年比で46％削減するという方針を政府が示したことを受け、
LCSでは、6月にウェビナー「2030年、温室効果ガス46％減社会の姿」を機動的に開催し、約370名の参加者を集めた。
シンポジウムでは、社会シナリオ研究の成果として、2050年のゼロカーボン社会の姿と途中段階の2030年でのCO2

削減率と電源構成、GDP変化、CO2排出量等について発表がなされ、ゼロエミッション経済・社会のビジョンについて、
議論を行った。

■社会シナリオ立案の成果

➢令和３年度は、「イノベーション政策立案提案書等」を、
計20冊とりまとめ国内外に発信。

➢脱炭素技術の技術的・経済的展望に関する定量的な
解析に関する提案書を中心に高い関心を集めており、
令和3年度のアクセス数が令和2年度比1.4倍、中長
期計画開始の平成29年と比較して6倍に増加。

「蓄電池システムとしての揚水発電のポテンシャルとコスト」
➢再生可能エネルギーで発電した電力などの需給調整のため、

蓄エネルギーシステムの大量導入が国内外で進んでおり、「揚
水発電所」が脚光を浴びている。

➢揚水発電に関する提案書に対しての質問、事業立ち上げや増
強を検討する企業からの相談、メディアからの取材依頼が多く
寄せられ、対応を行った。

• 揚水発電所がフル稼働 再生エネ
電力の需給調整（日本経済新聞

令和4年1月16日朝刊）

既存の多目的ダムのダム 湖を下池として利
用し、上池は新設した新揚水発電所イメージ
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２．知の創造と経済・社会的価値への転換



2. 知の創造と経済・社会的価値への転換
評定

（自己評価）

Ａ

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 A A A A A A A

文科省評価 A A A A A

ベンチャー企業への民間資金等の拡大

➢ START：累計96社のベンチャー設立、総額267億円以上の資金調達

➢ SUCCESS：投資実績累計36社、機構出資額に対する民間出融資の

呼び水効果の実績約20倍（521.9億円）を達成。

※2.1.～2.8.の評価を総合し勘案した評定
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➢ 新型コロナウイルス由来のウイルスRNAを1分子レベルで識別して5分以内に検出する革新的技術「SATORI法」の開発（CREST）

➢ 触覚を含む身体感覚を人間とロボットとの間で相互伝送する技術を実証。多くの企業が実用化に向けて参入（ACCEL）

➢ 複雑なガスタービンにおいて、信頼できるシステム設計を自動で発見する技術を開発（ERATO）

➢ 熱音響システムの社会実装を目指した動作原理の解明と設計指針の明確化（ALCA）

➢ 多様化するアディクション（嗜癖・嗜虐行動）からの回復を支援するネットワークの構築（RISTEX)

➢ 新開発の原子分解能磁場フリー電子顕微鏡で、原子磁場の直接観察に成功（先端計測）

➢ 東京2020 オリンピック・パラリンピックの表彰台を3Dプリンタで設計・製造。大会後、学校等で再利用（慶應義塾大学COI拠点）

➢ バイオ・中分子医薬品向け高速液体クロマトグラフを開発、発売（A-STEP）

➢ 乾燥地帯である 現地に豊富に生息する植物資源を活用し、新産業化への道を開拓（SATREPS）

➢ 生分解性素材の強度試験をマレーシアで実証。現地材料をもとにした事業化に向けた取組が推進（aXis）

国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による
成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果
的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成
果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められるため、評定をAとする。

戦略目標の達成、イノベーション創出、SDGsへの貢献等、科学的・社会的インパクトが期待される顕著な成果

テレイグジスタンス
ロボットの実証機

破壊的イノベーション創出につながる研究開発の推進

➢ 若手を中心とした多様な研究者を支援。採択された研究者の独立や研究環境支援を所属機関に要望する新たな取組を導入。

採択研究者の約70%が環境支援を受けたと回答。

➢ 大学における既存枠組みを超えて選抜・支援する制度を導入。研究費支援とともに、異分野の学生と交流する機会を創出。

➢ 「新たな目標検討のためのビジョン公募」に関するプログラムを推進（ミレニア・プログラム）。新たなムーンショット目標を

検討する仕組みの構築へ貢献。

時代の要請に応えた科学技術情報流通の促進

➢ 日本初の本格的プレプリントサーバ「Jxiv」を構築・公開。

➢ 大型アップグレードや研究者の業績情報を詳細に検索できる機能の

実装等により、researchmapの閲覧数が大幅増。
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研究開発の推進
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事業概要



未来社会に向けたハイインパクトな研究開発の推進

制度概要

○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・産業界のニーズを踏まえ、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、
実用化が可能かどうかを見極められる段階（概念実証：POC）を目指した研究開発を実施。

マネジメント

事業の特徴

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

○探索加速型については、国が定める重点公募テーマの設定に当たって
の領域を踏まえ、ＪＳＴが情報分析及び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

○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

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

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）

領域（区分）
探索研究
(３年程度、
１千５百万円程度/年)

本格研究
(５年程度、最大１．５億円程度/年)

体制・スキームイメージ

スモールスタート ステージゲート

世界一の安全・
安心社会の実現

超スマート
社会の実現

持続可能な
社会の実現

地球規模課題である
低炭素社会の実現

文部科学省 科学技術振興機構（ＪＳＴ）

＜探索加速型＞

＜大規模プロジェクト型＞

重点公募テーマ①

重点公募テーマ…

重点公募テーマ③

重点公募テーマ②

技術テーマ

ステージゲート

テーマＡ

テーマＢ

・ＰＭ選定、重点公募テーマの設定
・重点公募テーマ、技術テーマに基づく研究開発課題選定等
・進捗状況把握、評価、研究課題統合・絞込み

※ 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

・・・

技術実証研究（１０年、最大２７億円）

※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

・重点公募テーマの設
定に当たっての領域、
技術テーマの決定
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共通基盤

（未来社会創造事業）



戦略的な研究開発の推進
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産学が連携した研究開発成果の展開

31

研究成果最適展
開支援プログラム
(A-STEP) ステー
ジI (産業ニーズ
対応タイプ)／産
学共創基礎基盤
研究プログラム
＜A-STEP I＞

研究成果最適展
開支援プログラム
(A-STEP) ステー
ジI (戦略テーマ重
点タイプ)／戦略
的イノベーション
創出推進プログラ
ム
＜A-STEP I＞

先端計測分析技術・機器開発プログラ
ム
＜先端計測＞

研究成果最適展
開支援プログラム
(A-STEP)トライア
ウト
＜A-STEP＞

要素技術タイプ 機器開発タイプ

申請者* 大学 大学と企業 大学と企業 大学と企業 大学

期間 2～5年 ≤ 6年 ≤ 3.5年 ≤ 5.5年 ≤ 1.5年

研究開発費/課題 ≤ 2,500／3,000万
円/年

≤ 5,000／7,000万
円/年

1,000～2,500万円
/年

1,000～5,000万円
/年

≤ 300万円(総額)

令和3年度採択数** （新規公募なし） 311

特色 産学の対話の下
で産業界共通の
課題を解決。

有望な基礎研究
成果に基づきJST
がテーマを設定。

革新的な計測技
術又は機器につ
ながる技術の確
立を目標。

ユーザーが使用
できるプロトタイプ
機の完成を目標。

⼤学等のシーズ
が企業ニーズの
達成に資するか、
可能性を検証。

令和3年度予算 61.2億円の内数 - -

*「大学」には国公立私立大学、高等専門学校、国公立試験研究機関、国立研究開発法人を含む。
**A-STEPには令和2年度第3次補正による令和2年度追加公募による採択数を含む。
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自己評価

補助評定
（自己評価）

中長期目標等に照らし、総合的に勘案した結果、適正、効果的か
つ効率的な業務運営の下で、顕著な成果の創出や将来的な成果
の創出の期待等が認められるため、a評定とする。a

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 a a a a a a a



Input Action Output Outcome 

業務プロセス 成果
評価軸①：イノベーションに繫がる独創的・挑戦的な研

究開発マネジメント活動は適切か
評価軸①：未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出や経済・社会

課題への対応に資する成果が生み出されているか

研究開発マネジメントの取組の進捗

論文数

特許出願・登録件数

研究成果の創出及び成果展開（見通しを含む）

予算額

決算額

従事人員数

文部科学省が
示した研究開発
戦略等

論文被引用数

成果の発信数

人材輩出への貢献

受賞数

企業等からのコンタクト数

2.1.未来の産業創造と社会変革に向けた研究開発の推進 （評価軸・指標）

目標：研究開発の推進にあたっては、産学官で将来のビジョン・課題を共有した上で文部科学省が示す全体戦略の下、従来の細分化さ
れた研究開発プログラム別の運用制度を本中長期目標期間中に抜本的に再編し、プログラム・マネージャーの下で基礎研究から
実用化支援まで一貫して実施可能な体制を構築する。

研究開発の進捗状況に応じた、成果の展
開や社会実装、波及効果に関する進捗

青：モニタリング指標 赤：評価指標

応募件数／採択件数

外部専門家による評価により、研究課題の目標
の達成に向け優れた進捗が認められる課題数

国際共著論文数

事業説明会等実施回数

サイトビジット等実施回数

公募テーマ設定に係るワークショップ開催数、
参画専門家数、ヒアリング実施数

産学（コンソーシアム等も含む）における情報交
換実施回数

国際的な研究交流の場の設定回数や国際的頭
脳循環への参画に関する場の設定回数進捗

産業界からの参画規模

研究課題及びPMの概念実証の達成に向けた進展
や、マネジメントに係る外部有識者による評価結果

事業統括会議や研究開発運営会議の取組の
進捗、目標達成への貢献

基礎研究から実用化支援，知的財産
化まで一貫した事業運営に資する活動

社会・産業界への展開に向けた活動の回数

研究開発成果の展開活動の進捗

事業の制度設計書
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公募テーマ応募件数



未来社会に向けたハイインパクトな研究開発の推進

■研究開発マネジメントの進捗
積極的な情報発信により、機構内外の他事業成果を基盤とした提案の増加や産学連携マッチングの促進につながった。
➢他事業の有望な成果の活用
• 他事業の有望な成果の活用を通じた研究開発を行うという事業趣旨のもと取り組んだ結果、採択課題に実施した調査によ
り公募における多くの提案が戦略的創造研究推進事業や科学研究費助成事業等の有望な成果を基盤としていることが明
らかとなり、事業趣旨が研究開発提案者側にも浸透してきている。

➢効果的な情報発信
• 本格研究課題に対して公開イベントに関する方針を定め、その方針に基づき、全本格研究課題がキックオフシンポジウム
を開催し、国際シンポジウムJST connectで発表を行った結果、海外機関との連携提案につながった。

• 「JST未来社会創造事業 新技術説明会」を開催し、本事業の研究成果を基に産と学のマッチングを促進した。企業から注
目が集まった結果、聴講者は730名、参加企業数は396社、企業から多くの問い合わせ（5.3件/発表）があった。

■経済的・社会的インパクトが期待される成果創出
未来社会創造事業では社会実装を見据えた研究開発を行っており、基礎研究や応用研究開発の各研究開発フェーズにお
いて研究成果を創出した。
＜基礎研究の成果＞
➢次世代超高磁場ＮＭＲ装置の実現に向けた高温超電導材のNMR、永久電流を2年間保持

前田 秀明（理化学研究所 客員主管研究員）
【技術的な新規性】高温超電導材のNMRにおいて、2年間にわたる安定的な永久電流の保持を初めて実証
【波及効果】 小型で汎用性の高いNMRの開発や医療などへの応用に期待

＜社会実装を見据えた研究開発による成果＞
➢自律細胞培養システムが臨床研究へ発展

高橋 恒一（理化学研究所 チームリーダー）
【技術的な新規性】 AIロボット連携技術の高い再現性により移植する細胞を調製
【波及効果】 ｢まほろ｣を活用した臨床研究を開始。再生医療の実用化に期待

➢ 「食べられる培養肉」の作製に成功
竹内 昌治（東京大学 教授）

【技術的な新規性】食用素材のみ使用した培養液を独自開発し、実際に”食べられる”培養肉の作製に成功
【波及効果】 五感を活用した評価が可能になり、実用化に向けて味 、香り、食感などの研究開発が大きく進展

34

高温超電導接合を実装した
NMR 装置

試食を行った培養肉

汎用ヒト型ロボット
LabDroid 「まほろ」



a評定の理由・根拠
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■研究開発マネジメントの進捗
➢令和3年度研究開発提案募集において、採択

課題に対して「提案の元となった研究開発課
題」の調査を実施した。その結果、採択課題47
件において、118件の申告（平均2.5件／課題）
があり、そのうち35件が機構事業、55件が科学
研究費助成事業での成果を基盤としており、こ
れまでの他事業の成果を活用する取り組みの
効果が研究開発提案にも広がりがあったこと
が明らかとなった。他事業の基礎研究等の有
望な成果を活用した研究開発支援が効果的に
行われていることを裏付ける結果であった。

➢ 「JST未来社会創造事業新技術説明会」を開催
し、社会実装に向けた技術移転の場を研究者
へ提供した。聴講者は730名（令和3年度平
均:312名／開催）、参加企業数は396社に上っ
た。発表後1ヶ月間で企業から多数の問い合わ
せ5.3件/発表（令和3年度平均：2.4件／発表）
があり、機構が実施する令和3年度開催の｢新
技術説明会｣の平均を上回る結果であった。

■経済的・社会的インパクトが期待される成果創出
➢高温超電導材のNMR、永久電流を2年間保持

前田 秀明（理化学研究所 客員主管研究員）
• 平成30年に高温超電導線材の超伝導接合を持つNMR装置の開発に
世界で初めて成功し、今回その装置でNMR装置の実用化に求められ
る永久電流を安定的に保持できることを初めて実証した。

• 従来のNMR装置と比べ、より高磁場で、より長期間、より精密な計測が
できる高性能な高温超電導材のNMR装置の実用化に大きく前進した。

➢自律細胞培養システムが臨床研究へ発展
高橋 恒一（理化学研究所 チームリーダー）

• これまでの一部の「匠」のみが可能な実験操作を自律的に特定し再現
するAIロボット連携技術などの研究成果が臨床研究に応用され、コロ
ナ時代における研究DX化の実用化が期待される。

• ヒト型ロボット「まほろ」が作成・培養したiPS細胞由来の網膜色素上皮
細胞を、網膜変性疾患の患者に移植する計画。

➢国際連携の促進を目的に、公
開イベントに関する方針として
JST connectで発表することを
定め、国際的な研究交流の場
を提供した。各国の在日本大
使館等の関係者を通じて、現
地研究者との連携提案につな
がった。令和2年度開催分の
講演録をまとめ、公表した。

高温超電導接合を実装したNMR 装置（左）と永久電流運
転における磁場の変化（右）

汎用ヒト型ロボット LabDroid 「まほろ」

• 今後の研究の進展により、希少
で高価な液体ヘリウムを使用し
ない小型で汎用性の高いNMR
装置の開発や、アルツハイマー
病の原因のタンパク質凝集体
の検出など医療への応用も期
待される。

• 臨床研究に必要な安全性などのデータの取
得を可能とし、AIによって最適な培養条件を
見出すことで、再生医療で重要な高品質な細
胞を調製するなど研究現場に貢献している。
細胞作製のコストの飛躍的な低減や高品質
な細胞治療の実現が期待される。

JST connect 講演録



戦略的な研究開発の推進（新技術シーズ創出研究）

■顕著な研究成果の創出・展開
戦略目標の達成、革新的な新技術シーズの創出、イノベーションの創出等、科学的・社会的インパクトが期待される顕著な成
果を複数創出→研究総括等によるマネジメントや課題間の連携等により、研究開発が加速されたことにより成し遂げたもの
【主な成果事例】
➢戦略目標の達成に資する研究領域の取組と顕著な研究成果の創出：CREST「知的情報処理」研究領域の例
• 研究総括が、戦略目標からELSI（倫理的・法的・社会的課題）対応なども含めたチェック項目を15個抽出し、領域運営方針
に反映。各研究課題の関連性の可視化や、研究の方向性の明確化など、研究総括を中心としたマネジメントを実施。

• 合宿形式の領域会議の開催等による次世代人材の育成、他の研究領域、海外機関との連携や欧米ベンチャー企業社長
を領域会議に招待するなど、異分野連携を促進。

• 科学技術面だけでなく、社会的・経済的にも大きなインパクトを持つ研究成果を多数創出。
➢新たな学問分野を生み出した顕著な研究成果
• ACCEL：身体的、時空間的制約を超えるテレイグジスタンスの概念実証と新産業の創出（舘名誉教授（東京大学））
触覚を含む身体感覚を人間とロボットとの間で相互伝送する技術を実証。身体や時間・空間の制約を超えて人間の活動範
囲を拡張するものとして国内外でテレイグジスタンス研究の気運が高まり、多くの企業が実用化に向けて参入。

➢基礎研究からイノベーション創出につながった／期待される顕著な研究成果
• CREST：新型コロナウイルスを5分以内で検出（渡邉主任研究員（理研））
新型コロナウイルス由来のウイルスRNAを1分子レベルで識別して5分以内に
検出する革新的技術「SATORI法」の開発。

• CREST：フォトニックバンドダイアグラム顕微鏡を開発・製品化
（胡主任研究員（物材機構））
さまざまなフォトニック構造の特性評価に重要なバンドダイアグラムを自動
計測できる顕微鏡を開発、製品化。

• ERATO：複雑なガスタービンにおいて、信頼できるシステム設計を自動で発見する
技術を開発（蓮尾准教授（国立情報研））

• さきがけ：室温付近の廃熱を高効率で電気に変換する材料を開発（小菅准教授
（大阪府立大学））

• ACT-X：AIくずし字認識アプリの開発・公開（タリン特任助教（データサイエンス
共同利用基盤施設）） 36

東京インスツルメンツから発売された
フォトニックバンドダイアグラム顕微鏡

SATORI法によるウイルスRNAのデジタル検出原理



戦略的な研究開発の推進（新技術シーズ創出研究）

■研究開発マネジメントの進捗
➢国際レビューに基づく事業改善の検討・実施
• 令和2年度に実施した国際レビューの結果を踏まえ、研究領域評価の大括り化に伴う分野別評価委員会の設置及び研究
終了10年後に実施するインパクト調査の令和4年度からの導入について検討し、可能なものは一部先行実施。

➢法人間連携
• 科研費の研究代表者から、戦略的創造研究推進事業の事業趣旨に合致した研究者を推薦する仕組みを構築。
• 同一戦略目標下においてAMEDと連携し、AMED-CREST/PRIMEと、CREST/さきがけの合計4プログラムを発足。これら4
プログラム間の連携を俯瞰的にマネジメントする「研究領域統括」を新たに設定し連携を推進。

➢国際連携
• 仏ANRとの連携公募や、AIPネットワークラボにおける日独仏AI研究の推進。
• 欧州との合同オンラインワークショップを開催。AIやIoTにかかる研究成果の情報交換や、今後の国際連携に向けた人脈
形成を促進。

■研究開発成果の展開活動の進捗
➢成果展開活動の推進・強化
• 研究者から登録された「成果展開シーズ」について、成果発信や機構の知財サポート、他ファンドへの応募等の成果展開
活動を機構内の他部室と協力して実施。ライフサイエンス系シーズの橋渡しについて、AMEDと協議。

• 企業提携の促進のため、プロトタイプやデモ機の作製等にかかる費用を追加支援。
➢戦略事業プレゼンスの向上
• Twitterを活用し、募集開始等の周知活動に加え、提案書作成時のtipsの紹介等を発信（月平均で48件）。
• 文章などを投稿できるメディアプラットフォームnoteの運用を開始し、制度説明や研究成果紹介などを実施。

➢質の高い論文を創出
・1論文あたりの平均被引用数※1：15.1（日本平均：8.5）
・Top10%論文率※2：20%程度（日本全体平均の2倍程度）

・Top1%論文率※2： 2%程度（日本全体平均の2倍程度）

※1：各年度における過去5年間に出版された論文を対象として、

「Scopus」を基に機構が集計

※2：Scopusデータを基に機構が分析（3年度の移動平均値）
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a評定の理由・根拠

■戦略目標の達成に資する研究領域の取組と顕著な研究成果の創出（１）
➢ CREST「知的情報処理」研究領域（平成26年度～令和3年度）の事後評価を実施。

「人間と機械の創造的協働を実現する知的情報処理技術の開発」という戦略目標達成に向けて、必要な前提条件及び技
術要件に加え、関連政策課題、ELSI（倫理的・法的・社会的課題）対応なども含めたチェック項目を15個抽出し、領域運営
方針に反映。各研究課題の関連性の可視化や、研究の方向性の明確化など、研究総括を中心としたマネジメントを実施す
ることで、科学技術面だけでなく、社会的・経済的にも大きなインパクトを持つ研究成果を多数創出し、戦略目標の達成に
十分貢献したと外部有識者に評価。以下、達成に資する成果創出に向けた取組及び研究成果等を記載する。

•成果創出に向けた取組
• 次世代人材の育成：合宿形式の領域会議の開催等を通じ、若手同士、他の研究領域も含む研究総括や領域アドバイザー
と若手研究者との交流の場を作ることで、次世代の当該分野を担う若手研究者の育成に貢献した。

• 海外連携・異分野連携の強化：他領域や海外機関と協働して国際ワークショップ等を開催し、分野をまたいだ研究者間の
ネットワーク構築のための環境を整備。領域会議に海外研究者や、欧米ベンチャー企業社長を招待するなど国際ネットワ
ークの形成や異分野連携を促進した。

•研究成果事例
•認知発達を統一的に説明できる理論的枠組を提案し、自閉スペクトラム症が生じる

メカニズムを包括的に解明。情報処理技術から精神医学にアプローチする計算論
的精神科学の理論は世界初であり、認知ロボティクス研究者や発達心理学研究者
から多くの反響があった。また、障害のある当事者が抱える困りごとを第一人称視
点から研究する当事者研究の方法論を確立し、障害者雇用を進める企業向け有
償講座の提供などにつながった。 （長井特任教授（東京大学））

•領域内共同研究で自閉スペクトラム症の視覚過敏・鈍麻を体験するVRタイプ
のシミュレータを開発。これを用いて感覚過敏・鈍麻を体験することで、自閉
スペクトラム症への偏見が低減することを確認するなどの成果を上げている。
（長井特任教授（東京大学）、鈴木教授（筑波大学））

•人間が環境との相互作用によって記号（言語）の意味を獲得・創発していくメカニズムを、
ロボットを用いて実証的に解明する記号創発ロボティクスという新たな分野を確立。
「ロボットと子供のインタラクション」に関する研究成果を適用したChiCaRo ロボットと
「遠隔協同子育て」サービスを事業化し、祖父母などの離れた家族と協力して育児が
可能となり子育ての負担軽減が期待される。（長井教授（大阪大学））

自閉スペクトラム症視覚体験シミュレーター
（出典： https://cognitive-mirroring.org/asd_simulator/）

ChiCaRoロボット
（出典： https://www.chicaro.co.jp/LP/）
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a評定の理由・根拠

■戦略目標の達成に資する研究領域の取組と顕著な研究成果の創出（２）
➢ さきがけ「量子機能」研究領域（平成28-令和3年度）の事後評価を実施。

「量子状態の高度制御による新たな物性・情報科学フロンティアの開拓」という戦略目標に対して、量子現象
をただ観るのではなく、制御して機能化するフロンティアを切り拓く独創的で意欲的な研究を推進し、様々な量子現象の本
質を紐解き、挑戦的な量子状態の操作・制御・測定をとおして新概念、新機軸、新技術の創成に大きく寄与することを目指
し研究を推進。量子情報理論や超伝導量子回路、光量子コンピューター、計測技術について優れた研究成果を創出したこ
とから、戦略目標の達成に貢献するとともに、次世代を担う人材を多数育成したと外部有識者に評価された。以下、達成に
資する成果創出に向けた取組及び研究成果等を記載する。

•成果創出に向けた取組
•さきがけ後を見据えたマネジメント：さきがけの3年間でコンパクトな成果を出すのではなく、その後の10年間で量子状態制
御の新しい潮流を生む出す提案を募集すると公募要領に明記。サイトビジット優先順位や担当アドバイザ人選を工夫する
など研究者が大いに議論を深め、スケールの大きい目標に向かって力強く協調的に進める環境を整えることに努めた。

•迅速なフィードバック：領域会議等の発表に対する各研究者へのフィードバックにおいては、発表後、総括・領域アドバイザ
ーのみによる協議の場を設け、会議後の各研究に遅滞なくフィードバックした。

•研究成果事例
•NISQ（Noisy Intermediate-Scale Quantum computer）型量子コンピュータを用いた世界初の
機械学習アルゴリズムである量子回路学習を実現。長期的な量子誤り訂正デジタル量子計算
の実現に向け、世界的な流れに一石を投じる可能性のある新しい符号方式の開発に成功。
令和2年度にはQ-LEAPのFlagshipプロジェクトに採択された。（藤井教授（大阪大学））

•ナノメートルサイズの領域に局在する光を用いることで、原子分解能を持つ顕微鏡で観察
しているナノ物質の性質を直接測る精密ナノ分光手法を確立。文部科学大臣表彰若手科
学者賞、日本表面真空学会会誌賞を受賞。（今田上級研究員（理研））

•大規模な量子計算を最小規模の回路構成で効率よく実行できる光量子コンピュータの
心臓部となる光量子プロセッサーの開発に成功。光量子プロセッサーが、回路構成の
変更なしに、情報を乗せた１個の光パルスにさまざまな計算を複数ステップ実行できる
ことを示した。文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞したほか、MITテクノロジーレビュ
ーの選ぶInnovators Under 35 Japan 2021に選出された。（武田准教授（東京大学））

•本領域の研究者から、その後に発足したさきがけ「革新的な量子情報処理技術基盤の
創出」、ACT-X「数理・情報のフロンティア」の領域アドバイザー、 ムーンショット型研究開発事業の課題推進者が輩出。

開発した光量子プロセッサ回路

開発した精密ナノ分光のイメージ
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a評定の理由・根拠

■基礎研究からイノベーション創出が期待される顕著な研究成果（１）
➢ 新型コロナウイルスを5分以内で検出（渡邉主任研究員（理研））

「理学・工学・医学の異分野融合により、生体微粒子の組成や機能を1粒子ごとに網羅的に解析できる革新技術の開発」を
目的として、CREST「細胞外微粒子」研究領域（H29-R6）で研究を推進。
•令和3年度に新型コロナウイルス由来のウイルスRNAを1分子レベルで識別して5分以内に検出する革新的技術「SATORI
法」を開発。

•従来の抗原検査法より感度が10～100倍高く、新型コロナウイルス感染者の検体中のウイルスRNA量を検出する感度を
満たしており、PCR検査より迅速であり、かつPCR検査のようなDNA増幅に伴
う検出エラーがない。ランニングコストも9ドル程度と安価。

•本法は、疾患バイオマーカーの検出などにも活用できるため、がんなどの
基礎疾患の早期・層別化診断などを指向した次世代のリキッドバイオプ
シー（注2）の技術基盤となることも期待できる。

•特許も出願済みであり、今後は企業との共同研究により実用化を目指す。

■新たな学問分野を生み出した顕著な研究成果
➢身体的、空間的制約を超えるテレイグジスタンスの概念実証と新産業の創出（舘名誉教授（東京大学））

戦略事業（CREST「情報環境」研究領域（H21-26）、ACCEL（H26-R1）で研究を推進。触覚の計測・伝送・提示を可能とする「
触原色原理」に基づく触覚伝送技術と、それに立脚したテレイグジスタンス（注1）のコンセプトを実証。

• 人の触知覚メカニズムに基づき、触覚を視覚の3原色と同様に、圧力・振動・温度など複数の感覚要素の統合として捉える
ことで、触覚の計測・伝送・提示を可能とする技術である「触原色原理」に基づく触覚伝送手法を開発し、触覚を含む身体感
覚を人間とロボットとの間で相互伝送する技術を実証した。

• XPRIZE財団が主催する平成30年の賞金レース「ANA AVATAR XPRIZE」の実現に貢献するなど、国内外でテレイグジスタ
ンスアバターを用いた新産業創出への機運が高まり、テレイグジスタンスの概念が身体や時間
・空間の制約を超えて人間の活動範囲を拡張するものとして注目され、内閣府のムーンショッ
ト型研究開発制度においても取り組まれるなど、実用化に向けて大きく発展・展開している。

• 大学発ベンチャー Telexistence(株)を創設し、社会実装を推進。同社は、大手コンビニエンス
ストアへの遠隔操作ロボットの導入などを令和3年度に実施。

• テレイグジスタンスの概念を、学問分野のみならず新産業として発展させることにつながった。
テレイグジスタンス
ロボットの実証機

（注1）テレイグジスタンス：人間が、自分自身が現存する場所とは異なった場所に実質的に存在し、その場所で自在に行動するという人間の存在拡張の概念であり、また、
それを可能とするための技術体系（出展： https://tachilab.org/jp/about/telexistence.html ）

（注2）リキッドバイオプシー：血液や尿などの身体への負担が少ない低侵襲性の液性検体の解析を基盤とした基礎疾患・感染症の診断方法

SATORI法によるウイルスRNAのデジタル検出原理
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a評定の理由・根拠

■基礎研究からイノベーション創出が期待される顕著な研究成果（３）
➢複雑なガスタービンにおいて、信頼できるシステム設計を自動で発見する技術を開発（蓮尾准教授（国立情報研））

「従来のものづくり技術にソフトウェア科学の成果を導入し、仕様策定から設計、実装、保守まで工業製品開発のさまざまな
側面を支援するソフトウェア・ツールを構築する」ことを目的として、
ERATO「蓮尾メタ数理システムデザイン」プロジェクト（H28～R3）で
研究を推進。

• 三菱重工業（株）と協働し、ガスタービンの制御システム設計で与え
られた複数の要求仕様を満たす設計を自動で発見する手法を開発。

• ガスタービンのような複雑なシステムは数式などを用いて数学的に
取り扱うことができない「ブラックボックス」であるが、既存の「反例生
成」手法を改良することで、専門家による試行錯誤と熟練の知識で
最適化した結果に匹敵する設計を自動かつ短時間（7日間→3時間）
で見つけることに成功。

• 従来の自動車や航空機の自動運転などの限定的分野だけでなく、
安全性確認、最適化といったより広汎なシステムへの応用が期待。

■基礎研究からイノベーション創出が期待される顕著な研究成果（２）
➢ CREST：フォトニックバンドダイアグラム顕微鏡を開発・製品化（胡主任研究員（物材機構））

人工グラフェン等を用いたトポロジカルフォトニック結晶（注）において理論解析からトポロジカル
光回路等のデバイス展開を目的として、CREST「トポロジー」研究領域（H30-R7）で研究を推進。

•理論予測の実証で重要となるフォトニック構造のバンドダイヤグラムを自動測定できる
顕微鏡を開発、製品化。

•従来はサンプル状態に適した光学系を組む必要があるとともに、光学系の調整を含めた
測定・評価に多大な時間を要したバンドダイヤグラムを高速かつ自動測定することが可能
になった。

•本成果により、各種フォトニック構造の基礎物性探求の指標とすることが可能で、光デバイス
の設計が容易となることにより、関連市場の拡大や新たな研究領域の開拓が期待される。

•本装置は令和3年6月より「FA･CEED」の製品名にて(株)東京インスツルメンツから販売された。
（注）フォトニック結晶、トポロジカルフォトニック結晶：屈折率が周期的に変化する構造で、光を小さな領域に閉じ込め、光と物質の相互作用を高めることに利用され
ている。トポロジカルフォトニック結晶はフォトニック結晶に特定の構造を導入することで、光のトポロジカルな物性（図形を連続的に変化させても変わらない性質に着
目した幾何学（トポロジー）の概念を適用することによって特徴付けられる物性）が顕著に現れるようにした構造。

様々なフォトニック構造の
走査電子顕微鏡画像

東京インスツルメンツから発売された
フォトニックバンドダイヤグラム顕微鏡

今回開発した最適化手法の概要
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a評定の理由・根拠

■基礎研究からイノベーション創出が期待される顕著な研究成果（５）
➢ AIくずし字認識アプリの開発・公開（タリン特任助教（データサイエンス共同利用基盤施設））

「手持ちの資料を簡単に調査できるくずし字認識スマホアプリ
の開発」を目的として、ACT-X「AI活用学問革新創成」研究領
域（R2-R6）で研究を推進。
•ユーザ視点に立脚した利便性の高いユーザインタフェース
を擁するスマホアプリケーション開発により、AIくずし字認識
アプリ「みを（miwo）」を完成させ、公開した。

•アプリは多くのユーザが利用しているほか、ニュースやSNS
でも大きな反響があり、社会への大きな波及効果があった。

•アプリが人文系の研究者に利用可能となることは有意義で
あるとともに、初心者などへの敷居を下げ、学習支援ツール
としても機能することにより、古典文学に関する社会認識を
変革する端緒となりえる。

■基礎研究からイノベーション創出が期待される顕著な研究成果（４）
➢ 室温付近の廃熱を高効率で電気に変換する材料を開発（小菅准教授（大阪府立大学））

「低温廃熱回収を目的とした熱電変換材料及びデバイスの開発」を目的として、さきがけ「微小エネルギー」研究領域（H27-
R3）で研究を推進。
•従来 250～600度で高性能を示す熱電材料として知られていた GeTe（テルル化ゲルマ
ニウム) の電子構造を精密制御することで、室温付近の熱電変換効率を既存材料の
最大2倍にまで増大させる材料を開発。

•大型放射光施設SPring-8の構造解析ビームラインでの解析結果などの実験データと、
計算方法の改良による高精度な電子構造の計算から、性能向上の要因を解明。

•この原理をその他の材料系に適用する事で、室温熱電材料の探索対象から外れてい
た材料群から、新しい材料の発見につながることが期待される。

•存在量が多いにもかかわらず、従来利用されてこなかった室温付近の廃熱の有効活
用につながり、近未来の IoT(Internet of Things) 社会、省エネルギー社会へ貢献できる。

熱電変換出力因子の温度依存性

AIくずし字認識アプリ「みを（miwo）」の主な機能
(出典：http://codh.rois.ac.jp/miwo/）
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■研究開発マネジメントの取組の進捗
➢国際レビューに基づく事業改善の検討・実施
•令和2年度に実施した国際レビューの結果を踏まえ、以下の事業改善について検討し、可能なものは一部先行実施するとと
もに令和4年度からの実施に向けた準備を行った。
・異なるプログラム・研究領域で創出される成果を多面的・相対的に評価するための体制構築のため、研究領域評価の大
括り化と、それに伴う分野別評価委員会の設置。

・研究者へのアンケート実施や外部委託の一部削減を通じて追跡調査・追跡評価の効率化・合理化を実施した。
・研究成果の長期にわたる科学的・社会的・経済的インパクトを追跡する調査及びアセスメントの推進のため、研究終了10
年後に実施するインパクト調査を導入。

・データベースの整備・活用を基盤とした機構の関連部署及び外部機関との連携による成果展開支援（橋渡し）の強化。

➢法人間連携
•JSPSと協議を行い、科研費の研究代表者から、戦略的創造研究推進事業の事業趣旨に合致した研究者を推薦する仕組
みを構築。令和4年度より試行的に実施。

•機構とAMEDが初の共通の戦略目標「ヒトのマルチセンシングネットワークの統合的理解と制御機構の解明」の下にそれぞ
れCREST/さきがけとAMED-CREST/PRIMEの4プログラムを立ち上げた。これら4プログラム間の連携を俯瞰的にマネジメ
ントする「研究領域統括」を新たに設定し、4プログラムの研究総括等を交えた5者会議の定例的な開催や、合同の公募説明
会や領域会議などの連携を実施。

➢国際連携
•仏ANRとの連携公募や、 AIPネットワークラボにおける日独仏AI研究の推進。
•AIPネットワークラボにおいて、欧州との合同オンラインワークショップを開催。AIやIoTにかかる研究成果の情報交換や、今
後の国際連携に向けた人脈形成を促進。

➢AIPネットワークラボにおける取組
•研究期間が最終年度であり、優れた研究成果が認められる研究課題を対象として、「AIP加速課題」を採択・実施。
•理研AIPセンターとの連携活動の一環として、AIP加速課題の成果報告会（公開）をJST-理研合同AIPシンポジウムとしてオ
ンラインで開催。当日の合計アクセス数は701名と幅広いアウトリーチに成功。

•研究者が研究計画を検討する際や法的問題に直面した際に弁護士に相談可能な、法律相談窓口をラボ内に設置。令和3
年度はラボ傘下のさきがけ研究領域の研究者が法律相談を利用し、今後のデータの取得方法に関する解決策を得た。

a評定の理由・根拠

・
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a評定の理由・根拠

■研究開発成果の展開活動の進捗
➢成果展開活動の強化
•研究者から登録された「成果展開シーズ」のうち、ライフサイエンス系シーズの橋渡しや研究開発相談の進め方について
AMEDと協議。

•企業提携に向けて、研究当初の研究計画では想定していなかった成果展開シーズの説明に必要となるプロトタイプやデモ
機の作製等にかかる費用を追加支援。多くの支援課題でプロトタイプを作製し、企業との提携交渉中。

➢ SciFoS活動（自身の研究が創造する社会的価値、満たす社会的ニーズを検証する若手研究者向けの活動）による展開
•令和3年度は17名の研究者がSciFoSを実施。
•研究者が成果展開先を具体化、新規研究課題を開拓することで、令和3年度に機構の創発的研究支援事業に採択。

➢戦略事業プレゼンスの向上
•Twitterを活用し、募集開始、採択情報のお知らせ、プレスリリース、イベント周知に関する投稿を月平均48件と積極的に情
報発信。また、文章などを投稿できるメディアプラットフォームnoteの運用を新たに開始し、制度説明や研究者インタビュー
を通じた研究成果紹介などを行い、事業のプレゼンス向上に大きく貢献。

■研究開発マネジメントの取組の進捗～プログラム、領域単位での取組～
➢ACT-Xにおける若手研究者交流促進
•研究者の個の確立を目指し、研究者自らも積極的に研究者ネットワークを構築するよう研究総括や機構が働きかけ。それ
を受け、「環境とバイオテクノロジー」研究領域では研究者が独自にslackを立ち上げて意見交換の場を構築し運用。また、
研究者がランチョンセミナーを企画し、ほぼ毎週、お互いの研究やトピックスを紹介する勉強会をオンライン開催している。

➢人文学・社会科学分野との連携
•令和3年度に発足したさきがけ「パンデミック社会基盤」研究領域では、人文学・社会科学分野の提案を積極的に採択（全体
の3割以上目安）するとの選考方針を掲げ、領域アドバイザー10名のうち6名を人文学・社会科学分野の研究者に委嘱。

•これまでの募集案内を行っていなかった大学・団体や研究者コミュニティに対し、機構の社会技術研究開発センターの協力
を得て、募集の周知を行った。その結果、人文学・社会科学分野の提案、あるいは人社系要素を含む提案が応募数の約6
割、採択数の半数にのぼり、これらの分野の提案を積極的に採択するとの目標は十分達成できた。

➢ 情報計測オンラインセミナーシリーズの開催
•CREST/さきがけ「情報計測」研究領域では、公開の「情報計測オンラインセミナーシリーズ」全18回を開催。参加登録者638
名、全18回の延出席者は1,968名。チュートリアルとしての活用も企図し、プレゼンテーション動画はYouTubeで公開。
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戦略的な研究開発の推進（先端的低炭素化技術開発）

46

■低炭素社会実現に貢献する顕著な研究成果の創出
ALCA発足10年目となる令和元年度に多くの研究開発課題が終了。ステージゲート評価による選択と集中、社会実装に向け

た橋渡し活動等の事業マネジメントから、低炭素社会実現に貢献する成果及び成果展開を複数確認。

➢低炭素社会の実現に貢献する成果展開事例

• 多段熱音響発電システムの開発（長谷川教授（東海大学））

工場や車両において生じる廃熱を「熱音響機関」を用いて回収し、再利用する研究開発を実施。
民間企業との協同のもと、NEDO事業に採択

• ラン藻の研究用抗体を販売開始（小山内准教授（明治大学））

光合成を行う細菌であるラン藻を発酵させ、CO2からコハク酸・乳酸生産量を増大させる研究開発を実施。
研究成果をコスモ・バイオ株式会社に提供、ラン藻の研究用抗体が販売開始

• アミン含有ゲルによる省エネ且つ低コストなCO2分離濃縮材料・プロセスの開発（星野教授（九州大学））

ALCAの研究開発成果をもとに設立したベンチャー企業が福岡市研究開発型スタートアップ
成長支援事業に採択

➢低炭素社会の実現に貢献する研究開発成果の創出

• 液体硫黄を活用した高速充放電可能なマグネシウム電池用正極複合材料の開発に成功（ALCA-SPRING）

硫黄系正極材料の作製と原理究明により、電池容量・充放電速度・サイクル特性など高い性能を検証。
コスト戦略・資源戦略上有利な非稀少金属系電池において、硫黄の利用法として新たな道筋を開拓

温度と光が制御された「人工気象器」の
中で培養されているラン藻

（出典：JST News（R3年2月号））

ALCA で開発したガス分離膜「アミン含有ゲル
粒子膜」（出典：JST News（R3年10月号））

■事業マネジメントによる取組・成果展開
➢成果展開活動

• 研究成果の社会実装に向けて、産学連携あるいは企業主体の開発を担う他省庁・法人事業への橋渡し活動を実施。
令和3年度は、機構内の他事業に採択された研究者まで広く案内し、NEDOによる公募相談会を実施。

• 環境省及びNEDOが求める研究開発技術等について、各担当者と意識合わせを行い、終了課題を含めた関連する研究
開発代表者に対し公募案内を実施。

• 特別重点技術領域の「次世代蓄電池」で公開成果報告会を2回開催。各回で100名以上の参加があり、関連の研究者・
企業が一同に会して、研究開発状況の発表及び質疑応答を実施し、ALCA-SPRINGのこれまでの成果を広く公開。
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■低炭素社会の実現に貢献する成果展開事例
➢多段熱音響発電システムの開発（長谷川教授（東海大学））（H25-R3）

• 本研究では、廃熱を「熱音響機関」を用いて回収し、再利用する研究開発を実施。

• 本成果を活用し、NEDO官民による若手研究者発掘支援事業に採択。

• 熱音響デバイスの動作原理を解明し、従来までは困難であった低温領域での回収、

再利用技術の開発・社会実装を通じて、省エネ社会への貢献に期待。

➢ラン藻の研究用抗体を販売開始（小山内准教授（明治大学））（H25-R3）

• 本研究では、光合成を行う細菌であるラン藻を発酵させ、CO2からプラスチックなどの

原料に使われるコハク酸・乳酸の生産量を増大させる研究開発を実施。

• 本成果をコスモ・バイオ株式会社に提供し、ラン藻の研究用抗体が販売開始。

• ラン藻の中でも最も広く使われている単細胞性球菌の抗体を展開することで、

ラン藻研究の加速を通じた脱炭素研究開発の発展に期待。

➢アミン含有ゲルによる省エネルギー且つ低コストなCO2分離濃縮材料・プロセスの開発（星野教授（九州大学））（H26-R3）

• 本研究では、アミン含有ゲルからなるCO2選択透過膜等及びモジュール開発を実施。

• 本成果をもとに、令和2年度にベンチャー企業を設立、令和3年度には福岡市研究

開発型スタートアップ成長支援事業に採択。

• 積層型CO2分離膜モジュールを開発し、多段プロセスが必要であった燃焼後排ガス中の

低濃度CO2の高純度化を1段階で達成。画期的な低コスト・省エネ化を実現。

熱音響現象の応用事例（出典：東海大学）

硫化物粉末の電気化学的酸化（正極材料の充電
反応に対応）により液体硫黄/硫化物複合材料を

作製するコンセプト

販売される抗体が
入った製品チューブ
（出典：明治大学）

アミン含有ゲル粒子膜の成膜方法模式図
（出典：九州大学）■低炭素社会の実現に貢献する研究開発成果の創出

➢液体硫黄を活用した高速充放電可能なマグネシウム電池用正極複合材料の開発に成功（ALCA-SPRING）（H22-R4）

• 本研究では、希少金属を使用せず、普遍的材料であるマグネシウムと硫黄からなる電池系を提案し、

次世代電池を凌駕する「革新電池」を目指して、正極・負極・電解質などの材料技術を蓄積してきた。

• 液体硫黄を活用した高速充放電可能なマグネシウム電池用正極複合材料の開発に成功。

• 電池容量・充放電速度・サイクル特性など高い性能を検証し、資源戦略・コスト戦略面で

革新的な可能性を示すとともに、今後の硫黄系正極材料の開発において新たな道筋を開拓。 47



戦略的な研究開発の推進（社会技術研究開発）

■RISTEX全体にかかる横断的マネジメントの取組
研究成果の最大化及び着実な社会実装に向け、機構内外の他事業等と連携強化を図りながら、以下のマネジメントを実施。
➢第6期科学技術・イノベーション基本計画や「総合知」を踏まえた情報発信の強化
• RISTEXの社会技術研究開発推進の20年間の取組をふりかえる冊子・Webサイトや、「総合知」活用による研究開発事例の
紹介などRISTEXの「総合知」による取り組みに関するWebサイトを制作。英語Webサイトもより充実化。

• 研究開発成果等に関するRISTEX独自のメディア向け説明会開催に加え、個別プロジェクトの紹介だけでなく、領域・プログ
ラム活動まで発信内容を拡大するなどメディアプロモーションを強化。令和2年度の4倍にあたる140以上の媒体で記事化。

➢ 社会問題の解決に向けた取組
• 社会問題俯瞰調査等をもとに設定したテーマであり、且つコロナ禍によって先鋭化した「社会的孤立・孤独」の予防に資す
る研究開発プログラムをSOLVE for SDGsの枠組みのもと設定。提案78件中、スモールスタート7件採択、研究開発開始。

➢ 科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への対応
• CREST/さきがけ（ゲノム合成）、未来社会創造事業（食肉培養）など機構内の研究開発部門との連携によるELSI対応実施。
• ELSI対応の方法論獲得・人材育成等のためのファンディングを継続実施。空飛ぶクルマ・分子ロボットなど新規採択。

■実社会の問題解決に資する成果の創出
➢多様化するアディクション（嗜癖・嗜虐行動）からの回復を支援するネットワークの構築

研究代表者：石塚 伸一 教授（龍谷大学） ・物質依存、暴力、性問題行動、ギャンブリング、ネット依存など
多様化するアディクションからの回復を総合的に支援するため、個別事象を超えて関連するステーク
ホルダーが協働し当事者の回復を支援するネットワークを構築。開発した実践モデルをもとに一般社
団法人など社会展開のための拠点を設立。自治体単位での再犯防止の取組に寄与、海外にも展開。

➢日本社会における孤独の現状把握と今後の孤独・孤立対策に資するエビデンス提示
研究代表者：上田 路子 准教授（早稲田大学） ・新型コロナウイルスの感染拡大の長期化が人々の
孤独感に与えている影響を明らかにするため、日本在住の約3,000人を対象に調査実施、プレス発表。結果を内閣官房の
孤独・孤立対策室や厚生労働省に共有するなど、今後の孤独・孤立対策に資するエビデンスをタイムリーに提示。

➢教育のDX化における学習データ利活用EdTech（エドテック）のELSI論点の分析と提示 研究代表者：加納 圭 教授（滋賀大学）

今後顕在化が予見される学習データ利活用EdTechの倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）に対応するため、EdTech先
進国である米国との比較調査等を通じ、日本型公教育の教育制度・仕組みなど日本の特性を踏まえた101のELSI論点を
見いだし、成果をWeb出版。コロナ禍を機に急ピッチで進められている教育のDX化において検討すべきELSI知見を提示。
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回復支援ネットワーク（ATA-net）



a評定の理由・根拠
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■RISTEX全体にかかる横断的マネジメントの取組
➢第6期科学技術・イノベーション基本計画や「総合知」を踏まえた情報発信の強化

• 複数の学問知の活用、アカデミアと現場の協働、セクター横断の取組など、RISTEXにおける「総合知」を活用した研究開発事例や「総合知」活用
に向けた領域・プログラムの設計事例等を紹介するWebサイトを制作。令和3年9月Web開設から令和4年3月下旬までの約6ヶ月間、Googleや
Yahoo! 検索エンジンによる「総合知」というキーワードでの検索結果において、RISTEXの「総合知」Webサイトがトップ10以内を継続維持。「総合
知」活用のあり方の検討に資する情報を積極的に発信。

• 研究開発成果の社会・地域等への展開に向けて広告会社の機能やネットワークを活用した発信強化策を実施。RISTEX独自のメディア向け説明
会を開催したほか、今年度から新たに、個別プロジェクトの紹介だけでなく、研究成果の最大化や社会実装に向けた領域・プログラム活動まで
発信内容を拡大。対象ごとに露出に適切なメディアを選別し、個別にアプローチをかけて情報の拡散を図るメディア向けプロモーションを戦略的
に強化。その結果、令和2年度の4倍にあたる140以上の媒体で記事化につながるなど、今までにないより広い層へ発信することができた。

■実社会の問題解決に資する成果の創出
➢多様化するアディクション（嗜癖・嗜虐行動）からの回復を支援するネットワークの構築 石塚 伸一 教授（龍谷大学）

• 薬物やアルコール依存、暴力や虐待、性問題行動、ギャンブリング、窃盗癖、ネット依存など多様化する現代社会のアディクションに適切に対
応するためには、事象ごとに分かれている現行の縦割り型支援を見直し、「公」と「私」が適切に連携した総合的な支援が不可欠である。

• 公的セクター（警察、検察庁、裁判所、矯正・保護施設、医療機関、福祉施設、自治体等）と私的アクター（家族、友人、地域社会、民
間支援団体等）のステークホルダーがそれぞれの障壁を越えて協働し当事者の回復を総合的に支援するネットワーク（ATA-net）を
構築。その実践モデルとして、当事者の主体性を尊重し、支援者と協力者が力をあわせる“えんたく”という回復支援スキームを開発。

• 今後の持続的な実施に向け、成城大学 治療的司法研究センター、龍谷大学 ATA-net研究センター、一般社団法人刑事司法未来な
ど複数の拠点を設立。京都府と共同で“えんたく”を実施し再犯防止推進法による自治体での再犯防止の取組に寄与したほか、フィリ
ピン・タイ・韓国等の東アジアの薬物依存回復支援研修に取り入れられるなど、研究成果の社会展開に顕著な進展が見られた。

➢日本社会における孤独の現状把握と今後の孤独・孤立対策に資するエビデンス提示 上田 路子 准教授（早稲田大学）
• 孤独・孤立問題を解決するためには、問題を抱える人たちの実態を把握し、支援対象とすべき人たちを特定し、その人たちをターゲッ
トとした適切な政策の実施が必要であるが、コロナ禍の長期化が人々の孤独感に与える影響を明らかにした大規模な科学的調査は
日本では見られない。本PJでは、現場施策を担うNPO法人等とともに日本在住の約3,000人を対象に調査を実施し、分析結果をプレ
ス発表。結果を内閣官房の孤独・孤立対策室や厚生労働省に共有するなど、今後の孤独・孤立対策に資するエビデンスをタイムリー
に提示。全国紙をはじめ医療従事者や保健指導者向けのWebサイトにプレス内容が掲載されるなど社会的反響が得られた。

➢教育のDX化における学習データ利活用EdTech（エドテック）のELSI論点の分析と提示 加納 圭 教授（滋賀大学）
• コロナ禍を機に、文部科学省「GIGAスクール構想」や経済産業省「未来の教室」実証事業など教育のDX化が国の施策として急ピッチ
で進められるなか、学習データの悪用や子どものプライバシーの観点からの問題提起など、EdTechの倫理的・法制度的・社会的課
題（ELSI）の検討が日本では追いついていない。EdTech先進国である米国との比較調査、教育委員会・現職教員・専門家・保護者等
へのヒアリングや社会受容の意識調査等を通じて、日本型公教育の教育制度・仕組みなど日本の特性を踏まえた101のELSI論点を
見いだし、成果を冊子としてWeb出版。成果を踏まえ、デジタル庁によるパブリックコメントに提出した意見が、「教育データ利活用
ロードマップ（令和4年1月7日）」に反映されるなど、教育のDX化において検討すべきELSI知見をタイムリーに提示した。



産学が連携した研究開発成果の展開

■研究開発の進捗に応じたマネジメント
➢A-STEP令和2年度追加公募（トライアウトタイプ：with/postコロナにおける社会変革への寄与が期待される研究開発課題へ
の支援）における有望な課題について、マッチングプランナーが研究開始当初から月次で進捗確認し、研究代表者及び支援
人材と密な情報交換を行った。これを踏まえ、「プランB」に向けた研究開発加速のための研究費の追加配賦を行った結果、
名古屋大がSARS-CoV-2を不活化できるウイルス不活化装置とエアカーテン発生装置の実用想定機の開発に成功した。

■成果展開のための支援
➢マッチングプランナーやイノベーションプランナーが、イノベーション推進マネージャーと連携して、A-STEP産学共同へのつ
なぎ込みに向けた個別相談を156回実施。
➢NEDOとの連携による成果の実用化・社会実装に向けた仕組みを構築し、経済産業省、文部科学省、NEDOとの定期的な実
務者会合を実施し、橋渡し機能の強化を図った。 50

■研究成果の創出及び成果展開

原子分解能磁場フリー電子顕微鏡
（出所：東京大学）

➢新開発の原子分解能磁場フリー電子顕微鏡で、原子磁場の直接観察に成功＜先端計測＞
• 令和元年度に開発した「原子分解能磁場フリー電子顕微鏡（ＭＡＲＳ）」を使い、磁石の起源であ
る原子レベルの磁場を世界で初めて実空間で直接観察することに成功した。

• 原子レベルの磁場は、学術的、産業的にニーズが高いものの、あらゆる計測装置で実現していな
い未踏計測であり、電子顕微鏡の常識を覆す画期的な成果。

• 磁石、鉄鋼、半導体デバイス、量子技術などの幅広い研究開発に役立つと期待され、今後、日本
電子(株)より製品化予定でオンリーワン技術として広く普及が期待される。

➢ダチョウ抗体を担持させた不織布マスクを用いて口鼻からの新型コロナウイルスの可視化に成功 ＜A-STEP＞
• ダチョウ抗体を担持した不織布マスクを用いた呼気からのSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）の可視化が、蛍光抗体法で
肉眼でも可能であることを見出した。

• 本マスクを装着するだけで手軽に、かつ迅速にモニタリングが可能。オミクロン株についても可視化を確認。今後発生しう
る変異株の検出も期待できる。

➢汗中乳酸測定を連続的に行える非侵襲的・非刺激性自己駆動型バイオセンサを開発 ＜A-STEP＞
• 紙を基材とした非常に薄くて軽く、尿糖から自己発電可能なバイオ燃料電池を開発。
• おむつに設置して使用し、患者の尿の有無や尿糖を随時モニタリングできる尿糖センシング技術の開発につながることが
期待される。
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a評定の理由・根拠
■研究成果の創出及び成果展開
➢新開発の原子分解能磁場フリー電子顕微鏡で、原子磁場の

直接観察に成功
＜先端計測＞柴田 直哉 氏（東京大学 教授）（平成26～令和2
年度）
• 試料を磁場フリー状態で観察できるMARSに、新たに開発し
た検出器等を装備するなどして原子レベルの磁場観察に成
功。本研究成果は、令和3年度に英国科学雑誌「ネイチャー」
に掲載。

• 本課題を担当した開発総括（PO）が、年2回のサイトビジット
で進捗把握や研究のアドバイスを行った。その上で、POの裁
量で、研究加速予算を適切なタイミングで追加。

• MARSの開発に成功し研究成果のさらなる拡大や製品化が
見込まれたことから、研究期間の延長を実施するなどの柔軟
な課題マネジメントが、本成果の創出に大きく貢献した。

• さきがけでの成果をもとに先端計測で研究を推進。

➢ダチョウ抗体を担持させた不織布マスクを用いて口鼻からの
新型コロナウイルスの可視化に成功

＜A-STEP＞塚本 康浩 氏（京都府立大学 学長）（令和3年度）
• 機構は、塚本学長のダチョウによる医療用抗体の研究を平
成17年度シーズ発掘試験から支援しており、平成23年にA-
STEPシーズ顕在化タイプにてダチョウ抗体の低コスト大量
作製に成功。

• その後も同学長の研究をウォッチし続け、 COVID-19に対し
ても早期に研究の可能性を打診することで本支援が実現。

ヘマタイト（α－Ｆｅ２Ｏ３）結晶の室温に
おける原子構造像と磁場像
（出所：東京大学）

• 令和2年度トライアウトタイプにて、マスクに捕捉されたウ
イルスの可視化技術の開発に成功後、それを実用化につ
なげるため令和3年度に研究を加速させる中、オミクロン
株についても呼気からの可視化を確認。

• ダチョウ抗体は、変異株にも効果的に結合できる上に、開
発のリードタイムが非常に短いことから、感染防御製品や
ウイルス検出キットなどの迅速な開発に貢献することが期
待される。

➢汗中乳酸測定を連続的に行える非侵襲的・非刺激性自己
駆動型バイオセンサを開発。

＜A-STEP＞四反田 功 氏（東京理科大学 准教授）（平成27
～令和2年度）
• 本研究では、紙基材上の印刷技術で作成可能な酵素電極
を用いたバイオ燃料電池の研究を進めてきた。

• これまでに汗中の乳酸から自己発電し乳酸量をモニタリン
グしスマートフォンなどへ情報を送信できるバイオセンサの
開発に成功している。

• この技術を応用展開し、自己発電型の尿糖センシングデ
バイスを紙おむつに適用した。将来的には、食後高血糖の
検出など糖尿病の早期発見や予防、また介護者のおむつ
交換作業などの負担軽減につながると期待。

尿中の尿糖値を監視する紙基材
の自己発電型おむつセンサー
（出所：東京理科大学）
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２．２．人材、知、資金の好循環システムの構築

事業概要



共創の「場」の形成支援

55*「大学」には国公立私立大学、高等専門学校、国公立試験研究機関、国立研究開発法人を含む。

共創の場形成支援

センター・オブ・イノ
ベーション（COI）プ
ログラム
（令和3年度終了）

産学共創プラットフォーム共
同研究推進プログラム
（OPERA）

共創の場形成支援プログラム リサーチコンプ
レックス推進プロ
グラム
（令和元年終了）

イノベーション
ハブ構築支援
事業
（令和元年度終
了）

共創分野 地域共創分野 政策重点分野
（令和3年度は公募
なし）

申請者* 大学と企業 大学と企業 大学等を代表機関とす
る3機関以上（うち、少
なくとも1機関は民間企
業。）

地域大学等を代表機
関とする3機関以上（う
ち、少なくとも1機関は
幹事自治体、１機関は
民間企業）

大学等を代表機関と
する3機関以上（うち、
少なくとも1機関は民
間企業。）

地方自治体と中
核機関

国立研究開発
法人

期間 ≤ 9年度 共創プラットフォーム型 ≤ 5
年度
オープンイノベーション機構
連携型 ≤ 5年度
共創プラットフォーム育成型
≤ 6年度

育成型 2年度
本格型 ≤10年度

≤ 10年度 ≤ 5年度 ≤ 5年度

研究開発費/課題 1-10億円/年 共創プラットフォーム型 1.7
億円/年
オープンイノベーション機構
連携型 1億円/年
共創プラットフォーム育成型
1.7億円/年

育成型 2,500万円/年
本格型 3.2億円/年

育成型 2,500万円/年
本格型 2億円/年

4億円/年
※バイオ分野は令
和3年度までは最大
1億円/年

5億円/年 4.5億円/年

支援数
（令和3年度）

18 18 育成型 17
本格型 3

育成型 8
本格型 2

5 - -

特色 文部科学省が設定
したビジョンに基づ
きバックキャスト型
研究開発をアン
ダーワンルーフで
推進。産業界リー
ダーを中心とする
ビジョナリーチーム
が各拠点の進捗を
管理。

民間企業とのマッチングファ
ンドにより、複数企業とのコ
ンソーシアムによる非競争
領域の共同研究と人材育
成、大学のシステム改革を
一体的に推進。

大学等を中心とし、大
学等や地域の独自性
や強みに基づき成果を
生み出す、国際的な水
準の持続的な産学共創
拠点の形成を推進。

地域大学等を中心とし、
地域の社会課題解決
や地域経済の発展を
目的とした、持続的な
産学官共創拠点の形
成を推進。

大学等を中心とし、
国の分野戦略に基
づき成果を生み出す、
国際的にも認知・評
価が高い持続的な
産学共創拠点の形
成を推進。

地域のビジョンに
基づき研究開
発・事業化・人材
育成を推進。
各拠点に配置さ
れた戦略ディレク
ターが進捗を管
理。

国立研究開発
法人が設定する
テーマの下で異
なる分野・組織
の人材が糾合
する場を創出。

令和3年度予算 137.3億円 - -



企業化開発・ベンチャー支援・出資(1)

56

研究成果最適展開支援プログラム
＜A-STEP＞

産学共同実用
化開発事業
＜NexTEP＞

産学共同 企業主体

育成型 本格型 マッチングファ
ンド型

返済型

申請者* 大学 大学と企業 企業 企業 企業

期間 ≤ 3年度 ≤ 5年度 ≤ 6年度 ≤ 6年度 ≤ 10年

研究開発費/課題 ≤ 1,500万円/年 ≤ 1億円/年 ≤ 5億円(総額) ≤ 10億円(総額) ≤ 50億円(総額)

令和3年度採択数** 44 18 0 0 0

特色 ⼤学等の基礎
研究成果を企
業との共同研
究に繋げるまで
磨き上げ、共同
研究体制の構
築を目指す。

大学等の技術
シーズの可能
性検証、実用性
検証を産学共
同で行い、実用
化に向けて中
核技術の構築
を目指す。

実用化・事業化に向けて、大学等
の研究成果・技術シーズに基づく
企業主体による実用化開発を実
施。

企業ニーズを
踏まえた、企業
による大学等
の研究成果に
基づくシーズの
実用化開発を
支援。

令和3年度予算 61.2億円の内数 355/120億円
（H24/H28補
正）

*「大学」には国公立私立大学、高等専門学校、国公立試験研究機関、国立研究開発法人を含む。
* *令和2年度第3次補正による令和2年度追加公募による採択数を含む。



企業化開発・ベンチャー支援・出資(2)
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大学発新産業創出プログラム
＜START＞

出資型新事業
創出支援プログ
ラム
＜SUCCESS＞

事業プロモー
ター支援型

プロジェクト支
援型

SCORE
チーム推進型

SCORE
大学推進型

スタートアップ・
エコシステム
形成支援

SBIR
フェーズ
Ⅰ支援

申請者* 事業化ノウハ
ウを有する機
関

大学 大学 大学 5機関以上が連
携した、プラット
フォーム

大学 大学発ベンチャー

期間 5年度 3年度 1年度 5年度 5年度 1年度 -

研究開発費/課題 1,700万円/年 3,000万円/年 500万円/年 6,000万円/年 1億2,000万円/
年

720万円/
年

-

令和3年度採択数 4 5 8 － 3 21 -

特色 事業化に向け
て、大学等の
研究者の研究
開発、事業開
発を効果的・
効率的に支援。

事業プロモー
ターと作成した
事業プランに
基づき研究開
発と事業化を
一体的に推進
し起業を目指
す。

研究者と事業化
プロデューサー
等が、アクセラ
レーターによる
研修やメンタリン
グで起業に有益
な知識を実践的
に学習。

大学の主に産
学連携部門が、
学内の研究代
表者の技術
シーズを基にし
た研究開発課
題の募集・選考、
及び起業活動
支援プログラム
の運営を推進。

「スタートアッ
プ・エコシステ
ム拠点都市」に
おいて中核とな
る大学・機関に
対し、技術シー
ズの事業化や
アントレプレ
ナーシップ人材
の育成を強力
に支援。

各府省が
社会ニー
ズ・政策
課題をも
とに提示
した「研究
開発テー
マ」で、起
業や技術
移転を目
指す。

機構の研究開発
成果の実用化を目
指すベンチャー企
業に対し、出資や
人的・技術的援助
により支援。

令和3年度予算 19.9億円 2億円 25/25億円
（H24/R3補正原
資）

*「大学」には国公立私立大学、高等専門学校、国公立試験研究機関、国立研究開発法人を含む。
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【目的】

【概要】

大学の知的財産マネジメントやJSTファンディング事業を総合的に支援することにより、特許権実施（ライセンス）
や共同研究など知的財産の活用を通じたイノベーションの創出に貢献し、民間投資の増大を促進。

① 大学における知的財産マネジメントの確立に向けて、出願等に関する助言も含めた外国特許権利化支援、
技術移転マネジメントに関する人材育成等を実施。

② JSTファンディング事業の研究成果を最大限事業化に結び付けるため、大学単独では保有が困難な知的財
産についてのパッケージ化、技術移転等促進対応を実施。

③ 大学の持つ技術シーズと企業ニーズとの橋渡し（産学マッチング）の機会を提供。

（令和3年度当初予算額：19.5億円）

大学
知的財産マネジメント

・研究開発成果の権利化
・技術移転活動 企業 事業化

イノベーション創出

JSTファンディング事業

知財活用支援事業

• 外国特許権利化支援

• マネジメント強化支援（技術移転人材育成等）

①大学等の知的財産

マネジメントへの支援

• パッケージ化（知財譲受、概念実証）

• 技術移転等促進対応（ライセンス活動等）

②ＪＳＴファンディング事業の

知的財産マネジメント強化

• 産学マッチング（大学見本市、新技術説明会等）③産学マッチングの機会提供

①

②

③
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２．２．人材、知、資金の好循環システムの構築

自己評価

補助評定
（自己評価）

中長期目標等に照らし、総合的に勘案した結果、適正、効果的か
つ効率的な業務運営の下で、顕著な成果の創出や将来的な成果
の創出の期待等が認められるため、a評定とする。a

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 a a a a a a a



業務プロセス 成果
評価軸①：優良課題の確保、適切な研究開発マネジメントを

行っているか

評価軸②：研究開発成果の実用化促進（出資・ベンチャー支援、
知財支援等）の取組は適切に機能しているか

評価軸③：場において本格的産学官連携のためのシステム改
革に向けた取組が進捗しているか

評価軸①：産学官共創の場が形成されているか。

評価軸②：未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出や経済・社会
課題への対応に資する成果が生み出されているか。

評価軸③：研究開発成果の実用化・社会還元が促進されているか（出資・ベン
チャー支援、知財支援等）。

研究成果の創出及び成果展開（見通しや成果の実用化にむけた取組
の状況を含む）

予算額

決算額

従事人員数
産学官共創の場の形成の進捗

論文数 特許出願・登録件数

成果の発信数

プロトタイプ等の件数

参画機関数

2.2.人材、知、資金の好循環システムの構築（評価軸・指標）

目標：組織対組織の本格的産学官連携を強化するためのシステム改革に資する取組を推進することにより、大学・公的研究機関等を中
心とした場の形成と活用を図り、大学・公的研究機関の産学官連携のマネジメント強化を支援するとともに、企業化開発やベン
チャー企業等への支援・出資、知的財産の活用支援等を行い、民間資金の呼び込み等を図る。

産学からの人材の糾合人数

研究開発マネジメントの取組の進捗

Input Action Output Outcome 

青：モニタリング指標 赤：評価指標

機構の研究開発事業との連携成果

応募件数（出資への相談件数含）/採択件数

事業説明会等実施回数

サイトビジット等実施回数

応募件数/採択件数のうち機構の基礎研
究等に由来する技術シーズに基づく件数

中間評価等実施回数

場における本格的産学官連携の実現に向け
たマネジメントの状況

研究成果の実用化促進の取組の進捗

知財支援・特許活用に向けた活動の状況

産学マッチング支援状況

機構の研究開発事業との連携状況

出資事業に係わるマネジメントの進捗

民間資金の誘引状況

場における人材育成・輩出数
参画機関間での非競争領
域における共同研究課題数

成果の展開や社会実装に関する進捗
（次のフェーズにつながった件数、実用化
に至った件数、民間資金等の呼び込み）

研究開発成果の実用化に向けた取組の進展

出資件数 出資企業における出資事業の呼び水効果

受賞数

知財支援・特許活用に向けた活動の成果

産学マッチング支援成果
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共創の「場」の形成支援

■優良領域、課題の作り込み、選定
➢「共創分野」に加えて、地域大学等を中心とし、地方自治体、
企業等とのパートナーシップによる、地域産学官共創拠点
の形成を目指す「地域共創分野」を新設し、公募を開始。

•公募説明会（5/27、延べ550名以上聴講)や共創の場形成
支援プログラム発足記念シンポジウム（6/16、延べ550名
以上聴講）等により、プログラムの趣旨や狙いを広く周知。

•地域共創分野では、77件（本格型：19件、育成型：58件）の
応募から、10件（本格型：2件、育成型：8件）を採択。また、
共創分野では50件（本格型：18件、育成型：32件）の応募
から、7件（本格型：2件、育成型：5件）を採択。

■場における本格的産学官連携に向けたマネジメント
➢ COIプログラム全体評価（令和2年10月～令和3年4月）に

おいて、プログラム全体の進捗・成果について評価し、プロ
グラムの特徴や継承すべき取組を抽出し、それらを含めた
評価結果をとりまとめ、公表。

➢COI最終年度シンポジウム
（3/3～3/4、延べ570名聴講）
を開催し、9年の活動のなか
で得られた成果や実績等に

ついて周知・共有。

➢ COI-NEXTにて拠点横断セミナーを3回開催（各回100名
程度参加）し、拠点ビジョンの作り込み等の拠点運営ノウ
ハウの好事例等の共有・横展開を実施。
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■研究成果の創出及び成果展開
➢慶應義塾大学COI拠点が東京2020オリンピック・パラリンピッ
クの表彰台を3Dプリンタにより設計・製造。＜COI＞
• 3D技術を活かし、史上初となるリサイクルプラスチックを用
いた表彰台を設計し合計98台を製造。表彰台の部材は音
響拡散効果を持ち、大会後は小・中学校の音楽室の壁等に
再利用。資源循環型社会・脱炭素社会への移行に寄与。

➢名古屋大学COI拠点がオンデマンド型（利用者のニーズに応
じた運行経路で運行）の自動運転移動サービスの国内初の
実証実験を実施。＜COI＞
• 名古屋大学、春日井市、KDDI、KDDI総合研究所が連携し、
春日井市の石尾台地区において、自動運転車向け運行管
理システムを用いた実証実験を実施し、自動運転車の社会
実装に向けた取組を推進。

➢弘前大学COI拠点が個々人に最適で効果的な健康改善プ
ランを提案するAIの開発に成功。＜COI＞

• 機械学習と階層ベイズモデリングを
組み合わせたAIにより、個人の健診
データから、健康改善プランを提案。
他のプランと比較し、実行しやすい
ことを実証。個別化医療における健康
介入への貢献が期待。

➢大阪大学OPERA領域が、アスタチン（211At）を用いた新たな
甲状腺がん治療薬の安定製造に成功。＜OPERA＞

• α線を体内から照射する新たな治療薬（[211At]NaAt）の国
内安定製造に成功。この治療薬の安定供給を可能とし、成
果を基に医師主導治験が開始（AMED事業へ展開）。

（出所：京都大学。弘前大学COI拠点に参画）
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a評定の理由・根拠

■研究成果の創出及び成果展開
➢慶應義塾大学COI拠点が東京2020 オリンピック・パラリン
ピックの表彰台を3Dプリンタにより設計・製造｡＜COI＞（平
成25～令和3年度）
• 複雑な形状でも製造可能かつ製造過程でゴミが少ない3D
プリンタと３D技術を活かし、全国から回収した合計24.5トン
のリサイクルプラスチックを用い、計98台の表彰台を製造。

• 資源循環型社会・脱炭素社会への移行を指向し、大会後
は音響拡散効果を持つ部材を
小・中学校の音楽室の壁等に
再利用することで、地球のサス
ティナビリティへの貢献が期待。

➢名古屋大学COI拠点がオンデマンド型（利用者のニーズに
応じた運行経路で運行）の自動運転移動サービスの国内
初の実証実験を実施。＜COI＞（平成25～令和3年度）

• 名古屋大学、春日井市、KDDI、KDDI総合研究所と連携し、
自動運転車向け運行管理システムを
用いて、利用者のニーズに応じた運行
経路で運行する、国内初のオンデマン
ド型の自動運転移動サービスの実証
実験を自動運転車「ゆっくりカート」に
て実施し、地域密着型MaaSや自動運
転車の社会実装が進展。

➢大阪大学OPERA領域が、新たな甲状腺がん治療薬の国
内安定製造に成功。＜OPERA＞（平成29～令和3年度）

• 新たな甲状腺がん治療薬（[211At]NaAt）の安定製造に成功
し、安定供給を実現。この成果を基に、AMED事業で医師
主導治験を開始。 211Atが放出するα線は体外に出ないた
め、周囲への被曝が起きず外来治療が可能になる。

■優良領域、課題の作り込み、選定
➢共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）に「地域共創

分野」を新設
• 「地域共創分野」の新設により、地域の社会課題解決に取
り組む地域大学等の応募を喚起、自治体や企業と連携し
た産学官共創拠点の形成を促進。

• COI-NEXT発足記念公開シン
ポジウム（6月開催）により、C
OI等の先行の好事例を示しつ
つ、全国の大学・自治体等か
らの優れた応募を喚起。

■場における本格的産学官連携に向けたマネジメント

➢ COIプログラム全体評価とCOI最終年度シンポジウムを通
じ、運営手法等の横展開（COIｰNEXTを含む）を実施

• COIプログラム全体評価を通じて、ビジョン主導・バックキャ
ストをはじめとするCOIプログラムの特長を抽出し、COI-
NEXTの制度設計や運用改善等へ活用。

• COI最終年度シンポジウムを開催し、これまでの9年間の
活動で得られた成果や実績等の周知・共有を実施。これに
より、後続する拠点形成型プロジェクト（COI-NEXT等）へ
の好事例の展開を図るとともに、自立的活動を引き続き行
うCOI拠点間の交流・連携にも活用

➢ COI-NEXTにおいて拠点横断セミナーを3回開催
•拠点運営ノウハウの好事例等の共有・横展開を実施し、各
拠点のビジョンや計画の更なる作り込み、及び拠点間連携
を促進。

（出所：慶應義塾大学）

（出所：名古屋大学）



企業化開発・ベンチャー支援・出資／知的財産の活用支援

64

■研究成果の創出及び成果展開

➢A-STEPの支援を受けた株式会社ティムスに対し、米国製
薬企業が開発品を獲得するオプション権を行使。ティムスは
1800万ドルの一時金を受領。＜A-STEP企業主体＞

➢機構事業の成果を元に、株式会社島津製作所がバイオ・
中分子医薬品向け高速液体クロマトグラフを開発、発売＜
A-STEP産学共同＞

➢地域情報配信システムを活用したオンデマンド交通予約機
能の実証実験を各地の自治体にて加速。全国65ヶ所で稼
働中。（令和4年1月現在）＜A-STEP企業主体＞

■出資・ベンチャー支援による成果の実用化

➢ STARTの支援により、これまでに65社のベンチャー設立、
総額259億円以上の資金調達を確認。さらに33社は売上
等の経営実績も創出。

➢ SCOREチーム推進型について、20社のベンチャー設立、
総額8億円以上の資金調達の獲得が確認され、さらに6件
がプロジェクト支援型に進んでいる。

➢SUCCESSにおいて投資実績が累計36 社に到達。機構の
出資額に対する民間出融資の呼び水効果の実績が、約
20.0倍（521.9億円）を達成。

■優良課題の確保
➢A-STEP産学共同（本格型）令和3年度公募において、機構
の支援人材であるイノベーション推進マネージャーが中心と
なり、課題の作り込み活動を実施。作り込みを行った課題は、
全体平均を超える高い採択率を得た。

■成果の橋渡し、実用化促進
➢NEDOと連携し成果の実用化・社会実装に向けた仕組みの
構築を行うとともに、関係府省も含めた実務者会合を行い橋
渡し機能の強化を図った。
➢スタートアップ支援機関連携協定（通称Plus）に参画し情報
共有を行うとともに、Plus関係機関とスタートアップの創出・
発展に向け連携を図った。

■大学等による研究成果の保護・活用のための取組
➢特許のライセンスに加えて譲渡の対価として新株予約権の
取得を認める仕組みを活用した法人発ベンチャー等への支
援を実施した。
➢新技術説明会・イノベーションジャパンを時間と場所にとら
われないオンライン開催にて実施し、参加者数の増加に加
え、47都道府県からの参加があった。

■出資事業に係わる効果的なマネジメント
➢出資先企業36社に対して、取締役会・株主総会出席やハン
ズオン支援等、1社あたり平均9.2回の訪問・コンタクトを行い、
研究開発・事業進展状況を確認。
➢公的機関としての信用力やネットワークを活用した、機構な
らではのハンズオン支援を積極的に実施。

オンデマンド交通予約システム
のイメージ図（出所：順風路）

携帯電話等から配車予約する
と、利用者の要望に応じ、運行
ルートやダイヤを設定し、乗り
合って運行する。
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a評定の理由・根拠

■研究成果の創出及び成果展開

➢ A-STEPの支援を受けた企業に対し、米国製薬企業が開
発品を獲得するオプション権を行使＜A-STEP企業主体＞
株式会社ティムス・蓮見 惠司 氏（東京農工大学 教授）

• 急性期脳梗塞患者を対象としたTMS-007注射剤に関し、
米国バイオジェン社がTMS-007の獲得を決定し、オプショ
ン権を行使。

• ティムスから再実施権含めた実施許諾ができるように機構
が原権利者と調整を行い、新技術の実用化に向け、ティム
スに有益なライセンス交渉が早期に実現した。

➢バイオ・中分子医薬品向け高速液体クロマトグラフを開発、
発売＜A-STEP産学共同＞株式会社島津製作所・石濱 泰
氏（京都大学 教授）

• 高速液体クロマトグラフ（LC）
「Nexera XS inert」を、株式会社
島津製作所が令和4年2月に発売。
1年間で400台の販売を目指している。

• さきがけ、先端計測の成果をもとに
A-STEPで開発を行い、
社会実装につながったもの。

➢地域情報配信システムを活用したデマンド交通予約機能
の実証実験を開始＜A-STEP企業主体＞順風路株式会
社・大和 裕幸氏（東京大学 教授）

• 令和3年9月より、A-STEP成果の乗合いオンデマンド交通
システムに基づき、住民が自宅のタブレット端末から電動
車両の乗車予約を行える実証実験を開始。

• CRESTの成果をA-STEPにより開発することで社会実装に
つながった。

■優良課題の確保
➢優良課題の確保に向けた作り込み活動を実施
• 作り込み課題は33課題のうち11課題が採択され、採択率は
全体平均（16.1%)の倍程度と高い評価を得ており、優良課題
の確保に貢献。（審査において作り込み課題か否かは評価
者へ提示していない）

■成果の橋渡しに向けた他機関との連携強化
➢ NEDOと連携し成果の実用化・社会実装に向けた仕組みの

構築
• 両機関の職員をA-STEP対象分野（ICT・電子デバイス、も
のづくり、機能材料、アグリ・バイオ、地域シーズ）に基づき
相互にアドバイザーとして委嘱し、先導研究プログラムを始
めとしたNEDO事業の公募テーマ策定に向けた情報交換な
どの連携強化を実施。

■大学等による研究成果の保護・活用のための取組
➢資力が不十分でも将来有望な法人発ベンチャーに対する育

成支援と機構における特許の活用先と収入の拡大を期待
出来る、譲渡の対価として新株予約権の取得を認める仕組
みを活用し、法人発ベンチャー2社の活動支援を実施。

■出資事業に係わる効果的なマネジメント
➢ 「機構ならではのハンズオン支援」を積極的に実施
• 厚労省主催のジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット
2021において、「JST SUCCESSブース」を設置、出資先10
社に出展機会を提供し、結果、業務提携等の可能性に向け
た商談が23件寄せられた。

高速液体クロマトグラフ「Nexera XS 
inert」（出所：島津製作所）
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２．３．国境を越えて人・組織の協働を促す
国際共同研究・国際交流・科学技術外交の
推進

事業概要



事業の枠組み

欧米等先進諸国やアジア・アフリカ諸国とのイ
コールパートナーシップによる協力枠組の下、国
際共通課題の解決や我が国の科学技術外交の
強化に資するとともに、諸外国との連携を通じた
科学技術イノベーションの創出に貢献するため
に、国際共同研究を推進する。
（e-ASIAJRP、EIG CONCERT-Japan、AJ-CORE、
STAND等）
この他、災害等緊急時の対応として、本事業の
枠組を参考とした緊急公募（J-RAPID）を実施。

アフリカ・アジア等の途上国におけるSDGs達成
に向けて、我が国の科学技術について現地での
実証試験等を実施し、相手国おける規制や社会
受容等の「壁」を越え、社会実装を促進する。
実証試験等の実施にあたり、相手国政府やス
テークホルダーとの調整等を担う人材が参画す
ることで、実装に向けた障壁緩和を目指す。本事
業での取組により、我が国発の研究成果等の海
外展開を促進する。

地球規模課題対応国際科学技術協力、戦略的国際共同研究、持続可能開発目標達成支援

文部科学省

日本側
研究者

実施
方針

戦略的国際共同研究プログラム
（SICORP）

共同研究

通知

JST

相手国

相手国
対応機関

提案
申請

支援

相手国側
研究者

提案
申請

支援

省庁間合意

覚書等締結・公募等

持続可能開発目標達成支援事業
（aXis）

文部科学省

JST

日本側
研究機関

提案
申請

支援

業務委託等

報告

国際コーディ
ネーター

補助
金

報告

開発途上国側
研究機関等

相手国政府

文部科学省 連携

日本側
研究機関

提案
申請

支援

JICA

開発途上国側
研究機関

地球規模課題対応国際科学技術協力
プログラム（SATREPS）

共同研究

連携

専門家派遣等

相手国政府

要請内容
検討協力

技術協力協力要請

研究分野
の選定

外務省

JST

我が国の優れた科学技術と 政府開発援助（ODA）
との連携により、アジア等の開発途上国と環境・エ
ネルギー、防災、生物資源分野等における科学技
術協力を推進。
文部科学省、外務省、国際協力機構(JICA)と連携
し、我が国と開発途上国との共同研究を推進。合
わせて国際共同研究を通じた人材育成等を図る。
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※令和元年度補正予算



外国人研究者宿舎

68

研究機関が多数立地し、外国人研究者の高い需要が見込まれる筑波研究学園
都市において、研究活動を行う外国人研究者及びその家族を対象に、宿舎及び
各種の支援サービスを提供（中国、インド、アメリカ等、約50カ国からの利用実績
有）

部屋数：36室
※家具・寝具・電化製品・食器付
内訳：1人用24室、2人用6室、家族用6室
竣工：1991年3月

【竹園ハウス】

部屋数：175室
※家具・寝具・電化製品・食器付
内訳：１人用104室、2人用71室
竣工：2001年3月

【二の宮ハウス】



海外との青少年交流の促進

69

背景・課題

事業概要

○ THEアジア大学ランキングにおいて3年連続（2013～2015）1位であった東京大学が、近年は大きく順位が下落（19年度8位、20年度7位、21年度6位）。
大きな要因として留学生を含む国際化の遅れが指摘されており、海外から優秀な留学生を獲得し、イノベーション創出に資することが急務。

○ 今後我が国は人口減少により科学技術分野の人材が自国のみでは不足するため、将来我が国の大学・研究機関や企業が必要とする高度研究・イノベーション人材の獲得が急務。
○ これまでの実績を踏まえ、世界全体の青少年を対象ととするとともに、「総合知」の創出を目指し、人文・社会科学分野の交流を進める。

【政策文書における記載】
○ 統合イノベーション戦略2021（令和3年6月18日 閣議決定）
大学等の国際化により国際頭脳循環を促進していくことが喫緊の課題である。そのため、国際共同研究などの強力な推進を図るとともに、我が国の学生や若手研究者等の海外研さん・海外経験の拡充、海
外のハイレベル大学等と我が国の大学の組織対組織の交流の推進、諸外国からの優秀な研究者の招へい、外国人研究者等の雇⽤促進に向けて、そのための支援策と環境整備を含む科学技術の国際
展開に関する戦略を 2021 年度に策定し、施策を推進していく。

○ 第6期科学技術・イノベーション基本計画（令和３年３月２６日 閣議決定）
海外の研究資⾦配分機関等との連携を通じた国際共同研究や、魅力ある研究拠点の形成、学生・研究者等の国際交流、世界⽔準の待遇や研究環境の実現、大学、研究機関、研究資⾦配分機関等
の国際化を戦略的に進め、我が国が中核に位置付けられる国際研究ネットワークを構築し、世界の優秀な人材を引き付ける。

【事業の目的・目標】
科学技術分野での海外の青少年交流プログラム及びフォローアップを実施する
ことで、優秀な青少年の、日本の最先端科学技術への関⼼を高め、もって日本
の大学･研究機関や企業が必要とする海外からの優秀な人材の確保に貢献す
る。「人」と「人」との信頼関係に裏打ちされた連携協力の基盤を構築する。

【事業スキーム】
科学技術に関し、特に優秀な青少年について、JSTの有するネットワークを駆使し
て、日本に短期間招へいし、交流事業を実施。長期・継続交流の契機とする。

○ 招へいの概要（想定）
➢ 人 数：2,760人
➢ 対 象：高校生、大学生、大学院生、ポスドク等の初来日者
➢ 期 間：約１～３週間程度

○ 主な実施コース
（１）招へい交流事業
① 一般公募プログラム
日本の受入れ機関が海外の国・地域の送出し機関から青少年を招へいし、交流を
実施する計画を募集し、外部有識者等による選考を踏まえ、本機構が採択。

② JST直接招へいプログラム（ハイスクールプログラム等）
JSTが主導して海外の特に優れた青少年を日本に招へいし、科学技術交流を実施
する。「少数精鋭」的発想による招へい計画も試みる。

（２）オンライン交流事業
インターネットを介し、地理的隔たりを越えて交流することを可能とするオンライン交流を
積極的に活⽤し、本事業の一層の効果的・効率的な実施、従来ではなしえなかった
交流の実施を進める。

国 JST

運営費交付金

大学・研究機関

【事業イメージ】

１．青少年交流プログラム
２．フォローアップ（さくらサイエンスクラブ）

招へい者OBの交流イベント支援

HP・メルマガを通じた
情報発信

各国の独自イベ
ント開催・支援

海外から科学技術に関して、
特に優秀な人材を招へい

研究現場訪問

ノーベル賞受賞科学
者による講演

■再来日の状況
○令和元年度JST-SICORPに発展（採択）
リチウム硫黄電池の実⽤化技術開発プロジェクトを実施中
（東京都立大学－中国科学院青島生物ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾌﾟﾛｾｽ研究所）
○平成30年度JSPS 研究拠点形成事業に発展
重要魚介類5種の種苗生産技術を開発するプロジェクトを実施
（東京海洋大学－東南アジア5カ国（マレーシア、タイ、ベトナム、イ
ンドネシア、フィリピン））

■SSPを契機とした研究連携活動事例

【これまでの成果】
■日印共同声明（2017、2018）日ASEAN首脳会議の議長声明（2018）に「さくらサイエンスプラン」が盛り込
まれるなど、各国から高い評価と強い支持が得られるとともに、第9回太平洋・島サミット（2021）では菅総理
（当時）の宣言にて「さくらサイエンスプログラム」が言及されるなど、我が国の外交ツールとしても活⽤された。

■2,337名が再来日（観光目的を除く）。再来日割合は中長期計画上の目標（1.0％）を上回る7.0％。
■受入機関からの報告では、「留学生や研究者としての受入れにつながった」は中長期目標期間を通じて56％
（H29：55％、H30：43％、R1：69％） （中長期計画上の目標は4割） 。

研究等目的
83％

再来日率：7.0％

＝

再来日者数
2,337名

累計招へい者数
33,197名
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２．３．国境を越えて人・組織の協働を促す
国際共同研究・国際交流・科学技術外交の
推進

自己評価

補助評定
（自己評価）

中長期目標等に照らし、総合的に勘案した結果、適正、効果的か
つ効率的な業務運営の下で、顕著な成果の創出や将来的な成果
の創出の期待等が認められるため、a評定とする。a

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 a a a a a a a



Input Action Output

業務プロセス 成果

Outcome 

評価軸①：以下に資する国際共同研究マネジメント等への取組
は適切か

－国際共通的な課題の解決
－我が国及び相手国の科学技術水準向上

評価軸②：科学技術交流を促進するための取組は適切か
評価軸③：青少年交流プログラムの評価の取組は適切か

評価軸①：国際共同研究を通じた国際共通的な課題の解決や我が国及び相手国の科
学技術水準向上に資する研究成果、科学技術外交強化への貢献が得られ
ているか

評価軸②：我が国発の研究成果等の海外展開が促進されているか
評価軸③：SDGs達成に貢献しているか
評価軸④：科学技術イノベーション人材の獲得に資する交流が促進されているか

共同研究マネジメントの取組の進捗・イ
ノベーションにつながるような諸外国との
関係構築への取組の進捗

相手国への派遣研究者数、相手
国からの受け入れ研究者数

SDGs等の国際共通的な課題の解決や科学技術水準向上に資する研究成果の
創出及び成果展開（見通しを含む）

予算額

決算額

従事人員数

諸外国との関係構築・強化

文部科学省が
設定した相手
国・地域及び研
究分野

相手側研究チームとの共著論文数

特許出願・登録件数
応募件数／採択件数

入居者への退去時アン
ケート調査における満足度

入居率

イノベーション人材の獲得

2.3.国境を越えて人・組織の協働を促す国際共同研究・国際交流・
科学技術外交の推進（評価軸・指標）

目標：文部科学省の示す方針に基づき、諸外国との共同研究や国際交流を推進し、地球規模課題の解決や持続的な開発目標（SDGs）

等の国際共通的な課題への取組を通して、我が国の科学技術イノベーションの創出を推進する。あわせて、我が国の科学技術外
交の推進に貢献する。

青：モニタリング指標 赤：評価指標

再来日者数

本プログラムを契機に再来日または新規の招へ
いにつながったと回答があった受入れ機関数

事業説明会等実施回数

サイトビジット等実施回数

日本国側研究提案数、相手国側研究提
案とのマッチング率

参加国の拡大や適切な領域の設定に
向けた取組の進捗

科学技術交流促進の取組の進捗

生活支援サービスの実施回数

招へい者数（国別） 受入機関数

青少年交流プログラムの事業評価の状況

外部有識者による青少年交流プ
ログラムの評価の実施回数

論文数

成果の発信数
受賞数

SDGs達成に向けた実
証試験等の実施件数
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■地球規模課題解決やSDGs達成につながる共同研究の成果創出・社
会実装の促進（SATREPS）
➢日-チュニジア-モロッコ共同研究：産学研究開発により科学的に裏

打ちされた高付加価値産品化に取り組み、現地で伝承的に利用され
てきた植物資源の機能性を解明。機能性食品の
原材料として 上市やバリューチェーン構築を進め
ることで、乾燥地帯である 現地に豊富に生
息する植物資源を活用し、新産業化への
道を拓いた。

➢日-エルサルバドル共同研究：安価・高効率が期待される地熱貯留
層探査システムを現地地質に適用させるため、対象鉱物を拡大。
石油等のエネルギー資源の少ない相手国において、
電力の安定・低コスト供給に貢献し得る地熱エネル
ギー活用の可能性を広げるとともに、持続的
な活動に向けた基盤整備を進めた。

地球規模課題対応国際科学技術協力、戦略的共同研究、持続可能開発目標達成支援

74

■SDGs達成への貢献
➢環境・エネルギー分野、生物資源分野、防災分野における我が国の研究成果について、アフリカ・アジア等の途上国等での

実証試験や可能性試験（FS)を通じた社会実装の促進に取り組んだ。マレーシアで実施中の課題では国内で行ってきた生
分解性素材の強度試験を相手国で実証し、現地材料をもとにした事業化に向けた取組が進むなど、着実に成果を創出。
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■国際共通的な課題解決・科学技術水準向上に資
する研究成果の創出(SICORP)
➢世界的課題であるCOVID-19 関連研究の非 医療

分野において、米英仏加との二国間共同研究13
課題を採択。日英共同研究により、ミュー株、オミ
クロン株等変異株の特徴を明らかにするなど成果
が得られている。

➢アフリカ、アジア等を対象とした多国間協力を推進
しe-ASIA「水資源管理分野」ではインドネシア、ベ
トナムとの共同研究により下水中の遺伝子からア
ルファ株からデルタ株への置き換わりの観測、さら
にオミクロン株（BA.1）及びステルスオミクロン株（
BA.2）といった系統の検出にも成功（原本英司教
授・山梨大）。下水疫学の変異株流行監視への有
効性を示した。

■イノベーション創出に向けた諸外国との関係構築
➢令和2年10月の米国科学技術財団（NSF）長官と理事長との面談を契機に実施したレジリエンスのワークショップ（令和3年7

月）は5件の日米共同研究採択につながり（令和4年2月支援開始）、トップ面談が研究支援につながった好事例となった。
➢ STSフォーラム、Global Research Council、OECD科学技術政策委員会研究リーダーズシンポジウム等、各国ファンディング

機関等の要人が多数参加する会合において、機構役員等が登壇し、機構のプレゼンス向上に貢献した。
➢アジア欧州会合（ASEM）関連ワークショップ（令和3年12月）をCOVID-19関連研究テーマにアジア欧州財団と共催。これまで

ASEMで科学技術イノベーション(STI)が扱われることは稀であったが、科学技術及び人文・社会科学分野も含む幅広い研究
を紹介、ASEM本会議の議長声明において中小企業支援の文脈の中で「STIの重要性」が記載された。

持続可能開発目標達成支援事業（Accelerating Social Implementation for SDGs achievement： aXis）（令和元年補正予算）



■地球規模課題解決やSDGs達成につながる共同研究の
成果創出・社会実装の促進（SATREPS事例）
➢日-チュニジア-モロッコ共同研究（礒田博子教授・筑波大

学） ：相手国地域に生育するアルガンやオリーブなどの
植物に含まれる成分の認知機能改善や抗がん性といっ
た生理作用及びその機構を解明。科学的根拠に基づき
チュニジア産オリーブ由来の機能性食品の開発や付加価
値化を進め、現地農家とも協力し、新たなバリューチェー
ンが作られた。相手国のように水が少ない乾燥地域でも
育生可能な植物資源を活用、産品化の道を拓き、経済力
向上に貢献した。

➢日-エルサルバドル共同研究（土屋範芳教授（東北大
学） ：安価で高効率が期待される日本発の地熱貯留層探
査法について、現地地質への応用を可能とし、地熱エネ
ルギー活用に貢献する成果を挙げた。相手国国営地熱
会社と連携し、探査精度向上による試掘本数削減等、経
済効果も期待される。石油等エネルギー資源が少ない相
手国の安価で安定したエネルギー供給に資する成果であ
る。また相手国研究者、地熱発電会社技術者等を対象と
した人材育成を進め、持続的な協力や研究活動の基盤
整備も進めた。
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a評定の理由・根拠 ■国際共通的な課題解決・科学技術水準向上に資する研究成
果の創出（SICORP）
➢非医療分野におけるCOVID-19 関連研究：佐藤佳准教授（東

京大)らは日英共同研究（英：サム・ウィルソン主任研究員（グ
ラスゴー大））によりSARS-CoV-2オミクロン株が、ウイルスの
病原性を弱めヒト集団での増殖力を高めるよう進化したことを
発見。変異の早期捕捉と、変異がヒトの免疫やウイルスの病
原性・複製に与える影響に関する研究推進に期待。

図.7か国で取得されたウ

イルスゲノムメタデータを
基に数理モデル解析して
推定したウイルスの増殖
率。デルタ株の増殖率を1

とした時の各株の増殖率
が高いことがわかる
「Nature」2月1日掲載。

■イノベーション創出に向けた諸外国との関係構築・強化
➢米国科学技術財団（NSF)、ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFSP）等の海外関連機関長、各国大使等と理

事長・理事等とのトップ外交や、国際会議等への登壇を推進し、関係各国・機関との関係構築・強化に貢献した。
➢令和2年9月の理事長とポーランド大使の面談を契機に、大使館との共催により創設された「羽ばたく女性研究者賞」につい

て、ダイバーシティー推進室を調整・広報面で支援し、新たな若手女性研究者の発掘、ポーランドとの関係強化に貢献した。
➢第11回ファンディング機関長会合（令和3年9月）、Science Forum South Africa 2021「Africa-Japan environmental science 

collaboration (JST Japan)」セッション（令和3年12月）、アジア欧州会合（ASEM）関連ワークショップ（令和3年12月）、第2回日
－ASEAN戦略的マルチステークホルダーコンサルタンシーフォーラム（令和4年2月、オンライン）等の開催を通じてコロナ禍
における機構の取り組みアピールや海外主要機関との協力関係の強化・発展につなげた。

■SDGs達成への貢献
➢マレーシアで生産可能な生分解性プラスチックの開発を目指

す課題（白井義人教授(九工大））は、国内で行ってきた生分
解性素材の強度試験を相手国で実証。現地の未利用バイオ
マスを活用した高品質素材として事業化に向け取組中。

➢カザフスタンの鉱山周辺の安全環境確保に取り組む課題（坂
口綾准教授(筑波大））では、環境中の放射能・重金属濃度測
定方法を確立。規定値を上回る濃度が確認された例もあり現
地自治体へ提言予定。



海外との青少年交流の促進／外国人研究者宿舎

■招へい者の同窓会を開催

■ イノベーション人材の獲得に貢献

留学
39%

研究
43%

就職等
1%

その他
17%

■オンラインプログラムを強力に推進
➢オンライン大学訪問を10件（参加28,435名）を実施。海外

の高校生などを対象として、学生との交流機会等を提供
し、留学への関心を喚起。

➢オンライン高校生交流プログラムを3回（参加97名）開催し、
SDGsを題材に海外と日本の高校生が直接会話する機会
を提供し、継続的な学校間交流を促進。

➢一般公募による「さくらオンラインプログラム」及び「代替
オンライン交流」について、計406件（12,138人）の交流を
実施。日本側実施機関166機関、海外参加機関683機関
（52か国・地域）との交流をコロナ禍においても継続。

➢令和3年度は渡航制限状況下にお
いて、日本での就職にフォーカスし
て、オンライン同窓会を6回開催。

➢中長期目標期間中に2,337名が再来日
（7.0％※）。 ※中長期計画上の目標値1.0％

➢再来日者のうち、1,941名（83％）が研究・
教育関連に在籍しており、海外の優れ
た人材の獲得に繋がっている。

Sarkar Dyuti Prakashさん（出身国・地域：インド）
平成27年にさくらサイエンスプログラムに参加。平成
28年10月より広島大学地球惑星システム学専攻博
士課程に在籍。令和3年4月より広島大学, 大学院先
進理工系科学研究科, 助教に就任。ヒマラヤの浅い
地殻断層に関連する変形微細構造、特に浅い地殻
断層の変形メカニズムや地震核形成過程を研究中。
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年間受入可能件数※1
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■外国人研究者の受入への貢献
➢新型コロナウイルス感染症に関する情報提供や感染症対策を実施しつつ、研究に専念できる

環境を提供、外国人研究者の受入に貢献した（利用者は令和2年度に続き減少）。一方、竣工
当時からの状況の変化を勘案し、適正規模での運営をするなど今後の方針を決定した。

➢入居件数 293件（年間受入可能件数694件※1）、入居率 46.4% 、「また住みたい」：89.8%※2

※1： 平均滞在日数及び平均メンテナンス期間を考慮し、1室あたりの年間受入可能件数を算出し、これを全室に積算した件数。
※2： 退去者アンケート結果による。 ※3： 年度計画目標値600件。 入居件数

目標値※3

662 667
562

334 293

0

200

400

600

800

H29H30 R1 R2 R3
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a評定の理由・根拠

■オンラインによる交流を推進。高い満足度を獲得。

➢オンライン高校生交流プログラムを中国、マレーシア、インド
ネシアと日本の高校間で開催。合計97 名の参加者に合わ
せたテーマ選択や、2日間の実施による議論の深掘りを促進。

➢一般公募による「さくらオンラインプログラム」については45
件が実施され、実施後アンケートでは、100％が｢役に立っ
た｣と回答、96％が今後も｢活用したい｣と回答した。

■大学、企業等への再来日を確保。

■オンライン同窓会での交流を促進。高い満足度を獲得。
➢ 6回開催（参加者1,700名以上）し、9割以上が満足と回答。
➢ メールマガジン（会員約33,000名）に日本の科学技術の

最新トピックやニュース、留学制度の紹介を配信。

➢全ての同窓会においてＪＡＳＳＯと連携した日本への留学
制度説明、日本で活躍する同国の研究者や留学生によ
る講演等を実施。

※テーマ：Excelling Job Hunting in Japan as an international student

実施時期 開催イベント 参加数

令和3年5月 第3回インドSSC同窓会 257名

6月 第2回スリランカSSC同窓会 83名

7月 第2回インドネシアSSC同窓会 1,103名

9月 SSC日本同窓会・JST共催ｳｪﾋﾞﾅｰ※テーマ「就職」 86名

9月 第２回ベトナムSSC同窓会 98名

令和4年2月 第２回マレーシアSSC同窓会 102名

・東大
・京都大
・東北大
・東工大
・名古屋大
・大阪大
・九州大
・筑波大
・神戸大

※令和3年度再来日調査より

・芝浦工業大
・関西学院大
・立命館大
・国際農林水産業研究センター
・理化学研究所
・日本電子株式会社
・キヤノン電子管デバイス株式会社

・千葉大
・岐阜大
・岡山大
・広島大
・長崎大
・高知大
・熊本大
・宮崎大
・大分大

➢再来日者の所属例➢大学訪問10件、参加者約28,000名の9割以上が満足と回答。
➢新規にオンラインプログラム枠での公募を開始し45件実施。
➢招へい予定の約9割（332件）をオンラインに代替して実施。
➢オンライン交流のグッドプラクティスを抽出しHPにて共有。

実施例（インドネシアとのオンライン高校生交流：2日間）
・【事前準備】両国と調整しテーマをSDGｓより設定。
・【1日目】両国の混成メンバによるグループを編成し、テー
マに関する認識の違いと共通点を確認。

・【2日目】各グループの議論により2030 年のあるべき世界
やとるべき行動を参加者全体に向けて発表。

グッドプラクティス事例
https://ssp.jst.go.jp/program/onlinecase.html

・遠隔地のフィールド調査をバーチャルに体験する交流。
・長期間に及ぶオンライン交流により学習効果の向上。
・仮想的な会場を設定した交流。
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２．４．情報基盤の強化

事業概要



ｃｃ

【事業スキーム】

１．電子情報発信・情報流通 ２．研究者情報の流通促進 ３．基本情報の整備、連携活用システム等の整備

（総合電子ジャーナルプラットフォーム） （研究者情報管理） （科学技術総合リンクセンター）

科学技術情報の流通・連携・活用の促進

科学技術情報連携・流通促進事業

科学技術文献情報提供事業

2,052学会の計3,524誌の電子ジャーナルを

公開するプラットフォーム。

● H11に開始し、約537万記事を掲載。

● 年間の論文ダウンロード数

R3年度：約40,888万件

● 国際標準の質・機能を備えることで、我

が国の研究成果の発信力を維持・向上。

国内研究者約33万人の情報を公開するプ

ラットフォーム。

● H10に開始し、研究者情報の国内外への

発信に貢献。

● 年間ページﾞビュー

R3年度：約19,547万件

● 研究者の負担軽減のため、競争的資金

の運営等での活用に向けた機能強化。

国内資料、国外資料から書誌情報（論文の

基本情報）を整備。

● 現行事業はH21に開始。約5,890万件の

書誌情報を公表。

● 特許情報などの外部データベースとも連

携。

【事業の目的・目標】

イノベーションを巡るグローバルな競争が激化する中で、組織外の知識や技術を積極的に取り込むオープンイノベーションの取組が重要視されるようになる
とともに、科学研究の進め方もオープンサイエンスが世界的な潮流となりつつある。オープンイノベーション、オープンサイエンスの推進による研究成果の共
有・相互利用の促進により、従来の枠を超えた知識や価値が創出される可能性が高まる中、より広範で多様な科学技術情報の流通、利活用の促進が求め
られている。

【事業概要】

「我が国における科学技術情報に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務」を行う事業であり、科学技術振興の基盤的な役割を果たす。

【背景・課題】

【事業概要】

効率的な研究開発活動を促し、科学技術の振興を図ることを
目的として、国内外から収集した科学技術に関する文献に関
する情報に抄録を付与してデータを整備し、インターネット等を
活用して、研究者・技術者が利用しやすい形で提供を行い、研
究情報基盤の充実を図る。

【一般勘定支出】

【利用者】

【文献勘定支出】
提供業務（民間事業者）

国内学術コンテンツの国際流通を促進する
ため、国際的識別子DOIの登録システムを運
用
● 現行事業はH24に開始。約944万件の科

学技術情報にDOIを付与

● 年間DOI付与件数 R3年度：約58万件

● 年間の利用件数 （DOI解決数）

R3年度：約5,061万件

民間事業者による分
析・可視化等の高付加

価値サービス
（JDreamⅢ）の提供

○データ作成

論文ごとに日本語で抄録
（アブストラクト）を作成

○データ管理

データの管理、民間事業者
へのデータ貸与等を行う

○情報の収集
【文
献
勘
定
売
上
】

デ
ー
タ
利
用
許
諾

（全文等データリンク機能）

○ 国内学協会等による研究成果の国内外に向けた発信が促進される環境を構築

○ 組織・分野の枠を越えた研究者及び技術者等の人的ネットワーク構築の促進等に資する環境を構築

○ 科学技術情報や研究成果（論文・研究データ）の効果的な活用を促進する環境を構築

科学技術、医学、
薬学関係の国内文
献や海外文献を収
集。
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ライフサイエンスデータベース統合の推進

80

NBDCのデータベース統合の取組

各プロジェクトのDB

目的別
統合DB

データバンク的
DB

統合化推進
プログラム

ポータルサイトの
構築・運用

ヒトDB

植物DB

メタボローム

DB

糖鎖DB
タンパク質

立体構造DB
微生物DB

ゲノムDB

カタログ

横断検索

アーカイブ

NBDC

ヒトデータベース

DB統合化
基盤技術
の開発

個々のDBを
使いやすく提供

分野毎にDBをまとめて
使いやすく整備

戦略の立案

データ爆発！！
・解析機器の劇的な

性能アップ・コストダウン
・研究費あたりの研究

データ産出量が激増

共同研究体制
による

基盤技術開発

分野を超えたDB統合化を推進
するための基盤技術を開発

連邦型の
統合DBの実現

ライフ分野の
「ビッグデータ」整備

データシェアリング・
オープンサイエンスへの

迅速な対応！！

・従来型の研究では困難な
知見の発見
・効果的なイノベーションの創出

AMED をはじめとしたライフサイエンス研究機関
との連携により、効果的にDB統合を進める

背景：「統合データベースタスクフォース報告書」（H21.5総合科学技術会議）
・我が国のライフサイエンス分野のデータベース統合の実務や研究開発の中核機能を担うものとして「統合データベースセンター（仮称）」を整備
・産出されたデータを利用者の視点に立って統合化し、効率よく研究者、産業界、さらには国民に還元していく、統合データベースの構築が必要

目的：
我が国におけるライフサイエンス研究の成果（=産出されたデータ）が、広く研究者コミュニティに共有かつ活用されることにより、
基礎研究や産業応用研究につながる研究開発を含むライフサイエンス研究全体が活性化されることを目指す。
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２．４．情報基盤の強化

自己評価

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 b a b a a a a

補助評定
（自己評価）

中長期目標等に照らし、総合的に勘案した結果、適正、効果的か
つ効率的な業務運営の下で、顕著な成果の創出や将来的な成果
の創出の期待等が認められるため、a評定とする。a



目標：我が国の研究開発活動を支える科学技術情報基盤として、オープンサイエンスの世界的な潮流を踏まえつつ、利用者が必要とする科学技
術情報（論文・研究データ）や研究成果の効果的な活用と国内学協会等による研究成果の国内外に向けた発信が促進される環境を構築し、
科学技術情報の流通を促進する。文部科学省が示す方針の下、様々な研究機関等によって作成されたライフサイエンス分野データベースの
統合に向けて、オープンサイエンスの動向を踏まえた戦略の立案、ポータルサイトの拡充・運用及び研究開発を推進。

85

2.4.情報基盤の強化（評価軸・指標）

Input Action Output

業務プロセス 成果

Outcome 

評価軸①：効果的・効率的な情報収集・提供・利活用に資する
ための新技術の導入や開発をすることができたか

評価軸②：ユーザニーズに応えた情報の高度化、高付加価値
化を行っているか

評価軸③：ライフサイエンス分野の研究推進のためのデータ
ベース統合の取組は適切か

評価軸①：科学技術イノベーションの創出に寄与するため科学技術情報の流通基盤を
整備し、流通を促進できたか

評価軸②：ライフサイエンス研究開発の活性化に向けたデータベース統合化の取組は、
効果的・効率的な研究開発を行うための研究開発環境の整備・充実に寄
与しているか

サービスの利用調査結果

情報分析基盤の整備への取組の進捗

他の機関・サービスとの連携状況

分析ツールの提供、分析実施

他の機関・サービスとの連携を踏まえた
サービス高度化への取組の進捗

サービスの効果的・効率的な提供

予算額

決算額

従事人員数

政策決定の
ための日本
の科学技術
情報分析基
盤の整備

ライフサイエンスデータベース
統合数

ライフサイエンス統合データ
ベースアクセス数

採択課題へのサイトビジット等
実施回数

JST内外との連携を含めたライフサイエン
スデータベース統合化への取組の進捗

ライフサイエンス
データベース統合
における府省が
策定した事業戦
略・計画

ライフサイエンス分野のデータベース統合化における成果

青：モニタリング指標 赤：評価指標

ライフサイエンスデータベース統合
における府省や機関等との連携数

経営改善計画の策定・進捗

サービスの効果的・効率的な運用
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科学技術情報の流通・連携・活用の促進

■時代の要請に応えた科学技術情報流通
の促進

■時代の要請に応えた新たな科学技術情報基盤の整備

■情報サービスの枠を超えた包括的な施策展開

➢ J-STAGEにおいて閲覧者向けに可用性向上や検索機能の改良
などのシステム改修を行った。

➢ researchmapにおいて研究者の業績情報詳細検索機能をリリー
スし、多様な検索方法の提供による利便性向上をはかった。また、
プレスリリースを掲載できる機能の運用の開始により研究者のア
ピールや各機関のプレスリリースの知名度向上に貢献。

➢ J-GLOBALではプレプリント・メタデータの日本語キーワードでの
検索等を可能とするため、 arXiv、medRxiv、bioRxivといったプレ
プリントサーバのメタデータを登載し公開した。

➢ JaLCにおいて一般利用者へのメタデータ提供機能（REST API）
の追加及びコンテンツ検索機能の拡充を行った。あわせて抄録
の一般公開を開始した。

➢研究課題統合検索（GRANTS）をリリースした。これによりファン
ディングエージェンシー間の情報共有及び企業におけるシーズ
探索や研究機関・研究者の情報収集が可能となった。

➢策定から５年が経過する「オープンサイエンス促進に向けた研究
成果の取扱いに関するJSTの基本方針」を改定し、オープンサイ
エンスをとりまく最新の状況に準拠した。

➢科学技術文献情報提供事業では、経済情報プラットフォーム
「SPEEDA」が同事業と連携し、研究開発の重要性を経営や事業
の分析・企画に結びつける「学術論文動向検索」機能を実装した。

➢ J-STAGEでは、登載誌の質の向上を目指した取り組みを支援するためのコンサルティングやミニセミナーを実施。国際
的に通用するジャーナルが備えるべき編集体制、投稿規程、規格などのノウハウを提供した。令和3年度はコンサルティ
ングを受けたジャーナルのうち8誌がオープンアクセス学術誌要覧（DOAJ）に収載された。DOAJ収載により高い編集品
質を有するオープンアクセス誌として国際的に認知されることから、我が国の学術誌の国際発信力の強化が期待される。

➢ J-STAGE Data（J-STAGE登載論文の記事に関
連する研究データを公開するデータリポジトリ)に
ついて、参加申込受付誌数が本格運用当初の約
4.6倍の51誌に到達し、オープンサイエンスの推
進を一層加速している。

➢ J-STAGEでは検索エンジンや学術情報サービス
に対するJ-STAGE登載論文検索用データの提供
など様々な取組により、令和3年度の論文ダウン
ロード数は前中長期目標期間最終年度（平成28
年度）から約3.4倍の約409百万件に増加した。

➢ 日本語でも研究成果を迅速に公開することを可
能にするため、日本初の本格的プレプリントサー
バ「Jxiv」を構築した。本プレスリリースはメディア
に数多く取りあげられ大きな反響を呼んだ。これ
により世界的な潮流に対する日本の研究者の対
応を促進し研究の加速に貢献する。

➢ researchmapでは、令和元年度のAIを活用する機
能の実装等の大型アップグレードなど様々な取組
により、令和3年度の閲覧数は令和2年度から約
55百万件増の約195百万件に増加した。
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researchmap

■時代の要請に応えた大改革による科学技術情報流通の促進
J-STAGEやresearchmapの大規模なリニューアルをはじめとする、各事業における5～10年に1度の大

きな運営方針の転換により、科学技術情報の流通に顕著な成果を創出している。
➢ J-STAGE Dataの利用増加

J-STAGE Dataでは利用拡大に向け令和3年度
にJ-STAGE Data説明会を4回開催した他、世
界的な研究データリポジトリ登録サイトである
「re3data.org」に登録するなど、認知度向上を
図った。このような取組により、参加申込受付数
が51誌、データ登録誌は18誌（登録データ315）
に到達し、また本格運用開始以来、閲覧数及び
ダウンロード数が顕著に増加するなど、オープ
ンサイエンスの推進を加速している。

➢ 研究活動におけるresearchmapの情報基盤化
• AIを活用する等の大型アップグレードや、令和3年度に実装した研究者の業績

情報を詳細に検索できる機能、競争的資金に紐付く業績をまとめられる機能、
Google アカウントを用いたログイン連携等の機能強化により、利用者の利便
性が向上。

• 上記機能強化など様々な取組により閲覧数は令和2年度に引き続いて顕著な
伸びを維持している。

a評定の理由・根拠

J-STAGE Data利用申し入れ数累計
J-STAGE Data過去1年間の
閲覧数及びダウンロード数

➢ プレプリントサーバ「Jxiv」の構築
研究成果をプレプリントとして迅速に公開しオープンな議論を行うことが世界的に広まっている中、日本には本格
的なプレプリントサーバが存在せず、日本からのプレプリントの公開はまだ少ない。そこで、日本語でも公開可能
な環境を提供し、日本における利用を容易にするため、有識者や学協会の意見を伺いつつ日本初の本格的プレ
プリントサーバ「Jxiv（ジェイカイブ）」を構築した。本プレスリリースはメディアに数多く取りあげられ大きな反響を呼
んだ。これにより世界的な潮流に対応した日本の研究者のプレプリント利用を促進し、日本の研究の加速に貢献
する。

0
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利⽤誌数累計
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DBカタログ

横断検索

アーカイブ

ヒトDB
（寄託元プロ
ジェクト数）

ライフサイエンスデータベース統合の推進

■ 外部機関との連携に
よる統合データ充実

➢国際的なデータ共有・活用に向けた開発成果

ファンディングで開発する2つの統合DBが国際的なデータ標準の策定に貢献

• タンパク質構造の統合DB（PDBj）：本事業によりPDBjが作成と利用を推進してきた
形式（RDF）が国際連携DB（wwPDB）の3つの公式データフォーマットの1つとして採
用。統合利用に優れたデータ形式の国際普及に貢献。

• プロテオームの統合DB（jPOST）：プロテオームDBの国際コンソーシアム
（ProteomeXchange）におけるデータの国際標準化の議論に参画し、プロテオーム
分野データの統合活用加速に貢献。

➢DBをまとめて扱うための基盤的な技術開発

• 本事業における連携により整備を進めてきた多様な国内外主要DBの大規模統合
データ（RDF）を、技術開発（TogoDX）により、検索スキルの習得なく簡便に利用可
能へ（R3年10月公開） ⇒カテゴリ組み合わせにより利用者がデータ絞り込み。

• 希少疾患の検索システム（PubCaseFinder）の高度化⇒利用者ニーズを受けてより
網羅的かつ高精度な検索が可能に（R3年9月公開）。

➢省間連携等により、DB統合
数を着実に増加。

➢アクセス数は引き続き参考
値を上回る水準であり、整
備・充実させてきたデータ基
盤の利用が着実に進んだ。

■ データベース（DB）統合化の成果による価値あるデータ基盤創出

■ 事業運営の評価と見直し

➢外部有識者による5年間の事業評価を実施し、
積極的な取組みにより優れた成果が得られた
との評価を受けた。

➢文部科学省からの今後への指摘を踏まえ、
ファンディング機関としての活動を強化するた
め事業運営体制の見直しを実施。令和3年度
末をもってセンターを廃止し、事業部へ改組。

統合化推進プログラム

生物種や
データの
種類毎の
統合DB

統合データ基盤

技術

基盤技術開発

DBをまとめて
扱うための
技術開発 など

など

(DB統合数)
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■ DB統合化の成果による価値あるデータ基盤の創出

➢国際的なデータ共有・活用に向けた開発成果
ファンディングで開発する2つの統合DBが国際的なデータ標準の策定に貢献。
国際的なデータ共有・活用促進と研究の効率化が期待。

• タンパク質構造の統合DB（PDBj）： PDBjの働きかけにより、PDBｊが作成・利用を
推進してきたRDF形式が、国際連携DB（wwPDB）の公式データフォーマット（二次
フォーマット）の1つに採用。wwPDBは基礎から創薬等応用まで幅広く活用され、
１日あたり200万回以上の利用があることから、日本のデータベース技術の国際
展開・活用の加速に期待。（大阪大学・栗栖教授）

• プロテオームの統合DB（jPOST）：プロテオームDBの国際コンソーシアム
（ProteomeXchange）における、加盟DBのデータの国際標準化の議論に参画。
国際標準化が実現することで、登録データについて、比較解析が容易になるとと
もに、国際的な識別・追跡も可能となることから、プロテオーム分野データの統合
活用加速に期待。（京都大学・石濱教授）

a評定の理由・根拠

■ 事業運営の評価と見直し

➢外部有識者による平成29～令和3年度の事業評価を実施し「ライフサイエ
ンス研究を効率的・効果的に進めるための研究環境の整備・充実への
寄与に向けた積極的な取組みにより、優れた成果が得られた」と評価。

➢令和3年度の文部科学省からのファンディングへの注力や各取組の
今後の進め方検討等指摘への対応として、事業運営体制の見直しを実施。
ファンディング機関としての活動を強化していくため、事業部へ改組（令和
4年度～）。安定的なサービス提供を前提に、事業の効率的な運営に向けた見直しを継続していく。

➢DBをまとめて扱うための基盤的な技術開発

• 本事業の国内外連携による大規模統合データ（RDF）をスキル習得なし、且つ簡便に利用
できるよう技術開発（TogoDX） 。細分化されたデータカテゴリの組み合わせにより、異なる
多様なDBの情報を一括利用 ⇒ 利用者の知識発見やデータ活用の向上へ期待。

wwPDBは
日米欧の
DBが連携
して運営

PDBj（日本）

RCSB PDB、BMRB（米国）

PDBe、EMDB（欧州）

統合化推進
プログラム

(ファンディング)

外部連携および
ポータルサイト
の構築・運用

成果
DB

基盤技術開発

技術技術

ProteoｍeXchangeは
プロテオームDBの
国際コンソーシアム

jPOST（日本）

PRIDE（欧州）

PeptideAtlas 他2件（米国）

iProx（中国）

日本のDBが
国際連携で活躍
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２．５．革新的新技術研究開発の推進

平成30年度をもって事業終了のため、令和3年度は評価を実施しない
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２．６．ムーンショット型研究開発の推進

事業概要



“Moonshot for Human Well-being”
(人々の幸福に向けたムーンショット型研究開発）

目標１
2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社
会を実現

目標２

目標３

目標４

目標５

目標６

目標７

2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を
実現

2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現

2050年までに、 AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と
共生するロボットを実現

2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐
性型汎用量子コンピュータ を実現

2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模で
ムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出

2040年までに、主要な疾患を予防・克服し100歳まで健康不安なく
人生を楽しむためのサステイナブルな医療・介護システムを実現

目標８

目標９

2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の
脅威から解放された安全安心な社会を実現

2050年までに、こころの安らぎや活力を増大することで、精神的に豊
かで躍動的な社会を実現

制度概要

目 標

超高齢化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題に対し、人々を魅了する野心的な目標（ムーンショット目標）を国が設定し、挑戦的な研究を
推進する制度。

「Human Well-being」（人々の幸福）を目指し、その基盤となる社会・環境・経済の諸課題を解決すべく、９つのムーンショット目標を決定
（目標1～6：令和2年1月23日、目標8,9:令和3年9月28日総合科学技術・イノベーション会議決定、目標7：令和2年7月14日 健康・医療戦略推進本部決定）

※機構は目標１、２、３、６、８、９を推進

ムーンショット型研究開発制度の概要
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ムーンショット目標

社会環境の変化

次代を担う若手研究者
を中心に提案公募採択、
調査研究の実施(21件)

◯ムーンショット型研究開発制度では、社会環境の変化等に応じて目標を追加することとしており、コロナ禍による経済社会の変容を想定し、我が国の将来
像に向けた新たな目標を検討。

○機構では、令和2年9月～11月に若手研究者等を中心にビジョン提案の公募を行い、129件の提案の中から選考した結果、令和3年1月に21チームを
採択。ビジョナリーリーダーの指導の下、各チームが調査研究を実施。

ミレニア・プログラム

【JST】

【採択チーム】

【JST】

【内閣府】

ビジョンの公募
・採択

新たな
ムーンショット目標
決定の流れ

調査研究
（2021年1月～6月）

ムーンショット
目標決定

最終評価・新たな
目標候補の選定

21チーム採択

JSTにおける事業運営体制

事業のスキーム

文部科学省

国立研究開発
法人科学技術

振興機構
（JST）

大学・国立研
究開発法人・
民間企業等
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２．６．ムーンショット型研究開発の推進

自己評価

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 － b a a a a a

補助評定
（自己評価）

中長期目標等に照らし、総合的に勘案した結果、適正、効果的か
つ効率的な業務運営の下で、顕著な成果の創出や将来的な成果
の創出の期待等が認められるため、a評定とする。a



Input Action Output

業務プロセス 成果

Outcome 

CSTI
方針

予算額

決算額

従事
人員数

評価軸①：国から交付される補助金による基金を設置し、
研究開発を推進する体制の整備が進捗したか。

評価軸②：ムーンショット目標達成及び研究開発構想実
現に向けた研究開発を適切に推進したか。

評価軸：ムーンショット目標達成及び研究開発構想実現に向けた研究成果が創出さ
れているか。

2.6.ムーンショット型研究開発の推進（評価軸・指標）

青：モニタリング指標 赤：評価指標

論文数

特許出願・登録件数

ムーンショット目標達成及び研究開発構想実現に向けた研究成果の創出及び成
果展開（見通しを含む）

成果の発信数

応募件数／採択件数

事業説明会等実施回数

サイトビジット等実施回数

受賞数

基金の設置及び研究開発を推進する体
制の整備の進捗

ムーンショット目標達成及び研究開発構想の実
現に向けた活動の進捗（PDの任命、PMの公募、
戦略協議会（仮称）への報告など）

最先端の研究支援に向けた取組

国が定める運用・評価指針に基づく評
価等により、優れた進捗が認められる
プロジェクト数

国際連携及び産業界との連携・橋渡し
（スピンアウトを含む）の件数

関係規程の整備状況

PD任命実績

PM採択実績

ポートフォリオ（プロジェクトの構成（組み合わ
せ）、資源配分等のマネジメント計画）の構築、
見直し実績

戦略協議会（仮称）への報告実績

最先端の支援実績

目標：国から交付される補助金により基金を設け、総合科学技術・イノベーション会議が決定する目標の下、我が国発の破壊
的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発（ムーンショッ
ト）を、機構の業務内容や目的に照らし推進する。
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■研究開発プロジェクトの着実な推進
➢ ムーンショット目標達成及び研究開発構想実現に向け、着実に成果を創出。
【目標１】サイバネティックアバター（CA）が接客する「分身ロボットカフェDAWN」常設実験店での実証実験を開始。
【目標２】パーキンソン病における運動習慣の長期効果を確認。
【目標３】「形態が変化する適応自在AIロボット」を実現するための、ヒトをやさしくかつ

しっかり支えるNimbus Holderの試作が完成。
【目標６】世界初、ラックサイズで大規模光量子コンピュータを実現する基幹デバイスを実現。

ムーンショット型研究開発の推進
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■プログラムの運営・改善
➢ 事業を統括するガバニング委員会を複数回開催。制度設計

に関わる事項から、ミレニア・プログラムや新たな目標に関す
る方針など、時間をかけ丁寧な議論を行い、制度に反映した。

➢ プログラム年次評価（目標1,2,3,6）を初めて実施。３目標が評
価A、１目標が評価B（SABC評価）と評価された。

➢ 国の戦略推進会議に、目標1,2,3,6の年次自己評価及び目標
8,9のPM採択等を報告し、CSTI有識者議員等との意見交換を
実施した。

■「新たな目標検討のためのビジョン策定」に関するプログラム推進（ミレニア・プログラム）
➢ 新目標の決定に向けた目標案検討のための調査研究を支援
• オードリー・タン氏の招へい等、全5回のリーダーシップセミナーを企画・実施。新しい科学技術と社会制度・市民との

親和に向けた課題を中心に議論がなされ、参画チームのアイデアの深化に繋げた。
また、ワークショップ開催、コミュニケーションツールの整備によりチーム間の議論の促進を図った。

• 採択された21の調査研究チームに対して、機構の若手職員を中心に調査研究活動をサポートする職員を配置。
研究者の紹介や欧州研究者とのラウンドテーブル企画など機構内のネットワークを用いてチームからの要望に迅速に対応。

・2050年の社会像、目標達成に向けて取り組むべき課題などのシナリオや検証可能な目標達成基準などを
明らかにした21の調査研究報告書を取りまとめた。

• 報告書から、再検討・統合を複数回実施。機構から2件の目標候補をCSTI有識者議員懇談会に提示。CSTI本会議にて2つの目標が正式
に決定した。
「目標8: 2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現」
「目標9: 2050年までに、こころの安らぎや活力を増大することで、精神的に豊かで躍動的な社会を実現」

リーダーシップセミナー
（Web開催）

【目標６】
大規模な光量子もつれ状態

を生成するための基本構成。

【目標１】
OriHime-Dによる

受付・配膳

■最先端の研究支援に向けた取組
➢ ELSI・数理科学等の分科会を設け、PDやPMが分野横断的な支援を受

けられる体制を構築・強化。研究開発プロジェクトの数理科学的アプ
ローチ及びELSI課題検討を加速・強化するため、各分科会の委員を増
員するとともに、課題推進者の追加、研究開発課題の追加採択を実施。

■国際アドバイザリーボード
➢ 研究開発が本格化したことを受け、令和3年度に初開催。機構やPD等

に対する多くの助言や国際ワークショップ等の可能性などの助言を得
た。



a評定の理由・根拠
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■新たなムーンショット目標を検討する仕組みの構築への貢献
• ムーンショット目標は、一義的には内閣府が定めるものであるが、機構が社会課題解決等も含む数々のファンディング事業の制度化や推
進、また内閣府事業であるImPACT等の推進実績があることから、新目標設定に至る仕組みの構築と、目標決定までのフローを中核的に
担い、目標決定に関して大きく貢献している。

■事業の運営・改善
• 事業を統括するガバニング委員会(有識者7名にて構成)を計6回
（7/21、8/26、10/5、12/27、2/17、3/10）開催し、プログラム年次評価
の方針や自己評価、補正予算の方針など制度設計に関わる事項か
ら、ミレニア・プログラムや新たな目標に関する方針やPD任命・PM採
択など、多くの時間と議論を行い、制度に反映した。また、担当ガバ
ニング委員を設け各目標のPDと密に議論を行い、助言を得た。

• 初めてのプログラム年次評価（目標1,2,3,6）を実施し、３目標が評価A、
１目標が評価B（SABC評価）となり、一部の工夫は必要であるが目標
達成あるいは達成への貢献が見込まれると評価された。いずれの目
標も着実に進捗・成果を創出している。

■研究開発プロジェクトの着実な推進
➢ 【目標１】人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現 ： サイバネティックアバター（CA）が接客する「分身ロボットカフェ

DAWN」常設実験店での実証実験、社会実装に向けた身体共創社会推進コンソーシアムを立ち上げ。常設実験店において、１人の障害
者が複数体のCAを操作し接客する実証実験と、複数の障害者が単体CAを技能合体して操作し接客する実証実験を実施。CA技術の社
会実装の加速が期待される。「2021年度グッドデザイン大賞」を受賞（南澤教授（慶應義塾大学））

➢ 【目標６】経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現 ： 光量子コンピュータにおいて、量子性の
源となるスクィーズド光の生成が困難とされていた中、光通信波長で動作するラックサイズの光ファイバー結合型量子光源を新たに開発。
光量子コンピュータにおける基幹デバイスが、光の広帯域性を保ったまま光ファイバーとの相互接続性の実現に世界で初めて成功。既存
の光ファイバー及び光通信デバイスを用いた安定的かつメンテナンスフリーな閉じた系において、現実的な装置規模での光量子コン
ピュータ開発を可能とし、実機開発を大きく前進させた。（古澤教授（東京大学））

■最先端の研究支援に向けた取組
• ELSI分科会：委員4名から6名に増員。DB構築、数理解析等に
かかるELSI課題検討の課題推進者を推薦し、新たに4名が参
画。個人情報となり得る生体データの取得/共有等、データ
ベース構築に係る課題検討により、疾患の予測に向けた研究
開発の加速が期待される（目標2）。更に関係FAのELSI課題検
討に対し、支援を行いMS事業の推進に貢献した。

• 数理分科会：委員6名から7名に増員。プロジェクト内で顕在化
した数理科学的課題に対する研究開発課題の公募・選考を支
援し、新たに3件の課題を採択。目標達成に資する数理科学的
課題の解決が期待される。（目標2,6）。

2名のPDを選定

• 取りまとめた21の報告書をもとに、ビジョナリーリーダーが一次評価を実施し、新たなムーンショット目標につながる可
能性がある8チームを選定。その中から再検討・統合し、5つの目標候補案を策定した後、最終評価にて機構から2件
の目標候補をCSTI有識者議員懇談会に提示した（9月16日） 。結果、CSTI本会議にて、気象制御、こころをテーマとし
た、重要かつ困難な社会課題の解決に向けた野心的な2つの目標が正式に決定した（9月28日）。

• 新たなムーンショット目標に関する研究開発全体の責任者であるプログラムディレクター（PD）を任命。PD任命後、迅
速に公募開始し、計99件（目標8：28件、目標9：71件）の応募から、選考を経て計21人のPM（目標8：コア研究3PM、要
素研究5PM、目標9：コア研究6PM、要素研究7PM）を採択した。
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２．７．創発的研究の推進

事業概要



創発的研究の推進

「研究力向上改⾰2019」 に基づき、既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合的な研究を、研究者が研究に
専念できる研究環境を確保しつつ支援

✓ 世界でイノベーション覇権争いが繰り広げられている中、我が国の研究力は危機にある。人材、資⾦、環境について、大学、国研、産業界を巻き
込み、制度的課題にまで踏み込んだ改⾰を進めていく必要がある。特に、日本が有する基礎研究力は潜在的には高く、破壊的イノベーションに
つながるシーズ創出への貢献が期待される。＜統合イノベーション戦略2019 （令和元年６月閣議決定） ＞

✓ 今後の政府研究開発投資の方向性として、Society 5.0の実現を目標とした「戦略的研究」と、特定の課題や短期目標を設定せず、多様性
と融合によって破壊的イノベーションの創出を目指す「創発的研究」の２つの研究に注力すべきである。
＜日本経済団体連合会提言（平成31年4月）＞

【予算・期間】
⚫ 支援単価：700万円／年（平均）+間接経費

⚫ 支援期間：７年間（最長10年間まで延長可）

⚫ 採択件数：250名×3年公募
※事務負担の軽減等による研究時間の確保に資する⽤途など、分野や研究者の置かれた環境に合わせて機動的に運⽤。

支援期間中、研究者が所属先を変更した場合も支援の継続を可能とし、研究者の流動性を確保。

⚫ 別途、所属機関からの支援状況に鑑み、研究環境改善のための追加的な支援も実施
※独立した研究者の下で創発的研究を支える博士課程学生等へのRA支援を充実

【概 略】

⚫ 大学等における独立した／独立が見込まれる研究者からの挑戦的な研究構想を公募

⚫ 審査・採択後、研究者の裁量を最大限確保

⚫ 各研究者が所属する大学等の支援のもと、創発的研究の遂行にふさわしい適切な

研究環境を確保

【特 徴】

① 若手を中⼼とした多様な研究人材を対象に、国際通⽤性・ポテンシャルのある研究者
の結集と融合

② 研究者が創発的研究に集中できる研究環境の確保

③ 上記①②を通じて、研究者が、活き活きと、自ら定めた挑戦的な研究構想を推進

【事業スキーム】
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創発運営委員会

創発PO・創発AD・外部専門家

→ 優れた人材の意欲と研究時間を最大化し、破壊的イノベーションにつながる成果を創出
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博士後期課程学生による挑戦的・融合的な研究の推進（処遇確保の支援を含む）

 申請主体及び事業実施機関：事業統括

● 日本国内の国公私立大学が、事業統括をあらかじめ決定し、当該事業統括が申請を行う。

● 複数大学の所属学生を一括して対象とする等の共同申請も可能。

 支援内容：博士後期課程学生支援プロジェクト

● 事業統括により既存の学内組織・分野の枠組みを越えて適切に選抜された優秀な博士後期課程学生

に対し、生活費相当額及び研究費の支給やキャリア開発・育成コンテンツの提供等を一体的に推進

する取組。

事業統括

（学生の選抜及び運営責任者）

学生[A] 学生[B] 学生[C]

運営チーム

博士後期課程学生支援

プロジェクト

選抜

指導

キャリア開発・育成

コンテンツ

（創発的な場の提供）

ｚ

大学

経費支出
研究奨励費等

 実施期間、人数規模、支援額：

⚫ プロジェクト実施期間：最大５年度（４年制の場合は最大６年度）

⚫ 対象となる学生：令和３年度採用分 最大６，０００人

⚫ 博士後期課程学生1人あたりの支給額：２９０万円/年を上限
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２．７．創発的研究の推進

自己評価

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 － － b a a a a

補助評定
（自己評価）

中長期目標等に照らし、総合的に勘案した結果、適正、効果的か
つ効率的な業務運営の下で、顕著な成果の創出や将来的な成果
の創出の期待等が認められるため、a評定とする。a



Input Action Output

業務プロセス 成果

Outcome 

文科省方針

予算額

決算額

従事人員数

評価軸①：国から交付される補助金による基金を設置し、
研究を推進する体制の整備が進捗したか。

評価軸②：創発的研究を推進するため研究マネジメント
活動は適切か。

評価軸①：新技術の創出に資する成果が生み出されているか。
評価軸②：創発的研究の遂行にふさわしい研究環境整備が進捗したか。

2.7.創発的研究の推進（評価軸・指標）

目標：特定の課題や短期目標を設定せず、多様性と融合によって破壊的イノベーションにつながるシーズ創出を目指す創発的研究を、
その遂行にふさわしい適切な研究環境の形成とともに推進する。その推進においては、ステージゲート期間を設け、研究機関によ
る研究環境整備等の支援や、研究者の取組状況を評価し、研究等の継続・拡充・中止などを決定する。

青：モニタリング指標 赤：評価指標

関係規程の整備状況

基金の設置及び研究を推進する体制の
整備の進捗状況

研究マネジメントの取組の進捗状況

研究成果の創出及び成果展開（見通しを含む）

研究環境の整備に向けた取組の進捗状況

若手を中心とした多様な研究者への支援状況

ガバニングボード（仮称）メンバー
、総括等の任命件数、多様性

採択課題における分野の多様性

創発的研究の促進に係る取組状況

進捗管理や機関評価に係る
外部有識者による評価結果

外部有識者による評価により、 インパクトのある論文が出されたと
見なされるなど、優れた進捗が認められる課題数（見通しを含む）

本事業を通じた大学等研究機関による研究
環境整備の実績（採択された研究に専念でき

るようになった研究者の割合等）

採択された若手研究者の割合

応募件数／採択件数

事業説明会等実施回数

論文数

特許出願・登録件数

成果の発信数 受賞数

サイトビジット等実施回数
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挑戦的・融合的な研究を行う博士後期課程学
生のうち、所属大学から生活費相当額程度

以上の対価を得ている学生の数



創発的研究の推進
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■＜大規模事業の推進＞膨大な業務を泥臭く、そして効率的に推進
➢約2,300件の提案を約900名の審査員へ自動で振り分け送信するシステムを自前で開発し、業務を効率化。誤作業を防止。
➢約500名の面接審査を約1か月間、土日祝日も連続で実施し、259名の採択者を選考。
➢約2,000件の不採択となった提案に対し、審査員の評価コメントを取りまとめ不採択理由を作成し、提案者へフィードバック。
➢約500件の研究計画書（一期生・二期生合計）の細やかな調整、契約手続きを実施。
➢約50回の採択研究者の研究や融合を促進するための会議、そして約160回の創発PO/ADと創発研究者の面談等を実施。
➢約50の学会への宣伝、12回の公募説明会の開催、約50,000回の募集要項ダウンロードと、地道な周知活動を推進。

■＜事業の改善＞ＰＤＣＡサイクルによる事業の絶え間なき改善（WEB会議による情報収集の場の拡充を改善に活かす）
➢ 創発PO、研究者、研究機関などから課題や改善点を適宜洗い出し、創発運営委員会で審議のうえ、募集要領の改善や動
画配信、口頭説明の場の拡充、また14のパネルの審査方法やメンタリングのノウハウの共有等、事業の底上げを推進。
➢ 応募・採択状況を統計的に分析し、採択分野の公平性の確認や応募が少ない分野への広報・審査員の増強等の改善推進。

■＜総合知への取り組み＞令和３年度より人文社会系と科学技術の融合提案の採択に向けた新審査スキームを構築・導入
➢ 科学技術だけでなく人文社会の視点での審査を強化するため、令和3年度から人文社会チームを新設し審査・採択。

審査の結果、令和3年度は、人社融合提案約70件に対し、6件の提案を採択。

■＜博士課程学生への労働対価の追加支援＞令和３年度よりRA経費にだけに使用できる資金を追加支援
➢ 新たな試みとして、博士課程学生が創発的研究に従事した労働対価にのみ支払うことができる、追加RA経費支援を令和3
年度から新たに導入。博士課程学生の労働対価の考え方の改革を狙うとともに、博士前期課程からRA経費を支援すること
で、有能な学生の博士後期課程進学を促進すると期待され、また研究者からの評判も良い。

■＜多様な研究者を支援＞創発の理念に基づいた若手を中心とした多様な研究者を支援、今後の融合を期待
➢ 179分野の研究、 32都道府県、65の研究機関に所属する研究者を採択（2期合計：201分野、40都道府県、104研究機関）。
➢ 採択研究者に占める女性比率22%（2期合計：20％）＜応募時女性比率14％＞。

■＜メディアからも注目＞多様な新しい試みが詰まった事業、若手による挑戦的・独創的な研究は魅力的
➢ 創発研究者と文部科学大臣の対談、NHKとの懇談会、 理事長記者会見の登壇等、創発研究者をメディアにアピールする
仕掛けを積極的に推進。NHKニュース、日本経済新聞、日刊工業新聞等での報道へつながった。

■＜研究環境整備支援の波及＞採択された研究者の独立や研究環境支援を所属機関に要望する新たな取り組みを導入
➢ 若手研究者の研究環境や独立支援のあり方を考えるきっかけを創出、採択研究者の約70%が環境支援を受けたと回答。



a評定の理由・根拠
■挑戦的な研究を推進する創発事業はメディアからも注目
➢公募開始や採択結果を、文部科学大臣会見に
て紹介。文部科学大臣と創発研究者10名との対
談、機構理事長記者会見へ創発研究者12名が
登壇するなど、メディアにも積極的に創発を広報。

NHKとの懇談会

文科大臣との対談 JST理事長記者説明会

文部科学大臣会見
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■若手研究者の独立・研究環境支援のあり方に一石を
投じ、研究現場に波及
➢採択された研究者の独立や研究環境支援を所属機関

に要望する新たな取り組みを導入
➢所属機関より何らかの研究環境改善の支援を受けた

創発研究者の割合：約70%*、研究スペースの追加確
保：約50%*、研究補助員等の追加・優先配属：約30%*、
追加的な資金の援助：約30%*、研究時間の確保：約
20%* 昇進等：約10%*

※ 青枠 は今年度から新規開始

■膨大な業務を少人数体制で工夫し遂行しつつ、
新たな取り組みやPDCAによる絶え間なき改善を推進

研究開始・支援(令和3年度～)
計画書確認・契約手続き(500件)・

進捗管理面談(160回)・融合の場(50回)
・研究環境整備支援等

採択者の決定(採択率10％)
令和2年度採択：252件
令和3年度採択：259件

創発運営委員会(7名）
による総合審査

＜パネル横断的な視点での評価＞

創発PO(14名)
・AD(約140名)

による二次書面審査
＜多角度からの評価＞

＆
面接審査

＜人物重視の評価＞

専門家(約900名）
による一次書面審査

＜専門性からの評価＞

公募
令和2年度応募：2,537件
令和3年度応募：2,314件

RA追加経費
制度設計・支援
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（第一期生へのアンケート結果より）
* 当該支援を受けた人数/第一期創発研究者数

人文社会チーム
（約10名）に

よる書面審査
＆面接審査

＜人社の視点
からの評価＞

通常審査と
は別に、人
文社会との
融合提案を
審査するス
キームを構
築し審査。
審査後、本
スキームを
評価し、次
年度の審査
を一部改善。

➢NHKで創発の採択結果を報道。
日本経済新聞、日刊工業新聞等
でも創発を紹介。NHKと創発創
発研究者との懇談会を開催。



博士後期課程学生による挑戦的・融合的な研究の推進（処遇確保の支援を含む）

■事業の体制整備

➢室発足から約2ヶ月間で事業設計、募集要項・助成金交

付要綱作成を実施し公募を開始

➢事業に適した支援の実現のため、助成金交付スキームを

新たに構築

➢人材育成に見識の高い有識者を委員

として選定。委員構成

の多様性も確保

➢事業設計に際して

大学のヒアリングを

実施

➢機構のモニタリング

により各大学の選抜

学生数を毎年度決定

することとするPDCAを構築

■博士後期課程学生の処遇向上と研究環境の確保

➢経済的不安の解消

・年間180万円以上の生活費相当額の支給を必須

➢将来的なキャリアパスの不透明さの解消

・トランスファラブルスキルの習得や海外派遣・企業インター

ンシップの実施

➢自由で挑戦的・融合的な研究

・学生が自らの裁量で使用できる研究費の支給とともに、異

分野の学生と交流する機会の創出

➢多様な学生の参画が可能となる柔軟な制度

・学生の適性に応じた成長を目指しポータビリティを確保

・社会人学生を対象とし、ライフイベントにも配慮

・一律的な支援期間ではなく、標準修業年限まで支援

➢大学における既存の枠組みを超えて選抜・支援する制度

・プロジェクトをリードする事業統括制の導入

・全学的な取組とするため応募時に分野を指定しない制度

・募集要項等に大学改革と連動する提案であることを推奨

・学外有識者の参画を必須にするとともに、選考体制に偏り

がないことを確認

応募・選考

プロジェクトの実施

助成金の交付

学生の選抜

モニタリング

フィードバック

計画書作成

■多様な機関、学生の参加

➢国立、公立、私立大学から

対象学生の数が大小様々な

大学59件を採択

➢人文社会分野を含めた

幅広い分野の学生が選抜

100人未満
25大学

500人以上
15大学

100人以上
500人未満

19大学

支援対象学生数別採択大学数

■早期の政策目標の達成

➢本事業に課された政策目標である6,000人規模の博士後期

課程学生の支援を実現

➢事業設計、公募・選考、採択課題の運営、助成金申請受付・

交付をほぼ同時並行に実施し、スケジュールに遅延なく遂

行

報告
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■本事業が始まった背景や今後の期待

➢博士後期課程への進学率が低下傾向

➢経済的不安や将来のキャリアパスの不透明さの解消、研究

環境の改善が求められている。

➢本事業の実施により博士後期課程の進学率の上昇や多様

なキャリアで活躍できる博士人材の輩出が期待される。

a評定の理由・根拠
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■事業の着実な成果につながる兆し

大学や選抜学生から以下のような声が寄せられている。

➢本事業の波及効果により修士学生の進学への関心・意

欲の向上が顕著であるため、博士後期課程の入学定員

を 令和4年度より増員する。（大学）

➢本事業の支援に関し、大変役に立っている（85.6％）、役

に立っている（13.4％）とほぼ全ての学生が高く評価して

いる。（大学）

➢修士学生に博士後期課程への進学を勧めやすくなった。

（大学）

➢研究時間をアルバイトに割り振らずに済んだおかげで国

際会議での発表を実現できた。（選抜学生）

➢異分野の研究者や博士学生と交流する機会を持てたこと

で研究の幅が広がった。（選抜学生）

➢家庭に大きな経済的負担を強いている後ろめたさが軽減

できた。（選抜学生）

100人未満
25大学

500人以上
15大学

100人以上
500人未満

19大学

出典：学校基本調査

修士課程修了者の進学者数・進学率の推移

■多様な機関、学生の参加

➢幅広い大学が参画できるよう公募において2回の締切を

設定、さらにこれまでリーディング大学院、卓越大学院、

COI等これまで大学が培ってきたノウハウ等の活用を推

奨することで公募しやすい環境を醸成した結果、国立・公

立・私立大学等大小様々な大学59件を採択

➢学生の選抜体制を確認し、必要に応じて体制変更を求め

ることで全学的な学生選抜が行われるように促し、人文社

会分野を含めた幅広い分野の学生の選抜につながった。

博士課程への進学者を増加させるための効果的な施策

出典：NISTEP博士人材追跡調査



110



111



112

２．８．経済安全保障の観点からの
先端的な重要技術に係る研究開発の推進

事業概要



経済安全保障の観点からの先端的な重要技術に係る研究開発の推進

○経済安全保証の強化推進の観点から、内閣府主導の下で関係府省、文部科学省及び経済産業省が
連携し、先端的な重要技術の研究開発から実証・実用化まで迅速かつ機動的に機構の業務内容や
目的に照らし推進する。

○人工知能や量子など革新的な技術が出現する中、ニーズを踏まえてシーズを育成する研究開発の
ビジョンを設定し、その実現に必要な研究開発を複数年度にわたって支援する。

プログラムの内容

【資金の流れ】

補助⾦

文部科学省

大学
国立研究開発法人

民間企業等

JST（基金）

委託
⺠生利⽤のみならず、
公的利⽤につなげて
いくことを指向

各省庁の取組

B省 ・・・・・

成
果

・・・
フェーズ１ フェーズ２

ステージ
ゲート

ステージ
ゲート

フェーズ１ フェーズ２ステージ
ゲート

ステージ

ゲート

双方向の意思疎通

関係省庁が関わる仕組み

調達 実
装

追加の研究開発 調達

追加の研究開発
成
果

A省

プロジェクトごとに適切な技術流出対策を措置

適切な技術流出対策を措置

プログラムの特徴

• 我が国として確保すべき先端的な重要技
術にかかる研究開発を推進。基礎研究か
ら一歩進んだ応⽤以降のレベルを主要ター
ゲット。

•国がニーズを踏まえてシーズを育成するため
の研究開発のビジョンを設定。資⾦配分
機関を通じ個別技術・システムを公募。

•研究成果は、⺠生利⽤のみならず、成果
の活⽤が見込まれる関係府省において公
的利用につなげていくことを指向。国主導
による研究成果の社会実装や市場の誘
導につなげていく視点を重視。また、技術
成熟度や技術分野に応じた適切な技術
流出対策を導入。

双方向の意思疎通

事業のスキーム
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自己評価

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 － － － － b － b

２．８．経済安全保障の観点からの
先端的な重要技術に係る研究開発の推進

補助評定
（自己評価）

b

中長期目標等に照らし、総合的に勘案した結果、成果の創出や
将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がな
されているため、b評定とする。



Input Action Output Outcome 

目標：経済安全保障上のニーズを踏まえてシーズを育成するために国が設定する「ビジョン」の下、我が国として確保す
べき先端的な重要技術（個別技術及びシステム）について、成果の公的利用も指向し、技術成熟度等に応じた技
術流出防止に適応した研究開発を推進する。

青：モニタリング指標 赤：評価指標115

国が定める
ビジョン

予算額

決算額

従事人員数

基金の設置及び研究開発を推進す
る体制の整備の進捗

関係規程の整備状況

今後の内閣府を中心とした関係府省による協議の結果等
に基づき、次期中長期目標において評価軸・評価指標・
モニタリング指標を定める。

業務プロセス 成果
評価軸：国から交付される補助金による基金を設置し、

研究開発を推進する体制の整備が進捗したか。

2.8.経済安全保障の観点からの先端的な重要技術に係る
研究開発の推進（評価軸・指標）



経済安全保障の観点からの先端的な重要技術に係る研究開発の推進

116

■基金の設置

・国から交付された補助金により、経済安全保障上のニーズを踏まえてシーズを育成するために国
が設定する「ビジョン」の下、我が国として確保すべき先端的な重要技術（個別技術及びシステム）
について、成果の公的利用も指向し、技術成熟度に応じた技術流出防止に適応した研究開発を推
進するための基金を令和４年３月３０日付けで造成した。

■研究開発推進体制の整備
・第４期中長期目標、中長期計画の変更を踏まえ、体制、関係規定等を整備するために、

令和３年11月1 日付けで、経営企画部に経済安全保障重要技術育成プログラム準備室を設置した。

・経済安全保障の強化の観点から、我が国として確保すべき先端的な重要技術にかかる研究開発を
推進するため、「国立研究開発法人科学技術振興機構 経済安全保障重要技術育成基金設置
規程」（令和４年３月１４日制定、令和４年３月３０日施行）、 組織規程、会計規程等関係規定の
整備を行った。

・本制度の効果的な運用を目指し、プログラムの設計等について、内閣府、文部科学省等と定期的に
協議を行った。

・関係機関やCRDS等機構内関係部署とも連携し、技術テーマに関する調査等を実施した。
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３．未来共創の推進と未来を創る人材の育成



3.未来共創の推進と未来を創る人材の育成

評定
（自己評価）

Ａ

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 A A A A A A A

文科省評価 A B A A A

研究開発、政策提言等への反映／研究者の意識改革

119

※3.1～3.3の評価を総合し勘案した評定

➢ 一般社会からのニーズや意見の研究開発・政策形成への反映

• 浅川館長就任とMiraikanビジョン2030に基づく

インクルーシブな未来社会に向け社会とともに

進める研究開発を開始。

• 行政機関等と連携し、市民の意見を常設展示

やトークイベントを通じて収集。収集した意見が

政策形成の現場で取り扱われ、社会の声を

反映する取組を推進。

• 未来館内外で実証実験を実施することにより

市民からのニーズや意見を研究者へ直接届け、

研究開発の推進に貢献。科学コミュニケーターが手法開発に

携わった研究論文が国際会議で採択され、研究開発における科学

コミュニケーションの有用性が示された。

➢ 市民と研究者の対話による研究者の意識改革

専門の異なる研究者が登壇するオンライントークセッションの開催

により、研究者と市民の議論の場を創出。9割以上の研究者から

「市民の意見を研究開発に活かしたい」との回答が得られた他、

イベントをきっかけに分野を跨いだ共同研究計画が策定される等、

専門の研究への意識・行動変容や研究開発の進展につながった。
➢ 時流に沿った科学技術コミュニケーション活動の展開

時宜を捉えた科学技術関係情報をサイエンスポータルで迅速かつ

分かりやすく発信。外部サイトへの提供も積極的に実施。

Yahoo!ニュースにおいては配信した記事が総合アクセスランキング

トップを獲得するなど、多くの国民へ科学技術情報を発信。

国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による
成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果
的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成
果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められるため、評定をAとする。

未来を創る次世代イノベーション人材の重点的育成

➢ 生徒の能力の伸長

• 日本学生科学賞（高校の部）や高校生・高専生科学技術チャレンジ

（JSEC）において、入賞課題に占める機構が支援した学校・生徒の

割合が6割を超えるなど顕著な成績。

• ジュニアドクター育成塾の元受講生で、SSH指定校の生徒でもある高

校生が、日本学生科学賞で内閣総理大臣賞を受賞し、ISEF2022へ

の派遣が内定。

➢ 取組の普及展開・成果の把握

• SSH事業の成果の普及を図るため、管理機関及び指定校における

成果物（教材、ルーブリック等）の情報を一元的に閲覧できるよう、機

構ホームページで令和2年度の約10倍となる107校の成果物を掲載。

• SSH 指定校を卒業した生徒の状況を定性的かつ継続的に把握する

ため、指定期間終了後も追跡調査等を実施することを管理機関との

共同研究契約書に明記。

➢ with コロナにおける多様な人材育成プログラムの実施

• 科学の甲子園・科学の甲子園ジュニア全国大会を47都道府県の会

場で分散開催。実施が見送られた実技競技に代わる体験課題の提

供、オンラインツールを活用したチーム間の

交流等、現地開催の構成要素に近づけた。

• 機構が経費支援した国際化学オリンピックは

日本をホスト国としてリモート開催。国際交流

の機会を設けるため、VR技術を利用した

コミュニケーションツールを活用。

国際化学オリンピック
日本代表
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３．１．未来の共創に向けた社会との対話・
協働の深化

事業概要



「STI for SDGs」アワード表彰
イベント

未来の共創に向けた社会との対話・協働の深化

121

先端科学技術と社会の関わりや
可能性について共有するととも
に、多様なステークホルダーが
対話・協働し、人類が持続的に
発展できる豊かな社会の構築を
目指した活動を展開。
✓科学コミュニケーター人材養成
✓展示手法開発
✓国内外の他機関との連携活動
✓専門家・非専門家の対話・

協働による課題抽出型科学
コミュニケーション活動

✓研究者への社会に向き合う姿
勢及び科学コミュニケーション
能力の伝承

✓非専門家の意見の収集と研究
開発現場へのフィードバック

✓科学コミュニケーション活動の
全国展開

未来共創や社会課題解決に向けた取組

多様なステークホルダー
がセクターを超えて集い、
ありたい未来社会像や
解くべき課題、ソリュー
ションを検討・創造する
場づくりを行うとともに、
「科学技術・イノベーショ
ンを活用した課題解決」
を促進。また、科学技術
の最新動向や課題解決
の好事例を、独自メディ
アを通じてわかりやすく
発信。

日本科学未来館

対話・協働による共創の場の創出 研究開発に資する共創活動の推進

一般向け展示会での「つくりたい未来」
に関する対話活動

サイエンスアゴラ2021(オンライン開催)
「Dialogue for Life」
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３．１．未来の共創に向けた社会との対話・
協働の深化

自己評価

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 s a a a a a a

補助評定
（自己評価）

a

中長期目標等に照らし、総合的に勘案した結果、適正、効果的か
つ効率的な業務運営の下で、顕著な成果の創出や将来的な成果
の創出の期待等が認められるため、a評定とする。



Input Action Output

業務プロセス 成果

Outcome 

評価軸：科学技術と一般社会をつなぐ科学コミュニケー
ション活動は適切か

評価軸①：多様なステークホルダーが双方向で対話・協働し、科学技術イノ
ベーションと社会との関係を深化させているか

評価軸②：研究開発戦略立案活動と有効に連携しているか

予算額

決算額

従事人員数

科学コミュニケーション活動の取組状況

科学技術イノベーションの創出に
向けた研究開発活動に資する取
組の展開

科学コミュニケーション活動の社会実装状況

一般社会のニーズ・意見等の研究開発、政
策提言等への反映状況

対話・協働の場創出に向けた取組の進
捗

科学技術と社会の対話の場へ
の研究者参画数

対話・協働実践者に対するアンケート調
査結果

3.1.未来の共創に向けた社会との対話・協働の深化（評価軸・指標）

目標：機構は、リスクコミュニケーションを含む科学技術コミュニケーション活動を推進し、様々なステークホルダーが双方向で対話・協働
する場を構築するとともに、国民の科学技術リテラシー及び研究者の社会リテラシーの向上を図る。また、対話・協働で得られた社
会的期待や課題を、研究開発戦略の立案・提言や、研究開発等に反映させることにより、科学技術イノベーションと社会との関係
を深化させる。

研究者の意識改革状況研究者の対話の場への自律的
な参画状況

123青：モニタリング指標 赤：評価指標

機構内や外部機関と協業した様々なス
テークホルダー間の対話・協働の場の創
出・提供状況

研究者に向けた科学コミュニケーション
研修の実施

JST研究成果のアウトリーチ取組状況

科学コミュニケーターの輩出数

科学コミュニケーション活動実施
者に対する支援の応募件数・採択
件数

来館者を被験者とする実証実験
等の取組状況

研究コミュニティ等と協業した、来館
者の意見・反応の集約と活用状況

機構内戦略立案機能と連携した、
対話・協働活動等の取組状況



■市民からのニーズや意見の研究開発・政策形成への反映
➢浅川館長就任とMiraikanビジョン2030に基づくインクルーシブな未来社会に向けた研究開発を開始

日本科学未来館では4月より新たに浅川智恵子が館長に就任。就任に伴い発表した2030年に向け
た活動ﾋﾞｼﾞｮﾝ「あなたとともに『未来』をつくるﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」に基づく新たな取組として、ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ
技術の研究開発部門を館内に新設。多様な来館者に対する科学ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手法を主体的に開発
するとともに、「誰一人取り残さない社会」の実現を目指し、社会とともに進める研究開発を開始。

➢研究開発への反映
研究ｴﾘｱ等で研究開発されたﾃﾞﾊﾞｲｽ等を用いた実証実験を未来館内外で実施。科学ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰが
媒介となり、被験者となる来館者等、市民からのﾆｰｽﾞや意見を研究者へ直接届け、社会に受け
入れられる研究開発の推進に貢献。また、科学ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰが手法開発に携わった研究論文が国際
会議で採択されるなど、研究開発・社会実装における科学ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの貢献・有用性が示された。

➢政策形成への反映
CSTI等、行政機関と連携し「ﾋﾄｹﾞﾉﾑ編集」のような科学技術と社会に係る問題に対する市民の
意見を常設展示やﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄを通じて収集。多様な非専門家の意見がCSTI生命倫理専門調査会（第129回）で報告される
等、政策形成へ社会の声を反映する取組を推進。

未来の共創に向けた社会との対話・協働の深化

124

■時流に沿った科学技術コミュニケーション活動の展開／対話・協働の場の創出
➢時宜を捉えた科学技術関係情報をサイエンスポータルで迅速かつ分かりやすく発信。外部ｻｲﾄへの提供も積極的に実施し、
Yahoo!ﾆｭｰｽにおいて、配信した記事が総合ｱｸｾｽﾗﾝｷﾝｸﾞﾄｯﾌﾟを獲得。
➢サイエンスアゴラ2021をｵﾝﾗｲﾝ開催。ｺﾛﾅ禍で変容した「Life（生命・生活・人生）」について多様な主体による対話を促進。そ
こでの議論を海外ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑにおいても積極的に発信し、科学と社会の関係を深化させる議論の潮流形成に貢献。

■市民と研究者の対話による研究者の意識改革
➢専門の異なる研究者が登壇する公開型ｵﾝﾗｲﾝﾄｰｸｾｯｼｮﾝ等

を実施。社会から関心をもたれやすいﾃｰﾏを設定することで
市民等の様々な主体を呼び込み、参加
研究者に新たな気づきや意識変容を
もたらすとともに登壇者間での新たな
共同研究にも進展。

■CHANCE構想を通じた研究開発や課題解決に繋がる取組
➢企業や自治体等課題解決に取り組むﾌﾟﾚｲﾔｰと研究者をつ
なぐ「サイエンスインパクトラボ（SIL）」を実施し、DXを活用し
た「つくりたい未来」の実現のために社会実装ﾌﾟﾗﾝを協働策
定。当初の研究計画では見出していなかった社会ﾆｰｽﾞが
抽出され、研究開発事業の成果最大化に向けて貢献。

124
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a評定の理由・根拠
■時流に沿った科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
活動の展開
➢サイエンスウィンドウでは、大阪・関西万博、
科学技術・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ白書等のﾃｰﾏを取り
上げ、政策への理解促進に貢献した。また、
ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰを含めアマゾンKindleで無料配
信し、より広い層へ情報発信を行った。
➢YouTubeを活用し科学技術情報に関する
動画をサイエンスチャンネルとして発信。登
録者数は前年比約12.5万人増となる約52
万人を記録。

■市民からのニーズや意見の研究開発・政策形成への反映
➢ 未来館では浅川館長の就任に伴いMiraikanビジョン2030を広く発信

（全国紙やWEBﾒﾃﾞｨｱ等での掲載計550件以上）。このﾋﾞｼﾞｮﾝのもと、
未来館をあらゆる人に開かれた、さまざまな先端科学技術の実証
の場とし、市民が未来社会を想像し、より良い未来に向けた行動を
始めるきっかけとなるべく、外部機関とともに進めるｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ技
術の研究開発部門を新設した。

➢ 未来館研究ｴﾘｱ入居ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ等と連携し、実証実験を館内外で開催。実証実験を通し、研究者と
市民等が直接対話する機会を創出するとともに、研究開発に市民の声を反映させる仕組みを構築。

➢ 常設展示「オピニオン・バンク」や科学ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰを介した研究者等と市民との対話活動を通じ、社
会の声を収集。「ﾋﾄ受精卵のｹﾞﾉﾑ編集」に関しては、CSTI生命倫理専門調査会前会長の原山優
子氏らを招いたｵﾝﾗｲﾝﾄｰｸｾｯｼｮﾝを通じて市民の意見を収集（視聴者3,773名）。集まった意見が第
129回生命倫理専門調査会で報告される等、政策提言へ社会の声を反映する取組を推進した。

■市民と研究者との対話による研究者の意識改革
➢ 情報科学と心理学等、専門が異なる研究者が自身の研究を踏まえて議論

するﾄｰｸｾｯｼｮﾝを開催。「ﾛﾎﾞｯﾄがあなたに「共感」してくれたら、うれしい
ですか？」といった社会からの関心が高いﾃｰﾏやSociety5.0実現に向けた
ﾃｰﾏを設定し、ﾗｲﾌﾞ配信に併せてｵﾝﾗｲﾝﾁｬｯﾄｼｽﾃﾑを活用することで市民
が議論しやすく、異分野の研究者間での交流が活発になるような場を創出。参加研究者からは
「市民の意見や印象が知れた」「異分野の研究に触れ、自身の研究の可能性を発見・再認識でき
た」等のｺﾒﾝﾄや、9割以上の研究者から「市民の意見を研究開発に活かしたい」との回答が得られ
た。また、ｲﾍﾞﾝﾄをきっかけに分野を跨いだ共同研究計画が策定される等、専門の研究への意識・
行動変容や研究開発の進展につながった。

■対話・協働の場の創出
➢サ イ エ ン ス ア ゴ ラ 2021 をｵﾝﾗｲﾝ開 催 。
「Dialogue for Life」をﾃｰﾏに、ｺﾛﾅ禍で変容
した「Life（生命・生活・人生）」について多様
な主体による対話を促進。参加者と出展者
が自由に意見交換できる「対話の時間」を
設定することで、対話・協働ｽｷｰﾑの一層
の改善を図り、開催期間中で1万人超の参
加を得た。

➢地域の大学・自治体等と連携し、地域課題
解決等に関する対話・協働の場を創出（札
幌、仙台、京都、大阪、神戸）。
➢AAAS（米国）、SFSA（南ｱﾌﾘｶ）等の海外
ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑにおいて、COVID-19をはじめ
とした危機対応など国際共通課題をとりあ
げ、科学的知見・科学者の役割を各国の要
人と繰り返し議論。
科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性等について
日本の視点を発信し、科学と社会の関係を
深化させる議論の潮流形成に貢献するとと
もに、日本の科学技術の社会的役割を可
視化した 。

■CHANCE構想を通じた研究開発や課題解決に繋がる取組
➢戦略的創造研究推進事業やムーンショット事業等と連携し、CHANCEのﾈｯﾄﾜｰｸを活用し多様なﾌﾟﾚ
ｲﾔｰと協働して、課題解決に向けた研究開発上のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの見出し等、研究開発事業の成果最
大化に向けて貢献。例えばDXを活用した「つくりたい未来」の実現のために社会実装ﾌﾟﾗﾝを協働策
定することによって、数理ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑを用いた意思決定ｱﾌﾟﾘのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開発や、地方行政関係者と
連携し未病対策等に向けたIoTﾅｯｼﾞ技術の試験導入等に寄与。
➢ムーンショット「ミレニア・プログラム」と連携し、社会の多様な価値観を踏まえる必要のあるﾋﾞｼﾞｮﾝ
（「気象制御」等）において、CHANCEﾈｯﾄﾜｰｸを活用して多様なｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰを接続し、文理融合した
ﾋﾞｼﾞｮﾝ検討に貢献。さらに、調査研究で得られた知見を振り返る座談会を設け、社会を変える破壊
的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出という大きなﾋﾞｼﾞｮﾝに向けた協働事例をまとめ、サイエンスポータルで発信。広く社
会に向けて文理融合研究の重要性を発信するとともに、研究者の意識改革に寄与した。 125

協力：次世代移動支援技術開発コンソーシアム
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３．２．未来を創る次世代イノベーション人材の
重点的育成

事業概要



次世代の科学技術を担う人材の育成

129

スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）支援

先進的な科学技術、理科・数学教育を通して、生徒の科学的
能力や科学的思考力等を培い、将来の国際的な科学技術関
係人材を育成するために、先進的な理数系教育を実施する高
等学校等を「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）」として指
定し支援。（スーパーサイエンスハイスクール支援事業）

先進的な理数教育を実施する高校等を指定・支援

大学等と連携した科学技術人材育成活動の
実践・環境整備支援

（取組例）
●トップ層の育成

（グローバルサイエンスキャンパス、ジュニアドクター育成塾）
●女子中高生の理系進路選択支援
（女子中高生の理系進路選択支援プログラム）

生徒による科学的活動を支援

科学技術コンテストの推進

意欲・能力の高い生徒の活躍の場の創出

○トップ高校生の研鑽の場の支援
（国際科学技術コンテスト支援【支援事業】）

○チーム型活動を行う学校・団体の活躍の場の創 出
（科学の甲子園・科学の甲子園ジュニア【実施事業】 ）

※ その他、調査研究等を通じた効果的な施策の実施 （次世代人材育成研究開発）

我が国が、将来にわたり、科学技術で世界をリードしていくためには、次代を担う才能豊かな子供たちの継続的、体系的な育成が必要。
そのため、理数好きな子供たちの裾野を拡大するとともに、優れた素質を持つ児童生徒を発掘し、その才能を伸ばすための取組を推進。

「第5期科学技術基本計画」（抄）（平成28年1月22日閣議決定）」

我が国が科学技術イノベーション力を持続的に向上していくためには、初等中等教育及び大学教育を通じて、次代の科学技術イノベーションを担う人材の
育成を図り、その能力・才能の伸長を促すとともに、理数好きの児童生徒の拡大を図ることが重要である。このため、創造性を育む教育や理数学習の機会
の提供等を通じて、優れた素質を持つ児童生徒及び学生の才能を伸ばす取組を推進する。

裾野の拡大とトップ層の伸長の両輪により、科学技術人材を戦略的・体系的に育成・確保

【実施事業】【支援事業】

次世代人
材育成に
向けた取
組を推進
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３．２．未来を創る次世代イノベーション人材の
重点的育成

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 b a a a a a a

自己評価

補助評定
（自己評価）

a

中長期目標等に照らし、総合的に勘案した結果、適正、効果的か
つ効率的な業務運営の下で、顕著な成果の創出や将来的な成果
の創出の期待等が認められるため、a評定とする。



Input Action Output

業務プロセス 成果

Outcome 

評価軸①：次世代の科学技術人材育成に向け適切に取り
組んでいるか

評価軸②：継続的に科学技術人材を輩出するための仕組
みづくりに努めているか

評価軸③：支援機関に効果的な支援を実施出来ているか

評価軸①：次世代の科学技術人材が継続的・体系的に育成されているか
評価軸②：支援機関が持続的運営に向けて効果的な活動を行っているか

予算額

決算額

従事人員数

文部科学省に
よるSSH校の
指定及び指
導・助言・評価

理数好きの児童生徒等の研鑽・活躍の場の構築及び参
加者数の確保

次世代の科学技術人材育成（追跡調査に
よる活躍状況の把握）

次世代の科学技術人材育成に向けた取
組の進捗や外部評価等を踏まえた改善

事務処理件数

取組に参加した児童生徒等
の興味・関心の向上

事業の実施・支援体制整備への取組
の進捗

次世代の科学技術人材育成に対する社会
からの理解と協力の獲得

3.2. 未来を創る次世代イノベーション人材の重点的育成（評価軸・指標）

目標：次世代の科学技術を担う人材を育成するため、理数系分野に優れた資質や能力を有する児童生徒等について、その一層の伸長
を図るとともに、児童生徒等の科学技術や理数系分野に関する興味・関心及び学習意欲並びに学習内容の理解の向上を図る。
各取組の推進に当たっては、科学技術イノベーションと社会との関係深化が求められている現状を踏まえつつ、広い視野を持つ
人材の育成を目指す。

青：モニタリング指標 赤：評価指標

先進的な理数教育に関する取組の普及

児童生徒・教員等の参加者数

高大連携等を実施した大学数

支援対象機関からの評価

JST内外との連携への取組状況

SSH中間評価の結果

事業に参加した児童生徒等の資質・
能力

取組に参加した児童生徒等の資質・能力の伸長

海外の青少年との交流状況

支援機関の持続的運営に向
けた効果的な支援の実施

SSHによる展開

取組の波及・展開状況

科学技術人材の輩出状況

外部有識者等からの事業への評価・
意見等

取組や成果の他の教育機関・
地域への波及・展開に向けた活
動の状況

131



未来を創る次世代イノベーション人材の重点的育成

■with コロナにおける多様な人材育成プログラムの実施 ➢科学の甲子園・科学の甲子園ジュニアの分散開催
• 全国大会は感染症拡大防止の観点から47都道府県

の会場における分散開催とした。
• 実施が見送られた実技競技に代わり、競技体験を目

的とした課題に各チームが取り組む「体験実技」を実
施。オンラインツールを活用して出場チーム間の交
流を行い、現地開催の構成要素に近づけた。

■女子生徒の活躍

■生徒の能力の伸長

➢活動の認知度向上と幅広い学習機会の提供
• 国際科学オリンピックの認知度向上等のため、教科別ワーク

ショップをオンライン配信し、3,800超の視聴回数を得た。
• JrDrサイエンスカンファレンスにおいて、各機関代表の受講生

がリモート登壇するトークセッションを実施。日頃の研究で感じ
ていることや未来の展望についての意見交換など、多様な視
点や考え方に触れる場を設けた。また、GSC全国受講生研究
発表会において、多様なキャリアパスのOB・OGによるトーク
セッションをオンラインで実施。サイエンスアゴラ2021の企画と
して、より広く社会に向けて発信した。

➢ JSEC（高校生・高専生科学技術チャレンジ）の最
終審査に選抜された課題のうち約7割（32件中21
件）が機構が支援した生徒・学校であった。

➢ ISEF（国際学生科学技術フェア） 2021に出場した
課題のうち約6割（14件中9件）が機構が支援した
生徒・学校であった。

➢ GSCの受講生の研究成果5件が国際論文誌に掲
載され、また33件が国際学会で発表された。

➢科学オリンピックの国際大会への選手派遣や国
内大会の開催を支援。国内大会で選抜された日
本代表生徒31名全員がメダルを獲得※し、うち7
名が金メダルを獲得※。31名のうち12名（約4割）

がSSH出身またはGSC受講生であった。

国際物理オリンピック
金メダリストの楠元さん

JrDrサイエンスカンファレンス 科学の甲子園ジュニア優勝チーム

➢発表会の実施や認知度向上の取組の結果、優秀
な女子生徒の発掘・育成が進み、GSC全国受講
生発表会は入賞者の約7割が女子生徒、JrDrサ
イエンスカンファレンスでは、各実施機関の代表
発表者の4割以上が女子生徒であった。

国際化学オリンピック
日本代表

■取組の普及展開
➢事業開始から20年を迎えるSSH事業の成果を普

及し、成果の最大化を図るため、管理機関及び
指定校における成果物（教材、ルーブリック等）
の情報を一元的に閲覧できるよう、機構ホーム
ページ内に設けた専用ページにおいて、令和2年
度の約10倍となる107校の成果物を掲載した。

➢女子中高生の理系進路選択支援プログラムにお
いて、実効性ある取組を企画するための参考事
例集を作成し、機構ホームページで公開した。

※メダル相当の賞を含む
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■成果把握・普及展開に向けた取組(SSH)

a評定の理由・根拠
■生徒の能力の伸長

➢科学技術コンテストにおける中学生の受賞実績
• 日本学生科学賞（中学の部）においてジュニアドクター育

成塾の受講生2名が入賞1等などを受賞した。
➢科学技術コンテストにおける高校生の受賞実績
• 日本学生科学賞（高校の部）や高校生・高専生科学技術

チャレンジ（JSEC）において、入賞課題に占める機構が支
援した学校・生徒の割合が6割を超えるなど、顕著な成績
を収めている。

・日本学生科学賞（高校の部） 入賞：約6割（11件中7件）

・JSEC 入賞：約7割（18件中13件）
・ISEF 2022 派遣内定：約8割（14名中11名）

• ジュニアドクター育成塾の元受講生で、SSH指定校の生徒
でもある高校生が、日本学生科学賞で内閣総理大臣賞を
受賞し、ISEF2022への派遣が内定した。

➢SSH 指定校を卒業した生徒の状況を定性的かつ継続的
に把握するため、指定期間終了後も追跡調査等を実施す
ることを管理機関との共同研究契約書に明記した。卒業
生徒の活躍状況とSSH 指定校の取組との関係を分析・検
証するととともに、SSH の成果を広く発信し探究活動の普
及への活用等に資する体制を構築した。

■業務改革・見直しへの取組

➢女子中高生の理系進路選択支援プログラムにおいて、進
路選択への影響度が大きく、支援終了後の継続的な効果
が期待される教員・保護者へのアプローチに加え、再応募
する際には、実施体制に未経験機関を加え、実施機関が
培ったノウハウを展開することを求めた。

➢第6期科学技術・イノベーション基本計画を踏まえ、JrDrに
おいて、STEAM学習等を通じた体系的育成プランの開発・
実施を要件化した。GSCでは、地域課題の解決や、人文・
社会科学分野を含む分野横断的なアプローチも視野に入
れた多様な科学技術人材の育成を目指すため、公募要件
を改定した。

ISEF2021で入賞した
鹿児島県立国分高等学校

• SSH指定校である鹿児島県立国
分高等学校がISEF2021に出場し、
動物科学部門グランプリ4等の
ほか協賛団体が提供する特別
賞も受賞した。そのほかの指定
校4校も特別賞を受賞した。

■コロナ禍におけるリモートツール等を活用した事業運営

➢ SSH生徒研究発表会は、例年同様の生徒の学習機会
の確保と厳正な審査の両立を目指し、第一部では参加
校全校によるポスター発表を神戸国際展示場で行った
上で代表校を選出し、続く第二部では代表校6校による
オンライン上での発表を参加者がリモート視聴するハイ
ブリッド形式とした。

SSH生徒研究発表会

コロナ禍においても生徒への研鑚・顕彰の機会を確保する
ため、リモートツール等を活用した事業運営を行った。

➢ 機構が経費支援した国際化学オリンピックは日本をホスト国と
してリモート開催した。例年のような国際交流の機会を設ける
ため、VR技術を利用したコミュニケーションツールを活用した。

➢ 国際科学オリンピックオンライントークショーを
開催し、イギリス留学中のメダリストら3名と、今
年度大会のオリンピアンである関西・九州の高
校生ら4名を登壇者に迎えた。オンラインを活
かして、地域を越えた多様な登壇者を実現し、
再生数は1,500回を超えてオリンピックの魅力
を広く発信し、興味関心の向上に貢献した。 133
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３．３．イノベーションの創出に資する人材の育成

事業概要



科学技術イノベーションに関与する人材の支援

135

ポータルサイトの継続運営

散在する人材ニーズや育成ノウハウなどを集約し、ワンストップで提供
することにより、高度人材の多様な場での活躍を支援

関連情報
• セミナー・イベント、助成・補助⾦、
インターンシップ、公募等の掲載

• 支援プログラム・支援機関紹介

関連機関との連携

コンテンツの充実
• 求人情報の収集
• キャリア支援コンテンツの集約化

求人情報等
コンテンツの

提供

成果の展開/
フィードバック

求人求職情報 キャリア支援コンテンツ
• 研究活動に必要な知識の取得
（研究倫理、データサイエンス等）
• キャリアパス開拓に必要な知識の
取得

• 継続的なスキル向上

博士活躍の好循環を実現！支援機関の拡大と成功事例の蓄積により、新たな活躍ステージを誘発

⺠間支援
事業者

⺠間企業
（中小企業）

博士人材DB海外
大学・関連団体

登録者情報の充実
• 博士人材DBとの連携

・研究者の流動性の向上と公募の透明性を図るため、研究者人材データベースを構築・運営。現在、ほぼ全ての
国公私立大学がJREC-IN Portalへ公募情報を登録しており、求人公募情報の件数は、開始当初に比して約4
倍(約24,000件/年)となっているなど、成果を挙げている。

・博士課程学生も含め博士人材に対するキャリアパスの開拓支援の継続的な必要性に加え、昨今では高度人材の
活躍の場が、研究以外の職種にも求められはじめており、キャリアパスの多様化に対応した支援が求められている。

【事業の概要】
科学技術イノベーション創出を担う博士課程の学生、ポストドクター、研究者及び技術者等の高度人材の活躍の
場の拡大を促進するため、産学官連携の下、キャリア開発に資する情報の提供と活⽤の支援を行う。また、博士人
材DBと連携することで、博士課程学生の段階から多様な情報の提供と活⽤の支援を行う。

【事業の背景】



社会の
ニーズを

把握する力

新たな
価値を

創造する力

プログラム
を推進
する力

プログラム
を管理
する力

PM研修で身につける力

企画
立案

実行
管理

ありたい未来社会を描き、挑戦すべき社会課題を自ら掲げた上で、
大きな波及効果をもたらす革新的技術や新たな価値創造を目指

す研究開発プログラムを企画・立案し、組織の枠を超えて、専門的
知識や技術を持った人材とともに、第一線の研究者と連携しなが

らプログラムの目標達成を目指して実行・管理する者。

PM育成プログラムが目指すPM人材像

プログラム・マネージャーの育成
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事業概要：我が国におけるPMの定着とイノベーションの創出促進を図るため、PM育成・活躍推進プログラムによりPMとして必要
とされる能力・経験 を身に付けた人材を育成。一流のメンターによるサポートと修了者のネットワーキングによりＰＭとしての活躍
推進を図る。

具体的には、知財戦略や広報戦略、組織マネジメントなど必要な知識を学んだ上で研究開発プログラムの提案書を作成する第１
ステージ （１年間）と、作成した研究開発プログラムの提案書のフィージビリティスタディにより実践経験を積む第２ステージ（１～

２年間）により育成。

企業

大学・研究機関JST等

◆ 書類選考（小論文等）、面接選考

◆研究カリキュラム受
講と研究開発等プロ
グラム提案書の作成

◆プログラム提案書
の実行とOJT

選考

選考

第１ステージ
【定員20人程度、１年間】

第２ステージ
【7人程度、1～2年間】

現場経験

◆機構内外の事業に
おける実践的なマネ
ジメント体験の機会
の提供・実施。

修了後のJSTサポート
◆ 修了生のネット
ワーク化、活躍推進
に向けた情報提供等

◆ 提案書
の完成度、
将来性を審
査

https://3.bp.blogspot.com/-KThXdXQWv-w/V8jqaTCybEI/AAAAAAAA9e0/Jb6v-3OEZ_AKOtn_lDz7l-MckL61f50qACLcB/s800/job_scientist_man.png
https://3.bp.blogspot.com/-KThXdXQWv-w/V8jqaTCybEI/AAAAAAAA9e0/Jb6v-3OEZ_AKOtn_lDz7l-MckL61f50qACLcB/s800/job_scientist_man.png
https://1.bp.blogspot.com/-UwAz7ptPSq4/UZYkuP1GLEI/AAAAAAAATD8/Gm8KnH2kt_s/s800/job_businessman.png
https://1.bp.blogspot.com/-UwAz7ptPSq4/UZYkuP1GLEI/AAAAAAAATD8/Gm8KnH2kt_s/s800/job_businessman.png


公正な研究活動の推進
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○競争的資金等の研究資金を通じ、多くの研究成果が創出される一方で、研究活動における不正行為への対応も求められている。
これに対し、公正な研究活動を推進するため、各研究機関において研究倫理教育が着実に行われるよう、文部科学省や他の公

的研究資金配分機関と連携し、支援を行う。

新ガイドラインに基づく協力体制

文部科学省

日本学術振興会 科学技術振興機構

対象者
○倫理教育責任者
○研究者等

研究機関・教育機関等

啓発・普及

助言・指導

日本医療研究開発機構

連携・協力

事業概要

１．研究倫理に関する情報発信

・ポータルサイトの作成・配信運営
を行う。

・文部科学省や他の公的研究資金配分機関における研究
倫理教育の取組に関し、各機関と連携し情報発信を行う。

２．研究倫理教育高度化
・各研究機関の研究倫理教育の責任者等に対する研修会や
シンポジウムを実施し、研究倫理の
知識向上のための支援を行う。

・対話型教育手法の普及促進のため、研究
倫理映像教材を開発する。

３．不正防止・対応相談窓口
・研究機関における不正行為を防止する体制の
相談対応・助言を行う。
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３．３．イノベーションの創出に資する人材の育成

自己評価

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 b b b b b b b

補助評定
（自己評価）

中長期目標等に照らし、総合的に勘案した結果、成果の創出や
将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がな
されているため、b評定とする。b



Input Action Output Outcome 

青：モニタリング指標 赤：評価指標

予算額

決算額

従事人員数

業務プロセス 成果
評価軸：人材の育成・活躍に向けた取組ができたか 評価軸：科学技術イノベーションに資する人材を育成・活躍させる仕組みを構築し、

それぞれの目的とする人材の活躍の場の拡大を促進できたか。

人材の育成・活躍に向けた取
組の進捗

サービス等の効果的・効率的
な運用

サービス等の効果的・
効率的な提供

情報資源

アプリケー
ション

人材の輩出・活躍や政策への貢献

プログラム・マネージャー研
修の研修生受入・受講数

制度・サービスの実施・定着

制度・サービス利用者等からの肯定的な反応

JREC-IN Portal
利用登録者数

3.3.イノベーションの創出に資する人材の育成（評価軸・指標）

目標：高度人材のより多様な場での活躍を支援するため、キャリア開発に資する情報の提供及び能力開発に資する情報の提供等を行
う。プログラム・マネージャーを育成するため、実践的な育成プログラムの更なる改善等の検討により効果的な運営を行い、その
キャリアパスの確立を推進する。公正な研究活動を推進するため、各研究機関において研究倫理教育が実施されるよう、文部科
学省や他の公的研究資金配分機関と連携しながら、研究倫理教育の普及・定着や高度化に関する取組を行う。

研究倫理研修会の実施回数、
参加者数

他機関との連携進捗
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科学技術イノベーションに関与する人材の支援
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■国内外機関との連携による効果的・効率的運用

■職業紹介事業者との新たな連携を開始 ■モニタリング指標（定量指標）

■人材の活躍に向けた取組の推進

博士人材のキャリアパス多様化という政策課題に対応す
るため、職業紹介事業者との連携拡大を進め民間企業の
求人情報の充実を推進するとともに、職業紹介事業者の専
門的知見が活用できるよう、システム高度化を実施した。
➢ 職業紹介事業者と求職者のマッチング機能の強化
• 令和元年度～3年度にかけて両者のマッチングを総合

的に支援する様々な機能拡張を実施した。令和3年度
は職業紹介事業者の希望する条件にマッチした求職者
情報を当該事業者にメール送付する機能等を開発した。

• 職業紹介事業者と求職者のマッチング機能について、
メールで求職者宛に紹介し、積極的に利用促進を図っ
た。

➢ 欧州委員会（EC）の運用する研究者支援サービス
EURAXESSとのデータ連携 により、令和3年度は欧州
からの求人情報は2,046件と、その他海外機関から直接
収集した求人情報166件を大きく上回った。

➢ 民間求人情報提供機関4社より、求人情報の提供を受
け、博士人材の多様な場における活躍を支援した。

➢ 科学技術・学術政策研究所 （NISTEP）が提供する博士
人材データベース（JGRAD）に、 求人情報を提供した。

➢ 文部科学省「卓越研究員事業」の制度変更に対応し、
民間企業の参画促進に貢献した。

定量指標 H29 H30 R1 R2 R3

求人情報掲載件数
（件） 19,007 20,654 22,147 21,370 23,943

利用登録者数
（万人） 13.8 14.9 14.8 14.4 14.2

➢ 利用者アンケート（回答数6,065人）において、8割以上
のユーザーから「有用である」との回答を得た。

➢ 令和3年度において、求人情報掲載件数は令和2年度
より増加し、利用登録者数は堅調に推移した。

公募情報

研究者
プロフィール

スカウトメール

プロフィール
情報の閲覧

プロフィール情報の閲覧を
許諾する事業者の選択

職業紹介
事業者

求職者

➢ 求職者へのスカウト機能による職業紹介事業者との連
携を令和3年6月に4社の参画を得て開始した。令和3年
度末には連携事業者数は9社まで増加した。専門的知
見を有する職業紹介事業者との連携の開始により、博
士人材のキャリアパスの多様化を推進した。



■ＰＭ研修の実施
➢ 第1・2ステージ募集・選考・評価等、人材育成に向けた取組実施。

応募
第1ステージ

(1年間,20人程度)
第2ステージ
(2年間,7名程度)

修了
認定

1-3期 21人

4期
修了
評価 5人

5期 7人(中間評価)

6期 21人 8人

7期 27人 20人

■研修の今後の方向性把握とその反映
➢ 研究開発プログラムの企画・立案にあたり、技術移転や知財

戦略に関するメンターからの助言についてニーズを把握

機構が行う技術移転人材実践研修の技術移転専門メンターを
PM研修生が活用できるよう、令和4年度以降の運用に向けた
仕組みの整備を進めた。

➢ 追跡調査の結果、PMとしての活動の質を高めるために有効
なネットワーキング活動に関するニーズを把握

期を跨いだ修了生の事例共有・意見交換等の場を提供する交
流会を予算化し修了後の支援活動を強化する計画を進めた。

➢ 事業に反映させる枠組みの検討として、身につけるべき能力・
スキルをより明確にし、各講師への調査・意見交換を行い、カ
リキュラム全体の現状を把握して今後に向けた検討を行った。

■研修生の満足度
➢ 第1ステージ講義・演習の満足度は、オンライン研修実施でも

高水準を維持。

➢ 研修生全員が、プログラムの企画・立案にメンターの助言が
役立ったと回答。

プログラム・マネージャーの育成

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期

81% 95% 89% 90% 93% 95% 91%

※7期はR3実施分のみ

オンライン

修了評価
選考
▼

選考
▼

公募～第1ステージ 第2ステージ～修了

R3業務実績

■マネジメント人材の輩出・活躍
➢ 第4期生が外部有識者による修了評価を受け、5人がマネジ

メント能力を有すると認められ、修了認定された。
➢ 追跡調査の結果、修了生の7割超がプログラム・マネジメント

に係る活動を実施、このうち3分の2超が他機関と連携してお
り組織の枠を超えた取組の実践を確認。
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■研修の効果的、効率的な運用
➢ 第1ステージの講義・演習の運用改善
• コロナ禍の中、オンライン研修を実施、運用。講義の質

を維持しつつ、グループ ワークの意見集約における整
理・可視化のメリットも活用。

• 機構職員によるプロジェクトマネジメント（SIP）の事例
研修を実施。マネジメント現場における実践的内容を
幅広く盛り込んだ内容として実施。

➢ 応募者拡大に向けた取組
• 効果的な周知のためインタビュー動画を作成し活用。

リモートメリットを活かし地方も含めた大学等への個別
説明を強化及び上長の応募に対する理解を深めるた
め上長向けの説明を推進



■研究倫理教育普及定着
➢ 研究倫理の普及定着を目指し、研究

機関での講習会を実施
（6回 507人）

• 「研究費不正」「論文不正」防止の
パンフレット（日・英・中）を活用

• 米国の研究公正局（ORI）製作映像
教材にて、研究不正を疑似体験し、
意思決定について能動的に学習

公正な研究活動の推進

オンラインでのワークショップの様子

■研修会の参加者の満足度（アンケート）
➢ アンケートの結果、「公正な研究活動の推進に有効で

ある」との意見が多く得られた。
出前講習 100% ワークショップ 98％

■とても有効である ■有効である
■どちらかというと有効でない ■有効でない

■研究倫理教育高度化
➢ 研究機関での研究倫理教育の高度化推進のための

研修会等を実施

研究公正ワークショップ 3回 計89人
• 研究機関の研究倫理教育担当者が

研究倫理教育の教育目標や手法を
議論・情報交換

• 研究不正防止だけでなく、 責任ある研究活動を推進

研究公正シンポジウム 567人
• 人文社会科学系・ライフサイエンス系・理工系の特徴的な

研究公正上の課題についての講演・パネルディスカッション

➢ 対話型教育手法の普及促進のための映像教材の開発
• 理工学研究室を舞台とした准教授と博士課程学生を主人

公とする2つの映像教材を制作

■研究倫理の情報発信
➢ 研究公正ポータルを運営し、研究倫理に関する情報を

国内外に広く発信

• ガイドライン、教材、大学・
研究機関、学協会情報

• JSPS、AMED、NEDO、
BRAINと連携

■(他)機構事業への参加研究者の研究倫理教育
• 機構事業代表者等への研究倫理講習 37回 1,092人
• 機構事業参画研究員等へのeラーニング（eAPRIN）

登録者数：3,673名

52%
46%

1% 1%

50%50%

0% 0%
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４．世界レベルの研究基盤を構築するための
大学ファンドの創設



世界レベルの研究基盤を構築するため大学ファンドの創設
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現状とファンド創設の狙い

◼ 研究力（良質な論文数）は相対的に低下

◼ 博士課程学生は減少、若手研究者はポストの不安定/任期付

◼ 資金力は、世界トップ大学との差が拡大の一途

スキーム

政府

大学ファンド 民間 等

研究大学

科学技術振興機構（ＪＳＴ）

運用担当理事/運用・監視委員会

資産運用
機関

資金拠出
資金配分

運用委託

運用益

資金拠出

資金拠出

運用や使途に関する基本方針

 世界トップ研究大学の実現に向け、財政・制度両面から
異次元の強化を図る

マッチング

制度概要

◼ 科学技術振興機構（ＪＳＴ）に大学ファンドを設置

◼ 運用益を活用し、研究大学における将来の研究基盤へ
の長期・安定投資を実行

◼ 参画大学は、世界トップ研究大学に相応しい制度改
革、大学改革、資金拠出にコミット

◼ 財政融資資金は50年の時限、将来的に大学がそれぞ

れ自らの資金での基金運用するための仕組みを導入。

✓ 大学の将来の研究基盤への長期・安定的投資の抜本強化

✓ 世界トップ研究大学に相応しい制度改革の実行

基本的枠組み

資金拠出大学ファンドの運用

◼ ５．１兆円（※）からスタート、大学改革の制度設計等を踏
まえつつ、早期に１０兆円規模の運用元本を形成
※政府出資0.5兆円（R2第３次補正予算）、財投融資4兆円 （R3財投計画額）、政

府出資0.6兆円（R3補正予算））

◼ 長期的な視点から安全かつ効率的に運用/分散投資/
ガバナンス体制の強化など万全のリスク管理

◼ 令和３年度中の運用開始を目指す

将来の研究基盤：大学等の共用施設、データ連携基盤
博士課程学生などの若手人材 等

統合イノベーション戦略推進会議(第8回)資料より一部修正
https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/8kai/8kai.html
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自己評価

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 ― ― ― B B B B

４．世界レベルの研究基盤を構築するための
大学ファンドの創設

評定
（自己評価）

国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成
果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の
最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、基本
指針及び基本方針に基づき着実な運営がなされているため評定をBとする。B



Input Action Output Outcome 

青：モニタリング指標 赤：評価指標

予算額

決算額

従事人員数

業務プロセス
評価軸：我が国のイノベーション・エコシステムの構築を目

指して、国から交付される資金等による大学ファン
ドを創設したか。

ガバナンス体制の構築

運用業務担当理事の任命

情報資源

アプリケー
ション

業務方法書の改訂及び資
金運用委託機関の選定

資金運用体制の構築

4.世界レベルの研究基盤を構築するための大学ファンドの創設 （評価軸・指標）

目標：資金運用益の活用により国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍
の推進に資する活動等を通じて、我が国のイノベーション・エコシステムの構築を目指し、大学ファンドの創設に向けた取組を進め
る。
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運用・監視委員会の支援

資金運用に係る基本方針
の作成・公表
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■資金運用体制の構築
➢ 運用業務担当理事は、関係府省と連携して人選を進め、令和3年6月1日に喜田

昌和 理事を任命した（機構理事長任命、文部科学大臣承認）。
➢ 機構の専従職員を新規に配属したほか、資金運用業務に従事する専門員（基

幹運用専門員、上席運用専門員、運用専門員等）の就業及び給与に関する規
定の整備を行った。採用した専門人材を運用資産毎に設置したユニットに配置
し、運用に関する体制を着実に整備した。また、将来的な各大学での基金運用
への寄与も視野に入れて、大学からも出向者を受け入れている。

➢ 運用受託機関の選定
•資産管理機関及び運用受託機関については、運用・監視委員会の議を経た上
で資産及び運用手法ごとの選定基準を定め、これをもとに資産管理機関及び
運用受託機関を選定し、令和３年度中に運用を開始した。

以下の取り組みにより、令和４年３月に大学ファンドを創設し、運用を開始した。文部科学大臣から通知された「助成資金運
用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針」に基づき着実に業務を実施している。

➢ 運用・監視委員会の支援
• 令和3年10月1日、文部科学大臣により5人の運
用・監視委員が任命され、令和3年度内に3回（11
月2日、1月21日、3月2日）の運用・監視委員会を
開催した。

• 資金運用、運用リスク管理に関する必要事項を審
議するため、投資委員会、運用リスク管理委員会
を設置。これを運用・監視委員会に適切に報告す
ることで、3線防衛の体制を強化。

➢ 資金運用に係る基本方針の作成・公表
• 「助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効
率的に行われるようにするための基本的な指針
（令和4年1月7日文部科学大臣決定）」に基づき助
成資金運用の基本方針を作成し、公表した。

➢ 業務方法書の改訂
• 令和3年11月2日の運用・監視委員会の議を経て、
助成資金運用の方法等に関する事項を追加した。

■ガバナンス体制の構築
➢ 3線防衛によるガバナンス体制の確立
• 「資金運用本部」及び「運用リスク管理部」を設
置したほか、令和4年1月に理事長直轄の組織
として「監査部」を新規に設置し、「投資部門（1
線）」と「リスク管理部門（2線）」が業務運営上
の牽制関係を構築し、さらに独立した「内部監
査部門（3線）」がこれを監査する3線防衛によ
るガバナンス体制を確立した。
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■経費の合理化・効率化

■人件費の適正化

■保有資産の見直し

■調達の合理化及び契約の適正化

ラスパイレス指数は、より実態を反映した、年齢・地域・学歴勘案では96.8であり、国家公務員と比較し
て低い水準。機構の場合、高学歴な職員が 1 級地に多く勤務しているため、年齢勘案では、 111.8 。

情報資料館筑波資料センターについては、不要財産納付に向けて関係各省との協議を進めた。

調達等合理化計画(令和3年度策定）において実施することとされている以下の各項目について、全
て着実に遂行。

（１）重点的に取り組む分野
①適正な随意契約の実施
②一者応札への取り組み
③効果的な規模の調達の実施

（２）調達に関するガバナンスの徹底
①随意契約に関する内部統制の確立
②不祥事の発生の未然防止・再発防止のための体制の整備
③不祥事の発生の未然防止・再発防止に係る研修等の実施

１．業務の合理化・効率化

評定
（自己評価） 中長期目標等における所期の目標を達成していると認

められるため、評定をBとする。B

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 B B B B B B B

文科省評価 B B B B B

➢ 一般管理費効率化 ： 令和2年度予算額に対し3.0%を効率化。（目標：対前年比平均△3％）
➢ 業務経費効率化 ： 令和2年度予算額に対し1.1%を効率化。（目標：対前年比平均△1％）
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１．予算、収支計画及び資金計画

３．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

２．短期借入金の限度額／４．重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 ／ 実績なし

評定
（自己評価） 中長期目標等における所期の目標を達成していると認

められるため、評定をBとする。B

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 B B B B B B B

文科省評価 B B B B B

・平成24年度一般会計補正予算（第1号）により出資等を受けた現金3,880百万円については、本事業において採択された課題の
成功終了及び不成功終了に伴い将来にわたって支出の見込がなくなった財産であることから、令和3年度中に国庫納付済である。

・平成24年度一般会計補正予算（第1号）により出資等を受けた現金200百万円については、本事業において出資を実施したベン
チャー企業から回収した出資元本分であって、事業計画に使途の定めがなく、将来にわたって支出の見込がないものであること
から、令和3年度中に国庫納付済である。

目的積立金は、中長期計画にて定められた使途である「機構の実施する業務の充実」に資するものとして、新型コロナウイルス感
染症に関する研究及び出資事業のため令和3年度に664百万円を支出した。

５．剰余金の使途

・令和3年度の自己収入額2,362百万円（機構収入予算に算入しない開発終了､中止による返金等2,394百万円を除く）｡予算額は1,534百
万円。

・科学技術文献情報提供事業においては、平成29年3月に策定した第Ⅳ期経営改善計画（平成29年度～令和3年度）に沿って平成30年
度よりオープンアクセス・オープンイノベーションの時代に適応した新サービスを実施した。令和3年度の当期利益の実績は344百万円

と、経営改善計画の目標値 29百万円を上回り、着実に繰越欠損金を縮減した。
・令和3年度末時点における一般勘定の利益剰余金は8,846百万円である。その主な内訳は目的積立金327百万円、積立金248百万円
および当期未処分利益8,271百万円である。（当期未処分利益の主要因は運営費交付金精算収益化額である）

・助成勘定における繰越欠損金は6,151百万円であり、その主な内訳は当期総損失6,100百万円である。これは為替リスクをヘッジしたこ
とによる評価損を会計ルールに沿って計上しているものである。
※金銭の信託は時価評価により残高増となっており、その他有価証券評価差額15,000百万円を計上している。

・金融資産は、一般勘定、文献情報提供勘定、革新的研究開発推進業務勘定、創発的研究推進業務勘定、経済安全保障重要技術育
成業務勘定ともに短期の預金・有価証券による運用を行い、適切な資金繰りの運営に取組んだ。また、助成勘定については、本格運
用開始までの準備行為として、銀行預金等により保全の措置を行った。
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１．内部統制の充実・強化

２．施設及び設備に関する事項

３．人事に関する事項

４．中長期目標期間を超える債務負担

５．積立金の使途

（統制環境及び統制活動） （リスク管理及びモニタリング） （情報と伝達及びICTへの対応）

（その他行政等のために必要な業務）

LED照明化工事（東京本部）、施設整備に関する年度計画に基づき、給湯設備及び消防設備更新等の検討・調達準備等（外国人研究者宿舎）、
照明制御設備、22KV受変電設備、防煙設備の更新等（日本科学未来館）を計画通り実施

ＳＩＰ ： 第2期2課題で管理法人としてプログラムを推進し、顕著な成果創出を支援。
受託事業 ： 関係行政機関から一般競争入札（総合評価）、企画競争等を通じて受託。

・新型コロナウイルス感染症への対応
「JSTプランB」

・戦略的事業マネジメントの実施
・リスクへの対応
・内部統制活動にかかる取り組み方針に基づ
きPDCAの実施 等

・在宅勤務時のOA環境整備
・業務集約化やシステム改修における要件定義
の支援
・ファンディングデータの整備の推進
・内部向けシステムの相談窓口開設
・CISO、CIOの協働体制の維持 等

評定
（自己評価）

法人の活動により、中長期目標等における所期の目標
を上回る成果が得られていると認められるため、評定を
Aとする。A

H29 H30 R1 R2 R3 見込 期間

自己評価 B A A A A A A

文科省評価 B A A A A

令和3事業年度に42百万円の取崩を行い、新型コロナウイルス感染症に関する研究費の一部に充当

（人材育成）係長級、課長代理級、課長級の階層別既任者研修の実施、E-learningシステム活用、研修ガイドブックの取りまとめ
（職場環境）全職員がテレワークを可能とする運用、フレックスタイム制の正式導入
（人事制度の改善）職務要件に基づき、業績評価における目標管理設定の運用の見直し
（ダイバーシティ）ダイバーシティ意識等に関する職員意識調査の実施、「輝く女性研究者賞（ジュン アシダ賞）」及び「羽ばたく女性研究者賞の
実施

・リスク管理の高度化の推進（リスク管理DB等）
・監事監査、内部監査、外部監査の実施
・コンプライアンス月間（毎年10月）の取組
・コンプライアンス階層別研修、メルマガの取組
・研究倫理に関する講習会の実施
・新型コロナウイルス対策の実施（事業・業務推進
に関するガイドラインの策定） 等

中長期目標期間を超える債務負担 ： 令和3年度末時点 68,435百万円※

※うち65,152百万円は複数年度で実施する研究開発によるもの
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■理事長イニシアティブによる戦略的な業務・組織マネジメントの実施
【新型コロナウイルス感染症への対応「JSTプランB」】
• 理事長のイニシアティブのもと、新型コロナウイルス感染症への対応について医療関係機関が実施する「プランA（ワクチ

ン・治療薬開発）」と並行して、新型コロナウイルスの存在を前提にしつつも制限無く移動ができ、自由に人と会える・集える、
経済活動ができる社会を実現するための、非医療分野の研究開発「JSTプランB」を引き続き推進。長期化する新型コロナ
ウイルス感染症に関連した諸課題に対応するための研究開発を加速。

➢ SICORPにおいて米国NSF、英国UKRI、仏国ANR、カナダNRCと連携し「非医療分野における新型コロナウイルス感染症関
連研究」を実施。令和3年5月から研究を開始。日英共同研究ではオミクロン株の特性をいち早く解明。

➢さきがけにおいて「パンデミックに対してレジリエントな社会・技術基盤の構築」領域を創設し、人文学・社会科学分野の提案
を積極的に採択する選考方針を掲げ、公募を実施（研究総括 東北大学押谷教授）。

➢ RISTEXにおいて令和2年度に実施したコロナ禍における社会問題への市民意識変容に関する調査の結果等を踏まえ、コロ
ナ禍において先鋭化した「社会的孤立・孤独」の予防をテーマに特別枠を新設。

■リスクへの柔軟な対応
• 大学ファンドの運用開始にあたり、投資部門（第１線）、リスク管理部門（第２線）、監査部門（第３線）による「三線防衛」体制

を確立するため、運用リスク管理機能として「運用リスク管理部」、理事長直轄の中立的な内部監査機能として「監査部」を
設置した。

■ダイバーシティの推進
• 新卒の新入職員における女性採用比率については、直近5年間平均５０％以上を継続。女性管理職比率については、第5

次男女共同参画基本計画に基づき、令和7年度末18％を目指す。また、障がい者雇用率については法定雇用率２.６％を
達成。

• 女性研究者の活躍促進のため、駐日ポーランド共和国大使館とともに「羽ばたく女性研究者賞（マリア・スクウォドフスカ＝
キュリー賞）」を創設。ライフイベントが想定されると同時に研究者として活躍が最も期待される20代後半から30代前半の女
性研究者を対象に実施。表彰を通じた今後のキャリア形成や国際的な活躍の端緒となることに期待。

【戦略的事業・組織マネジメントの実施】
• 国の施策である複数の大型事業を理事長の指揮のもと、組織をあげて迅速に対応・推進。
➢我が国として確保すべき先端的な重要技術に係る研究開発を推進するため、経営企画部に「経済安全保障重要技術育成

プログラム準備室」を設置し、令和3年度補正予算成立後、早急に基金を造成（令和４年３月）。また、大学ファンドの創設に
向け機構のガバナンス体制や運用体制を構築し、運用を開始するなど、理事長の強力なリーダーシップにより、対応方針
の迅速な決定や、人員をはじめとする経営資源の重点的な配分が可能になり、その実行が上記事業の格段の進捗につな
がった。
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