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要旨
2016 年度から開始した第 5 期科学技術基本計画では地方創生に資するイノベーション
の構築があげられており、地域主導による科学技術イノベーションの支援、推進が必要で
あるとされている。地域主導による科学技術イノベーションを実現するためには、地域自
身 が 地 域 の 特 性 を 知 る 必 要 が あ る 。 具 体 的 に は 、 地 域 に お け る 科 学 技 術 に 関 連 す る 資源
（Input）及び活動（Output）の状況を認識し、地域の特徴と強み弱みを自己分析すること
が重要である。そこで本調査では、「地域科学技術指標 2016」と同じ枠組みで地域におけ
る科学技術の資源と活動の現状を把握するため、①企業、②非営利団体・公的機関、③大
学、④自治体（科学技術関連予算）、⑤科学研究費助成事業（科研費）、⑥産学連携、⑦特
許、⑧論文の 8 つの項目に着目し分析した。
本調査から見る地域の状況は、人口や企業が集積している大都市圏において科学技術に
関連する項目の数値が高く、地域イノベーションのポテンシャルが高いと言える。また、
研究開発費や人材の資源配分において地域間格差が拡大しているとは言いきれないが、企
業や大学などが集積している東京圏をはじめとした 3 大都市圏において資源配分は集中・
固定しているという状況が確認された。
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ABSTRACT
In the Fifth Science and Technology Basic Plan that started in FY 2016, the establishment
of innovation that contributes to regional creation is mentioned, and support and promotion of
region-led science and technology innovation is said to be necessary. In order to realize region-led
science and technology innovation, the region itself needs to know the characteristics of the region.
Specifically, it is important to recognize the situation of resources (Input) and activities (Output)
related to science and technology in the region, and self-analyze the characteristics and strengths
and weaknesses of the region. Therefore, in this survey, we analyzed the current state of science
and technology resources and activities in the region by focusing on 8 items. (The same framework
as "Regional Science and Technology Indicator 2016"): ①Company, ②Nonprofit Organization
and Public Research Institution, ③ University, ④ Local Municipality, ⑤ Grant-in-Aid for
Scientific Research (KAKENHI), ⑥Industry-University Collaboration, ⑦Patent, ⑧Article
Regarding the situation of the area seen from this survey, the numerical values of the items
related to science and technology in the metropolitan area where the population and companies are
concentrated are high. Although it can not be said that regional disparities are expanding in R & D
expenditure and resource allocation of human resources, resource allocation is concentrated in the
three metropolitan areas including the Tokyo metropolitan area where corporations and universities
are accumulated The situation was confirmed.

