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日本 

STI 関連の最新トピック 

 東日本大震災により破壊された経済・社会インフラの再構築と活性化 

 研究開発（R&D）活動の見返りを高めることで日本社会のニーズへの対応を強化 

 政府の調整機能の強化 

 

STI（科学・技術・イノベーション）システムの一般的

特徴：日本は、GDP ベースで米国、中国に次ぐ世界第

3 位の経済大国である。1990 年代以降、景気減速から

抜け出せず、成長見通しは、人口高齢化の進展、社会

保障費への財政圧力、高水準の政府債務残高（GDP 比

180%以上）、最近の危機と自然災害の影響などによって

脅かされている。日本の STI システムでは、世界有数

のR&D投資額を誇る大手企業グループが主流を占めて

いる（パネル 1（e））。日本の企業部門は国内 R&D 支出

総額（GERD）の 77%を占め、R&D集約度の高さはOECD

有数である（2010 年は GDP 比 2.49%）（1（d））。R&D の

主体は、基本的に、ハイテク製造業とミディアム・ハ

イテク製造業であり、テレビと通信機器が企業 R&D 支

出（BERD）の 17%、自動車が 16%、医薬品が 10%を占

めている（パネル 2）。国全体の R&D 努力やその成果に

対する中小企業や新興企業の参加は比較的限られてい

る（1（i））。日本の大企業によるイノベーションは、受

託型の公的研究（1（o））や国際共同研究（1（q）（r））に対

する依存度より、企業グループ内のオープン・イノベ

ーションに対する依存度の方が高い。三極国際特許

（GDP 比）は OECD 諸国で最高である（1（f））。日本は、

三極国際特許では OECD の 32%を占めるものの、GERD

では OECD の 14%を占めるに過ぎない。日本は、環境

関連技術と情報通信技術（ICT）の分野で顕示技術優位

指数(revealed technological advantage, RTA）、が高く、か

つ増加している（パネル 3）。また、ICT インフラ、特

に無線ブロードバンドアクセスがよく整備されている

（1（l））ほか、健全な技能基盤も有している。成人に占

める高等教育修了者の割合（44%）は、EU 平均（26%）

よりはるかに高く、米国（41%）よりわずかに高い（1

（s））。「OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）」の科学分

野では、日本は成績上位層の生徒の割合が 17%であり、

フィンランド、ニュージーランドに次ぐ OECD 第 3 位

である（1（t））。しかし、若者（特に女性）の博士課程

進学率が低いことや理工学の専攻者数が少ないことに

より、理工学の博士課程修了者は極めて少ない（1（u））。 

STI 関連支出の近年の変化：日本の 2010 年の GERD は

GDP 比 3.26%（1,410 億米ドル）で、OECD や EU の水

準を大幅に上回るとともに、R&D 集約度もスウェーデ

ン、デンマーク、韓国と並び有数の高さにあった。し

かし、実質ベースで見ると、日本の GERD は 2005～2010

年に、経済危機時における企業の支出の急減によって

停滞した。政府は景気対策費のうち 86 億米ドルを科学

技術分野に振り向けたが、これを穴埋めできなかった。

厳しい財政事情にもかかわらず、科学技術予算は維持

されている。予算が拡大されている部門もある（エネ

ルギー、グリーン技術、科学）。 

STI 全体戦略：「新成長戦略」（2010 年）は、2020 年ま

でに GERD の GDP 比を 4%にするという目標を掲げる

とともに、重点分野型のアプローチから課題主導型の

アプローチへと転換する STI 政策の大幅な変革を導入

した。第 4 期科学技術基本計画（2011～2015 年）では、

グリーン・イノベーションとライフ・イノベーション

の促進が戦略的な優先課題とされている。東北地方に

壊滅的な打撃を与えた 2011 年の東日本大震災後の復

旧・復興には、2,100 億米ドル以上の費用がかかると推

計されているが、これは今や国の科学技術政策の第 3

の柱となっている。 

 

主要データ 

労働生産性、労働 1 時間当たり GDP、米ドル、2010 年 39.4 GERD、GDP 比、2010 年 3.26 

（年伸び率、2005～2010 年） (+0.9) （年伸び率、2005～2010 年） (+0.0) 

環境生産性、CO2 排出量 1 単位当たり GDP、米ドル、2009 年 3.74 公的資 GERD、GDP 比、2010 年 0.74 

（年伸び率、2005～2009 年） (+2.3) （年伸び率、2005～2010 年） (+0.0) 
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図 10.25. 日本における科学とイノベーション 

パネル 1. 国の学術・イノベーション制度の実績比較、 2011 年 
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b. イノベーションのための交流と人材 
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Note: Normalised index of performance relative to the median values in the OECD area (Index median = 100).
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STI 政策のガバナンス：公的研究機関や研究資金提供機

関などを含む独立行政法人改革は、法人数の削減とそ

のガバナンス構造の改革を目指している。 

科学的基盤：日本の公的研究システムは、応用的／実

験的 R&D への志向性が強い（公的 R&D 支出の 70%）

ほか、公的研究機関への依存度が高い（41%）（パネル

4）。日本には世界水準の大学がほとんどなく（1（b））、

一流科学誌への日本人研究者の寄稿論文も非常に少な

い（1（c））。これは、公的 GDP 費（GDP 比 0.71%）から

期待される水準を大幅に下回り、OECD 平均並みの水

準である（1（a））。2012 年の科学技術予算は、将来の経

済成長を支える基礎研究向け助成金を増やしている。 

企業 R&D とイノベーション：企業部門への公的財政支

援は限られており、企業は R&D 活動の 98%を自己資金

で賄っている。助成の主な手段は税制優遇措置である

が、2005 年以降、直接助成も相対的に増えている。2009

年には、交付金、融資、委託契約が、企業 R&D に対す

る公的助成の 35%を占めたと推計されている（パネル

4）。 

クラスター／地域政策：地域のエンパワーメントは、

日本、特に最近の被災地の最も重要な課題のひとつで

ある。2011 年には、大学・産業間の知識移転を通じた

地域の活性化に向け、新たな「地域イノベーション戦

略支援プログラム」が導入された。これは、2010 年に

終了した「知的クラスター創成事業」など、これまで

のクラスター関連事業を生かしたものである。復興庁

も地域産業の活性化に寄与している。 

知識フローと実用化：科学研究の実用化は、ここ何十

年か日本の STI 政策の優先課題となっており、そのこ

とは、1990 年代半ば以降、大学から産業界への技術移

転促進策が多く取られていることに反映されている。

例えば、A-STEP（研究成果最適展開支援プログラム）

は、R&D に関する中長期的な協力を円滑化するための

全体目標を明確化するとともに、実用化の各段階での

技術開発を可能にする複数の資金助成プログラムを組

み合わせたものである。「新成長戦略」は、知的財産権

の活用も奨励している。オープン・イノベーションへ

の機運の高まりを受けて、特許使用許諾や共有特許に

関する新制度が 2012 年に施行される。 

 

グローバル化：「新成長戦略」は、日本へのヒト・モノ・

カネの流れを 10 年以内に倍増させるという目標を掲げ

ている。今日、日本は韓国と並んで、海外からの GERD

助成の対 GDP 比が OECD 諸国で最も低い（0.4%）。2010

年の「日本国内投資促進プログラム」は、法人税率の

引き下げと投資手続きの規制緩和を通じて海外直接投

資（FDI）を加速するよう提言した。また、このプログ

ラムには、R&D 拠点やグローバル企業のアジア本社を

日本に呼び込むための広範な取り組みも盛り込まれて

いる。税制措置や補助金などのインセンティブについ

ても、企業認証制度の下で整備を図るべきである。 

人的資源：政府は、放送大学の施設改善、専修学校の

教育訓練促進、資格認定枠組みの強化を通じて、生涯

学習に資金を投じている。生涯学習活動を通じて社会

的課題に対処すべく、「全国生涯学習ネットワークフォ

ーラム」が開催されている。 

グリーン・イノベーション：グリーン・イノベーショ

ンは、日本にとって優先順位の高い課題である。環境・

エネルギー技術開発を目的とした「グリーン・イノベ

ーションによる環境・エネルギー大国戦略」が発表さ

れた。これは、2020 年までに環境分野で 4,680 億米ド

ル超の新規需要と 140 万人の雇用を創出するとともに、

国内民間部門の技術を利用して温室効果ガス排出量を

1990 年比で 25%削減することを狙いとしている。2011

年の東日本大震災後、日本政府は 2012 年に「グリーン

成長戦略（仮称）」を策定することを決定した。 
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パネル2. 企業R&D支出(BERD)の構成、2009年 

BERD 総額に占める割合 
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パネル 3. 学術分野における顕示的技術優位性、2007-09 年 

特許協力条約(PCT)の特許出願に基づく指数 

26.2 4.0 2.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bio- and nano-
technologies

ICT Environment-related 
technologies

OECD median Japan EU27 Japan (1997-99)

% of PCT patent 
applications  filed by 

パネル 4. 政府のイノベーション政策ミックス概要、2010 年 

 

1. Balance as a percentage of the sum of HERD and GOVERD. 

2. Balance as a percentage of total GBAORD. 

3. Balance as a percentage of total funding to national performers. 

4. Balance as a percentage of the sum of HERD and GOVERD funded by government and higher education and components of (5). 

5. Balance as a percentage of the sum of indirect funding of business R&D and innovation through R&D tax incentives and direct funding of BERD 

through grants, contracts and loans. 

Source: See reader’s guide and methodological annex. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932690605 


