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１．科学技術イノベーション



産業界が直面する課題

東北大震災からの復興と再生

レジリエントエコノミーの実現

超円高のもとでの産業の海外移転と
国内空洞化対策

エネルギーの安定確保

省資源、資源代替

グローバル人材育成
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エレクトロニクス産業の競争力

１ JAソーラー（中国） 420

２ サンテックパワー(中国） 380

３ ファーストソーラー（米国） 350

４ Qセルズ（独） 310

５ シャープ（日） 310

６ インリー・グリーンエナジー(中国） 260

Li電池（2010、シェア(%)）

薄型TV（2010/2Q、シェア(%)）

１ 三洋電機（日） 24

２ ソニー（日） 20

３ サムスン（韓国） 15

４ ＬＧ化学（韓国） 12

５ パナソニック（日） 9

６ 日立マクセル（日） 3

出典：日経ビジネス（2010.12.6)

１ サムスン（韓国） 24.4

２ LGE（韓国） 14.1

３ ソニー（日） 12.8

４ パナソニック（日） 9.0

５ シャープ（日） 6.4

６ その他 33.3

出典：DisplaySearch

太陽電池 （2010/3Q、産量(MW)）

１ インテル（米） 41.4

２ サムスン（韓国） 28.3

３ 東芝（日） 12.4

４ TI（米） 12.4

５ ルネサス（日） 10.4

６ ハイニックス（台） 10.4

半導体(売上（10億ドル））

出典：ガートナー（2010.10)

研究開発で先行するも、事業の継続的な優位性に結びつかない

5出典：矢野経済研究所



HDD

シーゲート（米）
ウエスタンデジタル（米）
日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾚｰｼﾞ（日）
東芝（日）
サムソン（韓）

HDD

シーゲート（米）
ウエスタンデジタル（米）
日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾚｰｼﾞ（日）
東芝（日）
サムソン（韓）

磁気ヘッド
TDK（日）
シーゲート（米）
ウエスタンデジタル（米）
日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾚｰｼﾞ（日）

磁気ヘッド
TDK（日）
シーゲート（米）
ウエスタンデジタル（米）
日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾚｰｼﾞ（日）

磁気ディスク
シーゲート（米）
昭和電工（日）
ウエスタンデジタル（米）
日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾚｰｼﾞ（日）
富士電機ﾃﾞﾊﾞｲｽﾃｸﾉﾛｼﾞ（日）

磁気ディスク
シーゲート（米）
昭和電工（日）
ウエスタンデジタル（米）
日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾚｰｼﾞ（日）
富士電機ﾃﾞﾊﾞｲｽﾃｸﾉﾛｼﾞ（日）

スピンドルモータ
日本電産（日）
アルファナ（日）
ミネベア（日）

スピンドルモータ
日本電産（日）
アルファナ（日）
ミネベア（日）

サスペンション
日本発条（日）
ハチンソン（米）
マグネコンプ（米）

サスペンション
日本発条（日）
ハチンソン（米）
マグネコンプ（米）

LSI(SoC)
Maevell（米）
LSI（米）
STマイクロ（伊）
ルネサス（日）

LSI(SoC)
Maevell（米）
LSI（米）
STマイクロ（伊）
ルネサス（日）

ハードディスク（HDD）と主要部品の供給元
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ナノテクとメカトロニクスのすり合わせは競争に強い

ボイスコイルモータ
信越 （日）
MMI（中）
日立金属（日）
TDK（日）

ボイスコイルモータ
信越 （日）
MMI（中）
日立金属（日）
TDK（日）
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エレクトロニクス産業の発展

1970196
0
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0

2020

萌芽 技術導入 自主独創技術 変革期
グローバル化

課題解決型
イノベーション

経済回復 高度成長 貿易摩擦
バブル
景気

失われた
10年

持続的成長
の追求

エレクトロニクスの発展期
計算機

半導体（Si VLSI、化合物半導体）

記録デバイス（磁気記録、光記録)

画像デバイス & 光デバイス

科学技術フロントランナー

先端もの（コト）づくり

オープンイノベーション

国の施策

社会
状況

工技院

科学技術庁

科学技術会議

科学技術基本法

日本版バイドール法

総合科学技術会議

(1952)

(1956)

(1959)

(1995)
(1999)

(2001)

新エレクトロニクスの台頭
ナノテクノロジ、バイオテクノロジ、

情報通信技術の融合

課題解決型研究開発

（環境・エネルギー、健康、安心・安全）

「死の谷」の克復

知的財産・標準化の重視

コンカレントエンジニアリング

キャッチアップ

半導体、原子力

計算機、TV

1960 1970 1980 1990 20102000
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●共同研究所
●大プロ

●研究開発
クラスター



日本の基礎研究力は高まっている

• ２００８年サイエンス誌１０大ニュース総合第１位！
山中伸弥・京都大学教授
┗ｉＰＳ細胞

• 世界で、 も注目される研究者！

細野秀雄・東京工業大学教授（2008）

┗ 鉄系高温超伝導

審良静男・大阪大学教授（2004-2005、2005-2006）

┗ 自然免疫

• その分野で も注目されている研究者
大野英男・東北大学教授＜物理学＞（2011）

山中伸弥・京都大学教授＜医学・生理学＞（2010）

北川進・京都大学教授＜化学＞（2010）

審良静男・大阪大学教授＜医学・生理学＞（2008）

飯島澄男・名城大学教授＜物理学＞（2007）

十倉好紀・東京大学教授＜物理学＞（2003、2004、2005）

新海征治・九州大学教授＜化学＞（2003、2004、2005）

中村修二・カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授＜物理学＞（2003、2004、2005）

• ドイツのロベルト・コッホ賞＜Robert-Koch-Preis＞

２００８年 山中伸弥・京都大学教授
２００６年 河岡義裕・東京大学教授
２００４年 審良静男・大阪大学教授

物性・材料科
学関連の

世界標準へ

生理医学分野
の躍進

（Breakthrough of the Year 2008より）

（The Red-Hot Research Papers of 2008）

（“Hottest” Researchers）

期間中、 も多く引用された論文の著者(Thomson Reutersより）

ノーベル賞有力候補者（「トムソン・ロイター引用栄誉賞」より）

被引用回数が多い論文を、数多く発表した研究者(Thomson Reutersより）

※医学界における権威ある賞
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第１期第１期

基本計画基本計画

（（19961996--

20002000））

第２期第２期

基本計画基本計画

（（20012001--20052005））

第３期第３期

基本計画基本計画

（（20062006--

20102010））
全
会
一
致
で
成
立

全
会
一
致
で
成
立

科
学
技
術
基
本
法

科
学
技
術
基
本
法

科学技術政策の流れ

●政府研究開発投資
の拡充

５か年総額１７兆円

●新たな研究開発シス
テムの構築
・競争的研究資金の拡充

・ポスドク１万人計画
・産学官の人的交流の促
進
・評価の実施

●政府研究開発投資
の拡充

５か年総額１７兆円

●新たな研究開発シス
テムの構築
・競争的研究資金の拡充

・ポスドク１万人計画
・産学官の人的交流の促
進
・評価の実施

●３つの基本理念
・新しい知の創造
・知による活力の創出
・知による豊かな社会の創生

●政策の柱
・戦略的重点化
－基礎研究の推進
－重点(4+4)分野の設定
・科学技術システム改革
－競争的研究資金倍増
－産学官連携の強化

・総額規模は２４兆円
・50年でﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞者30人

●３つの基本理念
・新しい知の創造
・知による活力の創出
・知による豊かな社会の創生

●政策の柱
・戦略的重点化
－基礎研究の推進
－重点(4+4)分野の設定
・科学技術システム改革
－競争的研究資金倍増
－産学官連携の強化

・総額規模は２４兆円
・50年でﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞者30人

第３期は
第１、２期基本計画により、
基礎固めは進んだが、
世界の競争は激化

第３期は第３期は
第１、２期基本計画により、
基礎固めは進んだが、
世界の競争は激化

・国民の支持、成果還元
・モノから人へ

機関における個人重視
・男女参画
・政策課題対応

イノベーション
・戦略重点６２領域
・国家基幹技術
★２５兆円

●「科学技術イノベー
ション政策」への転換

・グリーン ＆ ライフ
イノベーション

・大震災からの復興・
再生、自然災害への
対応

●基礎研究強化
●人材育成
●「研究開発イノベー
ションシステムの改革」
・イノベーション戦略
本部（仮称）

・戦略協議会（仮称）
・イノベーション拠点

●科学技術コミュニ
ケーション向上

★25兆円

第第44期期

基本計画基本計画

（（20112011--

20152015））
1995年

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ25
戦略 2007

○政策決定機構の再編・総合科学技術会議､文部科学省：2001年
・日本学術会議：2005年

○実施機関の法人化 ・特殊法人･国立研究所の法人化：2002年
・国立大学の法人化：2004年

国立大学第2期
目標期間 2010～
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基礎研究の成果を産業競争力に
結びつけるための研究開発システムの提言

10

国の『総司令搭機能』の強化、イノベーション戦略

協議会の実現

大学・研究開発法人・企業の三位一体の取り組み

イノベーション・エコシステムの拡充

大学の研究開発、人材育成の内外ネットワーク化

研究開発法人は“新産業創出型研究”に集中

企業は研究所費の10%を研究クラスターに投資

研究者、研究機関の評価システムの改革



２．ナノシステムに向けた取り組み
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ナノエレクトロニクス ナノバイオ

グリーンナノテク

ナノ基盤技術・物質材料制御技術 ／ ﾅﾉｻｲｴﾝｽ

ナノテクノロジー・材料分野の重要課題

エネルギーを創る
・低コスト・高効率太陽電池
・高効率熱電素子、燃料電池
・バイオリファイナリー
・人工光合成（水素・燃料生産）
エネルギーを運ぶ・貯める
・新電池材料、超伝導材料
エネルギーを節約する
・断熱構造材料、軽量輸送用材料
・複合ﾄｰﾀﾙｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ
環境を守る
・環境浄化分離膜（水、ガス）
・高感度･高選択性環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
・ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾛｾｽ、希少資源代替

合成・加工プロセス
・自己組織化・階層性構築制御
・ボトムアップ、トップダウン融合
・ﾅﾉ･ﾏｲｸﾛ印刷技術、3Dﾅﾉ製造

ナノ計測・解析
・３次元化、可視化、動的計測
・界面および内部計測
・非超高真空環境・その場計測

設計・理論（設計法・理論構築）
・新材料設計･探索、元素戦略
・ナノシステム設計、界面･表面理論
・動的計算･シミュレーション

革新的ナノ医療技術の実現
・薬物送達･細胞内注入
・ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ型診断治療ﾃﾞﾊﾞｲｽ
・再生医療材料
生体の環境調和型ｼｽﾃﾑへの応用
・光合成模倣による環境浄化
・生体材料による環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
生体ｼｽﾃﾑの他分野への応用
・自己組織化利用情報デバイス
・生体機能を模倣した超低電力IT

エネルギー 環境ナノテク・材料

電子情報通信 ライフサイエンス

技術分野の融合・進化

省エネルギーの実現
・超低消費電力デバイス
・カーボンナノエレクトロニクス
・不揮発性メモリ・CPU
多機能システムの実現
・ﾅﾉCMOS･ｽﾋﾟﾝ･光･ﾊﾞｲｵ･MEMS融合
・ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(ｽﾏｰﾄｾﾝｻ･ﾛﾎﾞｯﾄ、

高精細ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、ｳｴｱﾗﾌﾞﾙ情報端末)
超高速演算の実現
・量子コンピュータ
・ナノフォトニクス

学術分野の融合

ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

拠点･ﾈｯﾄﾜｰｸ拠点･ﾈｯﾄﾜｰｸ

人材･教育人材･教育

国際連携国際連携

標準標準

リスク管理リスク管理

新物質・新材料
･生体材料･新規磁性材料 ･耐食･耐熱金属材料 ･ﾜｲﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ･酸化物半導体材料 ･ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ･ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ材料 ･分子･有機材料･新構造･空間材料

持続可能な環境調和型社会
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ナノテクノロジーは進化する
～ナノテクノロジーからナノシステムへ～

ナノの極限化 要素技術

個別の学術・技術分野でのナノ科学・ナノ技術の極限追求

ナノの融合化 要素技術の融合

学際的研究や異分野融合による新機能・新ナノ技術創製

ナノのシステム化 システム機能へ統合

革新的なナノ技術をコアに統合・構成された、ナノシステム

（さまざまな技術融合を通じて、社会期待に応える。）

ナノの極限化
（1980’s～ ） ナノの融合化

（2000’s～ ） ナノのシステム化
（2010’s～ ）

Engine for Innovation 13



ニーズの先取り、課題解決への貢献

異なる専門分野の融合

仕様、アーキテクチャ、方式、アルゴリズム、
ソフト価値を追求

材料、デバイス、装置のすり合わせ設計

ナノシステムの狙いと特徴

14
⇒ デザイン力、システム力



TIAﾃｰﾏナノサイエンス

サブシステム・システム
Ambient、SmartCity、SmartGrid、Sensing、Monitoring、
Health Care、Transportation、Water、Security、Food、、、

設計ツール・IP

デバイス材料 製造・計測装置

ナノシステム

TIAﾃｰﾏ TIAﾃｰﾏ

• EUVL• パワーエレ（SiC）
• シリコンフォトニクス
• スピントロニクス
• ナノCMOS
• バックエンドデバイス
• カーボンデバイス
• N-MEMS

• CNT、グラフェン
• 抵抗変化材料
• 太陽電池材料
• 二次電池材料
• 超伝導材料
• 燃料電池材料

社会的受容TIAﾃｰﾏ

TIA-nanoの挑戦：ナノシステムの実現

省電力・大容量ICT、量子コンピュータ、高効率インバータ、LED照明
太陽光発電、スマートグリッド、超伝導送電、フレキシブルディスプレイ
センサーネット、医療画像センサー、マンマシンインターフェース、等

ナノ計測・分析、放射光、超微細化加工、分子・物質合成、自己組織化
新材料設計・探索、動的計算・シミュレーション

TIAﾃｰﾏ
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TIAが目指すべき研究開発

◎ 課題解決型

◎ システム志向

◎ 協創

◎ 独創性（創造性）

◎ 新産業創出
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TPEC（Tsukuba Power Electronics Constellation）

：パワエレ研究開発の民活型オープンイノベーション研究体

基本設計段階から企業を主体とした検討体制を構築。
わが国の企業文化に適した日本型オープンイノベーションモデルの構築を目指す。

TIAの 近の取り組み(１)

MNOIC（Micro Nano Open Innovation Center)
：NMEMS技術の試作量産設備 企業ユーザ向けファウンドリーサービス拠点

MEMSの 先端設備を企業に、Myラボの提供 Myファブの提供

17

SCR（Super Clean Room)本格稼働
：CMOS微細化、新材料・新機能集積デバイスの開発、ファンドリーサービス拠点

材料、製造装置、デバイス技術の融合と300mmウェファでの実証

光ネットワークプロジェクトの立ち上げ



TIAの 近の取り組み (２)

高純度単層CNTの試料提供事業

：単層CNT量産試作施設をサンプル提供を通じて、新事業育成拠点に

試料提供を通して、有望な用途を発掘し、共同研究へと展開。

KEK（高エネルギー加速器研究機構）との連携検討開始

：放射光研究施設、中性子研究施設等の試験研究設備を有するKEKとTIAの連携を検討

EIDEC（株式会社EUVL基盤開発センター）

：国内外企業によるEUVリソグラフィ及び関連技術に関する共同研究開発企業
国内企業の出資で設立。海外企業（インテル、サムソン、TSMC等）も共同開発に参加。

18

TIA Nano Green

：グリーンイノベーションを実現する材料技術の会員制のオープンな研究の場

非競争領域のオープンな共同研究（探索研究）の場。
実用化研究は参加企業とのクローズドな共同研究に移行。
オープンとクローズドのベストミックスを目指す。



3人/500人

468人/1000人

59社/300
社

18事業/30事業

8.6%/25%

436億円/1000億円

中期計画数値目標達成状況
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2011.11



20福岡先端システムLSI開発クラスター



21福岡先端システムLSI開発クラスター



３．レジリエントエコノミー
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半導体国内主要工場と震災の影響

ﾙﾈｻｽ北日本ｾﾐ津軽(ﾏｲｺ
ﾝ)

ﾙﾈｻｽ那珂(ﾏｲｺﾝ)

岩手東芝ｴﾚ北上(ﾏｲｺﾝ）

富士通ｾﾐ岩手(ﾏｲｺﾝ）

ＯＫＩｾﾐ宮城(ﾏｲｺﾝ)

富士通ｾﾐ会津若松(ﾏｲｺﾝ)
信越半導体白川(ｼﾘｺﾝｳｴﾊ）

ﾙﾈｻｽ鶴岡(ﾏｲｺ
ﾝ)

ﾙﾈｻｽ高崎(ﾏｲｺﾝ)

ﾙﾈｻｽ甲府(ﾏｲｺ
ﾝ)東芝ｾﾐ四日市

(ﾌﾗｯｼｭ)

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｾﾐ魚津(ﾏｲｺ
ﾝ)

富士通ｾﾐ桑
名(ﾏｲｺﾝ)

ｴﾙﾋﾟｰﾀﾞ広島(DRAM)

ﾙﾈｻｽ西条
(ﾏｲｺﾝ)東芝大分

(ﾏｲｺﾝ)
ｿﾆｰ熊本
(CMOSｾﾝｻ)

ｿﾆｰ長崎
(CMOSｾﾝｻ
ﾏｲｺﾝ)

経産省製造産業局「我が国ものづくりの再構築～東日本大震災からの復活～」より 23

設備被害が発生した半導体工場

計画停電の影響を受けた半導体工場

設備被害が発生した部材工場

大震災で明らかとなった半導体産業強靭化の課題
•社内別工場間の相補的役割
•業種内企業間の相補的役割

大震災で明らかとなった半導体産業強靭化の課題
•社内別工場間の相補的役割
•業種内企業間の相補的役割



Resilience（以下、レジリエンス）とは、「リスクが顕在化し
社会システムや事業の一部の機能が停止しても、全体とし
ての機能を速やかに回復できるしなやかな強靭さ」をあら
わす言葉である。
レジリエンスを社会システムや企業経営の中に組み込むこ
とで、国家や事業の競争力の強化をはかるため、産業界、
公的部門、インフラ・ユティリティ部門の３つの部門が連携
してレジリエンスを高めていくことが必要。リスク要因として、
自然災害や事故のみならず、テロ、政治情勢、法規制の
変化、為替の変動、パンデミックなど、社会や事業に重大
な影響を与え得るあらゆるものを対象と考える。

レジリエンスは「文化」であり、「企業価値」であり、
「国、企業の競争力」である。

レジリエントエコノミー(1)
産業競争力懇談会（COCN)
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１ 危機対応能力の強化

２ 強靭な社会インフラの構築

非常時の指揮命令系統の再構築
事業継続対策の推進
サプライチェーンの実態把握とリスク対策、事業継続性の経済評価の促進等
非常時における民間力の有効活用
公的機関の情報と民間情報の連携、物流管理、配送で民間のシステム・スキ
ルの活用等
体系的な学術研究・技術開発と人材育成の推進

人命を守る社会インフラへの優先的な整備と強靭化技術の促進
人命保護の観点でのインフラ整備評価基準の付加、ループ・代替の概念による
強靭なネットワーク整備
高齢化する社会インフラへの対応強化
初動期・復興期の対応システムの構築（官民/産業間連携)
官民の役割分担の明確化と連携体制の構築、避難所・救援物資集積所に転用
可能な施設の増強等
災害に強い街づくりのための防災機能の向上推進
インセンティブを活用した防災機能の向上促進、面的防災機能整備の促進に向
けた規制緩和等

レジリエントエコノミー (2)
産業競争力懇談会（COCN)
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３ 低炭素・安定供給・経済性のバランスのとれたエネルギー政策

４ 強靭な通信インフラ及び情報の安全性確保と利活用
通信インフラの強靭化
公衆網の免震化、停電耐力、インターネット網の見直し、衛星通信、無線通信システム
の整備等

情報の安全性の確保と非常時の情報利活用
DCの強靭化、自治体の情報拠点(自治体クラウド)作りと広域連携の体制整備等

非常時の医療活動支援を考慮した医療情報システムの構築
医療情報クラウド化システムの開発、個人情報取扱いの考え方・ルールの事前整備等

総合エネルギー政策の早期策定
原子力発電の安全確認ステップの明確化と再稼働、エネルギー多様化と広域
エネルギーネットワークの推進等

自立分散型エネルギーの普及と再生可能エネルギーを中心としたエネル
ギーの多様化
スマートグリッド・コジェネ・蓄電池等関連技術の開発、エネルギー面利用の推進、
水素エネルギー等

エネルギー供給の強靭化
エネルギー供給網の強靭化、非常時のエネルギー配分の優先順位の明確化と
配分の仕組みの構築等

耐停電性の強化
バックアップ電源の強化・普及等

レジリエントエコノミー (3)
産業競争力懇談会（COCN)
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産業競争力懇談会（COCN） 推進テーマ

成長
戦略

推進分野 2006 2007 2008 2009 2010 2011～

環境未来都市

交通・物流
ルネサンス

エネルギー
効率の向上

先端キー
テクノロジー

海外インフラ
事業

資源の確保
と循環

活力ある
高齢社会

高度ICT
利活用

産業基盤を
支える
技術人材

投資を呼び込
む環境整備

グ

リ

ー

ン

ライフ

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
支
え
る
基
盤

先進都市構造の構築

交通物流ルネサン
ス（新ITS)

燃料電池自動車
と水素インフラ

EV・PHV充電インフラ

次世代エネルギー
システム（AES) ヒートポンプ

MEMSフロンティア グリーンパワエレ

ナノエレクトロニクス半導体技術開発

環境修復技術

水資源（海外水循環システム）

農林水産業と工
業の産業連携バイオ燃料

（セルロース系）
資源リサイクル （レアアース等）

安全安心見守
りシステム

活力ある高齢社会

エンタプライズソフ
トウェア生産技術

生活文化ルネサ

ンス （ユビキタス）

研究拠点

基礎研究への産業
界の期待と責務

大学・大学院教育

産業基盤を支え

る人材育成

子どもの理科離れ対策

実質税負担率 実質税負担率（Ⅱ）

実現に向け具体的な推進母体が活動中のもの 推進母体検討中のもの

ＩＣＴ

リチウムイオン電池
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TIA_nano

レジリ
エント

企業活動と生物多様性

バイオ燃料（微細藻類）

個人情報の安全に配慮した利活用の推進

グローバル時代の博士人材

都市づくり・
社会システム構築

機能性植物資
（植物工場の活用）

医療情報の活用

ものづくりのためのシミュレーション利活用

災害対応ロボット

半導体先端技術
開発

資源リサイクル
(希少金属）

グローバルもの
（コト）づくり

レジリエント
エコノミー

COCN



４．産業基盤の整備
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ワシントン協定のGraduate Attributes

1 Engineering Knowledge

2 Problem Analysis

3 Design/development of solutions

4 Investigation

5 Modern Tool Usage

6 The Engineer and Society

7 Environment and Sustainability

8 Ethics

9 Individual and Team work

10 Communication

11 Project Management and Finance

12 Life long learning

29



JABEEのワシントン協定加盟時の
審査チームからの指摘

Most Japanese engineering education is rooted in applied science.  As a result, most Japanese 
engineering programs emphasize the learning of relevant scientific principles more than the 
application of those principles in a design context.  The fourth year of such programs, for 
example, usually consists of a research project directed by a faculty member who joins the 
fourth-year students with his or her graduate students.  This experience often lacks significant 
design content, leading the Japanese industries who employ new engineering graduates to 
accept the responsibility of training those new employees to perform engineering design.

In addition, Japanese faculty and students have long valued the freedom of each student to 
select a course of study and research that meets their individual educational objectives, leading 
to great flexibility in course selection within a typical student’s years of study.

These two factors combine to make Japanese engineering education somewhat different from 
that found in many of the WA countries, although the end result is clearly a highly educated 
engineering graduate with excellent experience in research, although probably with little hand-
on engineering design experience.
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• 2006～2009年平均

※：日本大企業実質税負担率（経済産業省調べ）

実
効
税
率

（欧州） （韓国）
（台湾） （中国） （日本）

実
質
税
率

（米国）

地域別・国別企業実質税負担率平均値（３７社）
ＣＯＣＮ
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税負担率（%)



５．まとめ
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ナノテクノロジー・材料による新しい社会期待の実現

新たな国力の源泉としての 『レジリエントエコノミー』

システム・サービス付加価値の作り込み-ナノシステム

オープンイノベーションと新しい垂直統合モデル

大学・研究開発法人・企業3位一体の取り組み

特許、標準化戦略

産学連携拠点の構築と拠点活用による人材育成

大学教育システムの改革

新たな産業育成策の導入促進

エレクトロニクス産業の新たな再生に向けて
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ご清聴ありがとうございました。
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独立行政法人科学技術振興機構
理事長 中村道治


