
令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（内閣府関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署

科学技術イノベー
ション創造推進費

継続 555.0 555.0

総合科学技術・イノベーション会議が主導し、府省・分野の
枠を超えた横断型プログラムである戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ）、⺠間投資誘発効果の⾼い領域等に
各省庁施策を誘導する官⺠研究開発投資拡⼤プログラム（Ｐ
ＲＩＳＭ）等を推進する。第６期科学技術・イノベーション
基本計画に基づき、我が国が⽬指す将来像（Ｓｏｃｉｅｔｙ
5.0）の実現に向けて、バックキャストで設定した課題につい
て、フィージビリティスタディを通じて絞り込んだ技術・事
業の両⾯からインパクトが⼤きいテーマをＳＩＰにおいて推
進する。

研究者

トップダウン型国
際頭脳循環の推進

新規 事項要求 ー

内閣府主導で、国内トップ研究者や在外公館の科学技術フェ
ロー等の情報を元に、今後、注⼒すべき重要分野を設定した
上で、我が国と欧⽶等先進国のトップ研究者同⼠を国際共同
研究を通じて結び付け、次の先端技術をリードする研究を⾏
い、我が国の次世代のトップ研究者を育成することにより、
我が国が世界の流れから取り残されない構造的仕組みを構築
し、科学技術⼒の維持・向上を図る。

ー

スタートアップ・
エコシステムの形
成

戦略的な研究開発
の成果を活⽤した
スタートアップ事
業創出の推進

新規 50.0 ー
ＳＩＰ等の戦略的な研究開発プログラムの研究成果を活⽤し
たスタートアップによる事業創出を⽀援することで、研究成
果の早期実装や新市場の創出を推進する。

ー

知的財産戦略や宇
宙戦略の推進等

実⽤準天頂衛星シ
ステムや宇宙分野
における基盤技術
の開発など宇宙空
間の開発・利⽤の
戦略的な推進

宇宙開発利⽤推進
費

継続
28.0＋

事項要求
13.0

我が国の安全保障や経済社会における宇宙システムの役割が
⼤きくなる中、経済安全保障の観点も含め、宇宙活動の⾃⽴
性の維持・強化に必要な技術開発・実証に取り組む。具体的
には、防災や通信など社会⽣活を⽀えるシステムとして今後
の主流となりつつある⼩型衛星コンステレーションの関連技
術や、アルテミス計画が⽬標とする持続的な⽉⾯探査を実現
するために必要となる⽉⾯関連技術など、宇宙政策委員会の
下で優先的に取り組むべき技術課題を特定し、関係省庁の連
携や産学官の多⽤なプレーヤーの参画の下で、先進的な研究
開発・実証プロジェクトを強⼒に進める。また、開発成果の
宇宙実証及び将来を⾒据えた新規の技術開発等についても実
施する。

組織
宇宙開発戦略推進事
務局

科学技術・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
推進事務局 参事官
（総括担当）

事業名

科学技術・イノ
ベーション政策の
戦略的推進

科学技術・イノ
ベーション政策等
の推進

スタートアップ⽀援など成⻑を⽀える科学技術イノベーション政策等の推進
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（内閣府関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

デジタルの⼒を活⽤した地⽅創⽣と地域振興の推進
デジタルの⼒を活
⽤した地⽅創⽣の
推進

デジタル⽥園都市
国家構想の実現に
よる新たな地⽅創
⽣の推進

地⽅⼤学・地域産
業創⽣交付⾦

継続 22.0 22.0

地⽅⼤学・産業創⽣法（平成30 年法律第37 号）に基づく交
付⾦として、⾸⻑のリーダーシップの下、デジタル技術等を
活⽤し、産業創⽣・雇⽤創出を中⼼とした地⽅創⽣と、地⽅
創⽣に積極的な役割を果たすための組織的な⼤学改⾰に⼀体
的に取り組む地⽅公共団体を重点的に⽀援し、地域産業創⽣
の駆動⼒となり特定分野に強みを持つ地⽅⼤学づくりを各地
で進め、地域における若者の修学・就業を促進する。

組織 地⽅創⽣推進事務局

⼥性や障害者など全ての⼈が参加し能⼒を発揮できる社会の実現
⼥性版⾻太の⽅針
に基づく取組の推
進

⼥性の経済的⾃⽴
⽀援

理⼯系分野におけ
る⼥性活躍推進

継続 0.3 0.2

⼥性デジタル⼈材の育成に向けて、ＩＴ業界の動向やロール
モデルを⽰すなどにより、ＩＴ業界への就労・転職意欲を⾼
める。また、産学官が連携し、⼥⼦⽣徒の理⼯系進路選択を
⽀援するとともに、保護者・教員等に対する情報提供等を総
合的に実施する。

ー
男⼥共同参画局総務
課
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１．政府全体の科学技術関係予算の戦略的策定

進化した「科学技術重要施策アクションプラン」等により、各府省の概算要求の検討段階から総合科
学技術・イノベーション会議が主導。政府全体の予算の重点配分等をリードしていく新たなメカニズムを
導入。（大臣が主催し、関係府省局長級で構成する「科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ予算戦略会議」を開催）

総合科学技術・イノベーション会議が府省・分野の枠を超えて自ら予算配分して、基礎研究から出口
（実用化・事業化）までを見据えた取組を推進。

２．戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）

エスアイピー

２

３．官民研究開発投資拡大プログラム（ＰＲＩＳＭ）
プ リ ズ ム

平成30 年度に創設。 高い民間研究開発投資誘発効果が見込まれる「研究開発投資ターゲット領域」
に各省庁の研究開発施策を誘導し、官民の研究開発投資の拡大、財政支出の効率化等を目指す。

４．ムーンショット型研究開発制度

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）を推進。野心的な目標設定の下、世界中から英知を結集し、失敗も許
容しながら革新的な研究成果を発掘・育成。
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＜SIPの特徴＞
○総合科学技術・イノベーション会議が、社会的に不可欠で、日本の経済・産
業競争力にとって重要な課題、プログラムディレクター（ＰＤ）及び予算を
トップダウンで決定。
○府省連携による分野横断的な取組を産学官連携で推進。
○基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で研究開発を推進。
規制・制度、特区、政府調達なども活用。国際標準も意識。

○企業が研究成果を戦略的に活用しやすい知財システム。

＜予算＞
○平成26年度から平成30年度まで5年間で第1期を実施。11の研究課題につい
て総額1,580億円（1～4年目：325億円、5年目：280億円）の予算を計上。

○平成30年度から令和４年度まで５年間で第2期を実施。12の研究課題につい
て総額1,445億円（1年目：325億円、2～5年目：280億円）の予算を計上。

３

* 科学技術イノベーション創造推進費は、SIP以外に医療分野の研究開発関連の調整費として175億円、官民研究開発投資拡大プログラムとして100億円を確保。
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官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）概要

 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）は、総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）の司令塔機能を強化する

ために、平成30年度に創設（100億円） 。

【目的】

民間研究開発投資誘発効果の高い領域又は財政支出の効率化に資する領域への各府省庁施策の誘導を図ることを
目的とする。

【事業概要】

○ ガバニングボードは、領域を設定し、予算の配分等に強い権限をもった領域統括の下、統合イノベーション戦略に基づ

く各種戦略の実現に必要な施策を、トップダウンで決定。対象施策に係る研究開発の加速、新規研究開発課題の前倒し

等に必要となる経費を、内閣府より追加配分。＜研究開発型：平成30年度より実施＞

[令和４年度領域：AI技術、建設・インフラ維持管理／防災・減災技術、バイオ技術、量子技術 ]

○ 中長期的に官民研究開発投資の拡大を図るため、令和元年度から、国立大学における民間資金獲得を推進する事業、

令和２年度から、スタートアップ・エコシステム拠点形成による創業環境整備を推進してスタートアップを支援する事業、

令和３年度から、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に基づく新SBIR制度における省庁連携を加速さ

せる事業、社会課題解決や国際市場獲得等を促進する標準活用施策の加速化支援をする事業を実施し、令和４年度は、

地域と連携した外部資金拡大に意欲のある地域中核大学を支援する事業を実施予定。＜システム改革型＞

○ イノベーション創出につながる官民研究開発投資の拡大。

○ 民間資金・寄付金など外部資金を拡大できる経営基盤の
形成による、大学等に対する企業の投資額の増大。新
SBIR制度の加速と、スタートアップ・エコシステム拠点の形
成による、スタートアップへの投資額の増大。標準活用の
加速化による社会課題解決や国際市場獲得。

内閣府

研究主体
（企業、大学、
研究開発法人等）

研究開発
法人等

移し替え
委託費等

委託費等

運営費交付金等
各省庁

推進費

各省予算

推進費

資金の流れ 期待される効果

２
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13

国際頭脳循環・国際共同研究の促進に向けた施策全体像

大学 大学院
（修士課程）

大学院
（博士課程）

ポスドク
15,590人

学生数：
2,625,688名

学生数：
162,458名

学生数：
75,295名

うち外国人学生数:
86,791名

うち外国人学生数：
34,300名

うち外国人学生数：
19,698名

大学教員
190,448人

うち外国人教員数：
9,526名

【大学学部から修士、博士及び大学教員各段階の在籍者数】

【大学の国際化推進を含む主な国際頭脳循環・国際共同研究関係施策】

【（①アウトバウンド）留学制度による海外留学支援】

【海外特別研究員制度】
長期：約200名/年

【（②インバウンド）世界トップレベル研究拠点形成プログラム】
採択機関 13機関

【④ジョイント・ディグリーの推進】

【外国人特別研究員制度（一般）】
長期：約300名/年

【若手研究者海外挑戦プログラム】
中短期：約140名/年

【科研費新種目「国際先導研究」】
※若手研究者派遣 長期：30名程度/年

短期：200名程度/年

※ポスドクの人数は「ポストドクター等の雇用・進路に関する調査」（NISTEP・2018年度実績）による。
それ以外の数値は令和３年度学校基本統計を出典としている。

【③国際共同研究事業】
SICORP、SATREPS、国内向け研究事業の開国

【（①アウトバウンド）新たな流動モードの促進】
①アウトバウンド
・海外PIから対価を得ながら研究・学位取得を行う「移籍型渡航」の
「新たな流動モード」を促進。

・海外特別研究員制度による渡航など、基盤的なフェローシップ型渡航も引き
続き推進。

・海外留学促進施策とも連携し、海外への移籍型渡航の定着に向けた機運
を醸成。

②インバウンド
・WPIで得られた国際的な研究環境整備のポイントを整理し、関連指標を

整理しつつ他大学への水平展開を促進。
③国際共同研究
・第３階層国際共同研究予算の拡充、国内向け研究事業の「開国」による
転換・拡大を推進。

④ジョイント・ディグリーの推進
・大学学部・修士段階から一層国際的な素養を身に着けるため、ジョイント・
ディグリーの拡大を推進。

⑤博士課程学生支援
・経済的支援の抜本的な拡充に加え、RAとしての処遇改善の促進により、博
士課程進学のインセンティブを一層与えるとともに海外経験の付与を促
進。また、海外の優秀な人材からも魅力的な環境を創出。

国際頭脳循環・国際共同研究推進に向けた戦略的考え方

【⑤博士課程学生支援】
・大学フェローシップ事業・次世代研究者挑戦的研究プログラムによる経済的支援
・創発的研究支援事業における博士課程学生等へのRA支援
⇒計8,800人を支援（令和4年度）
※合わせて、PI等によるRA経費支給の適正化を図る
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宇宙基本計画工程表改訂に向けた重点事項のポイント
＜重点事項のポイント＞＜最近の情勢＞

１．宇宙安全保障の確保
• 我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさと
不確実性を増しているところ、宇宙空間を
活用した情報収集、通信、測位等の能力
を一層向上していくことが重要

• 準天頂衛星システム７機体制を2023年度目処に実現するとともに、情報収集衛星等の宇宙システムを着実に整備する。
• 極超音速滑空弾（HGV）探知・追尾の実証に係る調査研究など、ミサイル防衛等のための小型衛星コンステレーションにつ
いて検討を進める。

• 宇宙状況把握システムの実運用を2023年度から開始するとともに、宇宙状況監視衛星を2026年度までに打上げるなど、
宇宙状況把握の体制強化を進める。

３．宇宙科学・探査による新たな知の創造
• 月面の有人探査等を目指すアルテミス計
画について、米国を中心に取組が本格化

• 欧米や中国等の火星探査計画が活発化

• アルテミス計画に参画し、ゲートウェイ（月周回有人拠点）の機器開発等を進めるとともに、有人与圧ローバ（宇宙服無しで
長期間搭乗できる月面探査車）等の研究開発を民間と協働で推進し、米国人以外で初となることを目指して、2020年代後
半に日本人の月面着陸の実現を図る。

• 2029年度の人類初の火星圏からのサンプルリターン実現に向け、2024年度に火星衛星探査計画（MMX）の探査機を
確実に打ち上げる。

• 世界的にロケット打ち上げの需給がタイト
化し、打ち上げ価格の上昇が見込まれる

• 宇宙光通信ネットワーク等の技術は今後
広く活用が見込まれ、経済安全保障上も
重要

• 技術基盤の強化には、プロジェクトを立ち
上げてから研究開発する対応では不十分

我が国の宇宙活動を支える総合的基盤の強化
• 小型衛星コンステレーションの構築に向け増加する衛星打上げを国内で実施できるよう、H3ロケットのさらなる競争力強化（複
数衛星同時打上げを可能にするなど）に向けた研究開発や、打上げ高頻度化に向けた射場等運用システムの整備・改善を進
めるとともに、政府による活用等を通じて民間小型ロケットの事業化を促進する。また、将来宇宙輸送システムを研究開発する。

• 小型衛星コンステレーションによる光通信ネットワーク等の技術について、できる限り早期に実証衛星を打ち上げることを念頭に、
我が国が先行して獲得するための取組を行う。また、量子暗号技術など宇宙ネットワーク基盤技術の研究開発を進める。

• 通信障害などをもたらすおそれのある太陽フレア（太陽表面の爆発現象）等を予測する宇宙天気予報の高度化に取り組む。
• 日米豪印の４か国による宇宙分野の協力を推進する。
• 小型衛星の開発等に参画する機会を提供する等を通じて、人材育成を推進する。

４．宇宙を推進力とする経済成長とイノベーションの実現
• 宇宙産業の拡大には、宇宙利用の拡大と
イノベーションの創出の好循環が重要

• 米国では、ベンチャー企業が宇宙ビジネス
の拡大をけん引

• 準天頂衛星システムや衛星データを利用した製品・サービスの開発・事業化を目指すベンチャー企業等への支援を強化し、地域
の課題解決につながるデータ利用ソリューションなど、宇宙利用の拡大を図る。

• 政府によるサービス調達等により、ベンチャー企業等の新たな取組を促進する。
• 宇宙港の整備などによるアジアにおける宇宙ビジネスの中核拠点化を目指して、必要な制度環境を整備する。
• 軌道利用ルールなど宇宙交通管理の国際的なルール整備に向けて取り組む。

• 災害対策・国土強靭化が喫緊の課題とな
る中、衛星による貢献の可能性

• 2050年カーボンニュートラル達成に向けた
宇宙からの貢献への期待

２．災害対策・国土強靭化や地球規模課題の解決への貢献
• 高頻度観測が可能な我が国独自の小型のレーダー（SAR）衛星コンステレーションを2025年度までに構築すべく、関係府
省による利用実証を行い、国内事業者による衛星配備を加速する。

• 線状降水帯等の予測精度向上に向け、大気の３次元観測機能など最新の観測技術を導入した次期静止気象衛星を、
2023年度を目途に製造に着手し、2029年度の運用開始を目指す。

• 温室効果ガス・水循環観測技術衛星（GOSAT-GW）の2023年度打上げを目指すとともに、世界各国によるパリ協定に
基づいた気候変動対策の削減効果の確認に活用されるよう、排出量推計方法等の国際標準化に向けた取組を進める。

• 衛星から地上へのエネルギー伝送の実証を2025年度を目途に目指すなど、宇宙太陽光発電の実現に向けた取組を進める。

• 災害対策・国土強靭化が喫緊の課題とな
る中、衛星による貢献の可能性

• 2050年カーボンニュートラル達成に向けた
宇宙からの貢献への期待

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日
内 閣 府
宇宙開発戦略推進事務局

参考資料１
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事業概要（地方大学・地域産業創生交付金）

3

目的

期間

産業振興 ：若者を惹きつける地域産業・若者雇用の創出

大学改革 ：地方創生に貢献する地方大学づくり

計画期間 ：開始年度～10年間

国費支援期間 ：開始年度～ ５年間（６年度目以降は自走期間）

対象

予算

地方公共団体：都道府県、市区町村（共同申請可能）等

大学 ：地域に拠点があれば、国立・公立・私立のいずれも可

企業 ：地域で研究開発成果の事業化・産業化を担う企業

R4予算案 ：72億円（R3：72.5億円；内閣府計上分）

国費目安 ：５千万円～７億円／年（補助率：1/2, 2/3, 3/4）

経費
大学・企業・公設試での大学改革、研究開発、人材育成、事務局・会議運営費等
（人件費、謝金・旅費、環境整備、スタートアップ支援、地域・製品ブランディング、計画検証の調査費、等）

申請者

間接補助事業者

間接補助事業者

特定分野に強み
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国 業者等

○「理工チャレンジ」、夏のリコチャレに係る情報発信
○シンポジウム

・参加者数：300名程度
○理工系ネットワーク会議
○理工系女子活躍促進に向けた調査研究【拡充】
○STEM Girls Ambassadorsによるワークショップ

・開催回数：5回
・参加者数：500名程度

○我が国が国際競争力を維持・強化し、多様な視点や発
想を取り入れて科学技術・学術活動を活性化していく
ためには、理工系分野の女性研究者・技術者となり得
る人材を育成していく必要があります。

○平成27年12月に閣議決定された「第４次男女共同参画
基本計画」においては、「科学技術・学術における女
性の参画拡大」、「女性研究者・技術者が働き続けや
すい研究環境の整備」及び「女子学生・生徒の理工系
分野の選択促進及び理工系人材の育成」に取り組むこ
ととしています。

○また、2019年6月にすべての女性が輝く社会づくり本部
で決定された「女性活躍加速のための重点方針2019」
においても、理工系を始めとする科学技術・学術分野
における女性人材の裾野拡大を更に加速させるとして
います。

○ロールモデルとなる理工系分野で活躍する女性による
組織体（STEM Girls Ambassadors）により、女子生徒
等に対し、多様なロールモデルを見せるとともに、社
会全体で支援していく気運を醸成します。

理工系分野における女性の活躍推進
（男女共同参画ＨＰ整備等経費、理工系分野における女性活躍事業費）（内閣府男女共同参画局推進課・総務課）

2年度概算要求額 0.２億円（元年度予算額 ０.２億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○産学官による連携体制を構築し、女子生徒等の理工系
選択を促進する各事業を推進することで、理工系分野
における女性活躍を推進します。

期待される効果

業務請負

203

【通し番号161】
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