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 製造業は、国内雇用や貿易立国日本を支えてきた日本経済の基幹産業。 
 円高是正やデフレ脱却に対する期待感を背景に、足下では業況が改善。しかし、現場

力の強みに根差した我が国製造業は、中長期的に競争力の低下が懸念されている。 

（足下では業況が改善しているものの、中長期的な競争力の低下懸念あり） 

【図表１  為替相場の推移】 【図表２  鉱工業生産の推移】 

【図表３  設備稼働率の推移】 

足下では生産量が 
増加傾向。 

設備の稼働も 
上向き。 
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第１章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望 

【現状認識】日本経済を支えてきた製造業の揺らぎ 

資料：日本銀行 

資料：経済産業省「鉱工業指数」 



 2012年の我が国貿易収支は、過去最大となる6.9兆円の貿易赤字を記録。鉱物性燃料

（天然ガスや原油など）の輸入増加だけでなく、エレクトロニクス（電気機器）など主力産
業の競争力低下も一因。 

 高い水準の貿易黒字を維持している自動車（輸送用機器）も地産地消の進行や輸入部
品の活用増により、黒字が縮小するおそれあり。 

（主要業種の輸出で稼ぐ力が低下） 
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資料：財務省「貿易収支統計」 

【図表１  我が国貿易収支は赤字に突入】 

輸出の三本柱 

【図表２  主要製品分野の貿易収支構造】 

「輸送用機器」 

「テレビの貿易収支」 「携帯電話の貿易収支」 

テレビと携帯電話の貿易赤字額は合わせて１兆円を超える。 

（暦年） 

（暦年） 

（暦年） 



自動車の最終製品メーカー 

 海外生産を行う企業は年々増加しており、上場企業では約７割が海外生産を実施。自
動車を中心に海外生産が拡大する一方で、国内は頭打ち。 

 エレクトロニクスは国内だけでなく、海外での設備投資も伸び悩んでおり、今後も伸び悩
む見通し。国内外で競争力を伸ばす余力が落ちている可能性あり。 

（海外での投資が進む自動車と伸び悩むエレクトロニクス） 
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資料：経済産業省「企業活動基本調査」「海外事業活動基本調査」を再編加工 

【図表２  国内外の設備投資の推移】 

資料：経済産業省調べ（１２年１２月） 

【図表３ 国内外の設備投資の今後３年間の見通し】 
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海
外
で
も
伸
び
悩
み 

自動車の最終製品メーカー 電気機械の最終製品メーカー 

【図表１  海外生産を行う企業の割合】 

資料：内閣府「平成２４年度企業行動に関する 
    アンケート調査」 
備考：アンケート回答企業の内、海外生産を 
    行う企業の割合。 



 企業の海外展開は多様化している。従来の量産拠点ばかりでなく、今後は研究開発や
デザインなど、競争力の源泉となる機能の海外展開が加速化する可能性。 

（海外拠点機能の高付加価値化） 
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資料：経済産業省調べ（１２年１２月） 

【図表１  「自動車」のバリューチェーンの 
               機能別の海外展開見通し】 

【図表２  単なる量産拠点でない機能の 
                   海外移転事例】 

資料：公表資料などを基に経済産業省作成 



 我が国製造業はサプライサイド、マーケットサイドの両面で転換点を迎えている。 
 サプライサイドでは、製品や製造プロセスのデジタル化に伴い、ものづくりへの参入が

容易となり、新興国企業との競合が激化。３次元プリンタなど新しい製造装置が普及し
た場合、製造技術の蓄積がなくても参入が可能となる。 

 マーケットサイドでは、少子高齢化や人口減少、消費者嗜好の変化などから国内市場
が伸び悩む一方、新興国市場が急成長。市場を取り巻く環境変化への対応が必要。 

（世界の“ものづくり”の潮流の変化） 
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【世界のものづくり産業が注目する“３次元プリンタ”】 
 「３次元プリンタ」は、正式にはアディティブ・マニュファク
チャリング技術といい、プラスチック、樹脂、金属粉などの
材料を一層ごとに連続的に積層して立体物を造形する技
術を指す。３次元データを入力すると精度の高い立体的な
製品ができ上がるため、これまでのものづくりに革命をもた
らすものとして世界で注目されている。  
 現在の用途は試作品やオーダーメイド品などの少量生産
に限られ、大量生産には向かないが、低価格化により本格 
的に普及が進んだ場合、熟練工 
が持つような高度な加工技術が 
不要となり、ものづくりの方法が 
大きく変わる可能性がある。我 
が国製造業にとって脅威なのか、 
競争力を向上させるチャンスとな 
るのか、引き続き注目する必要 
がある。 
 
  

【新興国市場を電動バイク普及のターゲットに】 
 電動バイクメーカーのテラモーターズ（株）は、
アジア地域における排気ガスの増加に伴う環境
問題や都心部での渋滞問題を背景に、電動バイ
ク普及の可能性はアジア市場にあると見定め、
戦略的な海外展開を進めている。 
 2012年にはベトナムやフィリピンに現地法人と
自社工場を設立。フィリピンでは政府が主導する
３輪タクシーの電動化 
プロジェクトに参加し、 
年間１万台の現地生 
産と本格的な販売体 
制を構築している。 
 今後、電動バイク分 
野におけるアジア市場 
の取り込みが期待され 
る。 
 
  



 為替、エネルギー制約、経済連携の遅れなどにより、国内での“ものづくり”は諸外国と
比べ割高で、規制などが足枷となっている。主要国と比べて我が国は「産業集積」に優
位性があるものの、「産業基盤」、「労働力」で劣位し、立地環境に弱点あり。 

 国内の高コスト構造の是正や規制の見直し、ＴＰＰやＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済
連携）、日中韓ＦＴＡなどの経済連携の実現が急務。その結果、立地環境の大幅改善を
通じて、企業が世界で一番活躍しやすい国を目指すことが必要。 
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米国の強さ 
ＧＤＰの大きさ、科学研究・イノ
ベーション法制の充実、産業電
力コストの安さが強み。 
日本の弱さ 
インフラの質は優れているが、
産業電力コストなどは他国に
比べ弱い。 

日本・ドイツの強さ 
日本・ドイツは技術力及び製造業
の集積に関し、総じて強みあり。 

米国・ドイツの強さ 
他国に比べバランスよく総合的に強い。 
企業による市場変化への適応力及び産学
連携・技術移転をはじめ、マーケティング技
術の活用度合い、マネジメント・ビジネスス
クールの質の高さなど。 

日本の弱さ 
海外展開意欲の低さ・国際取引の
割合の低さ（国内依存）が弱み。 
弱いグローバル化に対する姿勢・
財貿易額の対GDP比の低さなど。 

資料：経済産業省作成 10 

（産業基盤など立地環境に弱点あり） 

【図表 主要国の製造業競争力チャート】 ＜グローバル化を進める上での母国市場依存からの脱却＞  
 競争力指標のうち「グローバル化」でも我が国は主要国に大きく見劣
り。その要因として母国市場への依存が考えられる。例えば、エレクトロ
ニクス分野において韓国企業と比較すると、我が国企業は海外売上高
比率が低い。 

【TPPなど経済連携を活用した立地環境の改善が急務】  
 関税撤廃などを通じ、輸出競争力を強化する上で経済連携は不
可欠。特に、グローバルなサプライチェーンが構築される中で、広
域的な経済連携は重要。我が国は2013年３月にＴＰＰ交渉への参

加を表明。ルール作りに主体的に参画することにより、関税面の
ほか、模倣品・違法コピー取締り厳罰化によるブランド力の強化、
使いやすい原産地規則の実現などが期待される。 

資料：各社公表資料より作成 
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【課題と方向性①】企業の競争力を最大限引き出す「立地環境の整備」が必要 
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【図表１  主要国の企業部門の研究開発費】 

資料：OECD 

 我が国企業部門の研究開発費は伸び悩む（「量」の停滞）一方、中国・韓国は大幅に伸
ばしている。業種別では、ほぼ全ての業種で減少。 

 また、我が国企業の研究開発は短期的な成果を求める傾向が強まる（「質」の停滞）。 

（「技術」の源泉たる研究開発の「量」 と「質」がともに停滞） 

【図表２  製造業の産業分類別の研究開発費】 

資料：経済産業省調べ（１２年１２月） 

【図表３  研究開発期間の変化】 
資料：科学技術政策研究所「科学技術指標２０１２」 

短期的な成果を求める
傾向が強まる。 

【課題と方向性②】企業に内在する競争力の源泉である「技術・設備の維持・強化」が必要 



資料：経済産業省調べ（１３年２月） 

（特許の戦略的な取得と権利行使が必要） 

 技術を保持する上で、特許取得は重要である。ただし、特許を数多く取得することのみで
は、必ずしも利益の拡大に結び付かない。数多く特許を取得することのみならず、特許の
質を向上させることによって企業の利益の拡大につなげることが必要。 

 特許は戦略的に活用しなければ、単に自らの技術を公開するだけの結果となる可能性
がある。また、我が国企業は特許の侵害を発見した際に、訴訟やライセンス交渉を行う
割合が低い。特許の戦略的な取得と権利行使が必要。 

【図表１ 特許取得戦略と営業利益】 
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【図表３  侵害品を発見した際の対応】 

資料：特許庁「平成２４年度知的財産国際権利化戦略推進事業」 

積極的に権利行使を行わず 

12 

【図表２ 技術伝播の影響が強い経路】 
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 設備投資の水準は失われた２０年で約３割減。あわせて設備も老朽化。２０年間で約６
年の老朽化。 

 フリーキャッシュフロー（営業利益＋減価償却費）は設備投資に大きく影響。利益率が
向上しない限り、更なる設備投資が困難。 

（国内設備投資の停滞と老朽化の進行） 
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【図表２  設備年齢の推移】 【図表１  企業部門の 
設備投資の推移】 

資料：内閣府「民間企業資本ストック」、 
   「国富調査」より作成 

資料：OECD 

【図表３  フリーキャッシュフロー    
            と設備投資】 

資料：財務省「法人企業統計調査」 

90年比 
約３割減 



【顧客の様々なニーズに応える国内生産拠点（マザー機能例）】  
 NECパーソナルコンピュータ（株）では、米沢事業場（山形県 
米沢市）がNECグループのパソコン事業のマザー機能の役割を
担っている。同事業場の強みは、多品種変量生産、短納期へ 
の対応力であり、海外の生産拠点では決して対抗できないも 
のである。地道な改善活動と少人数の多能工による混流生産 
などによって１人あたり生産量で海外 
生産拠点を凌駕している。 
 徹底した“ものづくり”のこだわりと 
地道な取り組みの積み重ねは、 
国内外で「米沢生産方式」と称され 
ている。 

 競争力強化につながる研究開発投資や設備投資を促す環境整備が必要（特にグロー
バル展開の基となる生産拠点として国内に残すべきマザー機能の維持・強化）。 

 また、顧客・社会ニーズを十分に踏まえた研究・製品開発の促進や、優れた技術がビジ
ネスにつながるような規制の合理化・整備が重要である。 

（競争力強化につながる投資を促す環境整備や規制の合理化・整備が重要） 
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【図表  国内生産拠点が担うマザー機能としての役割】 

  
 iPS細胞のような再生医療やバイオ創薬は高度

な技術力を要することから、我が国が存在感を発
揮し得る分野。効果的な技術開発や実用化を促
進するには新たな規制やルールの整備が必要。 

  
 様々なニーズが高まっている医療・介護関連分
野では、ロボットなどの高度なものづくり技術を活
かすことが期待される。開発の予見可能性向上
のため、介護保険法の明確化などが必要。 

 
 我が国の高度なものづくり技術の結晶である
「電気自動車」や「先進安全技術車」の普及を後
押しするには、安全性を確保する仕組みやインフ
ラの整備が求められる。 
  

【自動車関連分野】 

【先端医療・創薬関連分野】  

【最先端ロボット技術を医療機器で実用化】 
 CYBERDYNE（株）は、体に装着して身体機能を
補助・拡張・改善できるロボットスーツを開発。 
 

【医療・介護関連分野】  

＜規制の合理化・整備が必要な例＞ 

資料：経済産業省
調べ（１２年１２月） 



 テレビのようにコモディティ化が進行した製品分野では、激しい価格競争に陥り、シェア
を落とす傾向がある。そういった分野では、自前主義にこだわることなく、生産委託の活
用といったビジネスモデルの転換が重要となる。 

 また、我が国は同一業種内に企業数が多く、競争力が分散している。投資規模が不十
分だったり、重複したりしているおそれ。世界と競争できる事業規模を確保するため、再
編などを通じて“グローバルメジャー”企業を目指す。 

（かつての「高機能・高品質製品であれば売れる」というビジネスモデルを転換） 
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【図表１  テレビ（液晶・プラズマ） 
         市場規模とマーケットシェア】 

【図表２ 日韓エレクトロニクス企業の投資比較】 

備考：「日系３社」はパナソニック、ソニー、シャープ 
資料：各社公表資料より経済産業省作成 
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備考 ：液晶テレビ価格の推移はイメージ 
資料 ：経済産業省平成20～23年度産業技術調査事業委託費     
    「日本企業の国際競争ポジションの定量的調査」、   
    JEITA「電子情報産業の世界生産見通し」等から作成 

【課題と方向性③】企業が自らの競争力を発揮する「ビジネスモデルの変革」が必要 



 我が国には引き続き高いシェアを有し、世界にとってなくてはならない企業群が存在。 
 規模での競争に陥らないために、自らの技術を活かし勝てる事業領域を選択すること

によって高い競争力を有する“グローバルニッチトップ”企業を創出・育成することが重
要となる。 

（高い競争力を有する“グローバルニッチトップ”企業の創出・育成が重要） 

【図表２ 我が国企業が高いシェアを保有する品目】 

資料：経済産業省平成２２年度産業技術調査事業委託費 
    「日本企業の国際競争ポジションの定量的調査」 
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【自社素材・自社技術をコアに事業展開】 
 （株）ダイセルは、「自動車エアバッグ用インフレ―
タ」というニッチな製品分野において世界トップレベ
ルのシェアを獲得している。 
 インフレ―タは、衝突からわずか数ミリ秒で作動

し、エアバッグの展開を実現するものである。火薬
取り扱いのノウハウに長けており、インフレータの安
全性、信頼性、軽量化、低コスト化といった自動車
メーカーの厳しい 
要求に応えられた 
ことがシェア獲得に 
寄与している。 

【世界トップシェアを誇る小型ベアリング】 
 ミネベア（株）は、小型ベアリングで世界トップシェ
アを獲得している。欧米企業が強い競争力を持つ
大型ベアリングでなく、小型サイズに特化し、技術
力の蓄積を図ってきた。また、技術的なキャッチアッ
プが容易でないため、 
対アジア企業における 
強い競争力を維持して 
いる。 

【図表１ 我が国企業の国際競争ポジション】 

品目 シェア

　半導体封止材 91%

　フォトレジスト(ＵＶ)　（感光材） 77%

　ボールベアリング 98%

　NC(数値制御)装置 72%

　高張力綱 80%

　電磁鋼板 47%

　レアアース磁石 96%

　炭素繊維 68%

半

導

体

鉄

そ

の

他

機

械

品目 シェア

　自動車用ガラス 75%

　ワイヤーハーネス 58%

　エアバック 30%

　液晶偏光板保護フィルム 100%

　液晶ディスプレイ用ガラス 50%

　電子コンパス　（ＧＰＳ用） 82%

　蛍光体（ＬＥＤ） 60%

自

動

車

電

機

・

電

子



 日本の開廃業率は欧米と比較して低水準。さらに利益率も低い。多くの企業で非効率事
業を抱え込んだまま、人材や設備などの経営資源が有効活用されていない状況。産業の
新陳代謝が進まず。 

 不採算部門の経営資源を活用した事業転換や新分野（環境エネルギー分野、農商工連
携分野など）での創業、中小企業による連携（地域資源の有効活用など）を促すような環
境整備が必要。 

（産業の新陳代謝を進めるための環境整備が必要） 

【図表１ 日米英の開廃業率比較】 【自社の既存技術を活用して 
環境分野に進出】 

 大阪市の環境保全機器メー
カーである大和化学工業（株）
は、従来はドライクリーニング機
の開発に従事していたが、クリー
ニング市場の低迷を予測。ドライ
クリーニング機に用いていたガ
ス回収など自社の既存技術を
VOC（揮発性有機化合物）処理、
蒸留の技術を汚水処理に活用し
て環境分野に進出。新たな顧客
開拓を進めている。 
  
 
  

【休止工場の有効活用と 
農業分野への挑戦】 

 日清紡ホールディングス（株）
は、生産体制の見直しにより休
止した徳島県のデニム工場の
有効活用策として植物工場に
着目、農業という新分野での事
業展開に挑戦している。ケーキ
などの製菓業者向けに、年間
を通じて需要のあるイチゴの栽
培を開始した。今後は藤枝事
業所などでも同様の事業転換
を進める予定。 
  

【図表２ 営業利益率の国際比較】 
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【課題と方向性④】非効率な経営資源を有効活用し競争力を高める「新陳代謝の促進」が必要 
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資料：日本：厚生労働省「雇用保険事業年報」（年度べース）、2011年度 
     米国：U.S. Small Business Administration「 The Small Business     
         Economy : A Report to the President（2012）」 
     英国：Office for National Statistics「Business Demography（2010）」 
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資料：日本機械輸出組合「日米欧アジア機械産業の国際競争力の現状 2011年度」 



 工夫された事業戦略の策定や、女性の労働力、地場産業と関係づけたキャラクターな
ど、潜在的な経営資源の有効活用を促すことにより、製造業の競争力を高めることが
必要。 

（潜在的な経営資源を活用した競争力強化が必要） 
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【ゆるキャラを通じて伝える 
地域のものづくり産業】  

 今治観光大使「バリィさん」は同市
の名物をイメージしたキャラクター
で、今治タオル地の腹巻きを身につ
けるなど今治市の魅力や特色を凝
縮したデザインになっている。今治
タオルに代表されるものづくり産業
のPRなど、地域・産業振興の観点
から、好影響をもたらすことが期待
される。地域のものづくり産業をPR
し、ブランドイメージを定着させるた
めには、こうした魅力あるキャラク
ターを活用することも有効な選択肢
のひとつであるといえる。 
 
  

【女性が働ける鋳物工場を目指す】  
 一般に鋳物工場で働く女性の職
場は、事務職や設計・検査・分析な
どが多いが、㈱佐々木鋳工所では
鋳造現場で働く女性も多い。同社
は、安全で働きやすい工場の実現
を目指して、一層の安全対策と省
力化を図るとともに、女性の進出を
サポートするため、女性更衣室の
設置や、女性更衣室にはシャワー
ルームやドレッサーを完備するなど
の工夫をしている。 

【企業の経営力を補う 
外部コンサルタントの活用】 

 富士市産業支援センター（f-Biz）
は、中小企業を対象に様々な事業
支援を行っている。同センターでは
相談企業との対話を通じて、企業
自身も気づいていないセールスポ
イントを見出し、それを新たなビジネ
スに結び付けるための「見せ方」、
「売り方」、「パートナー探し」をとも
に考え、継続的に支援している。企
業が持つ潜在力を引き出し、ビジネ
スでの成功を勝ち取るため、同セン
ターにみられるような高度なコンサ
ルタント人材の育成と企業支援体
制の充実が求められる。 
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【世界の航空機産業における構造変化】 
 航空機産業では規制緩和により、従来の大手航空会
社のように機体の購入から運航、整備までおこなう垂直
統合型のビジネスモデルに加え、機体購入はリース会
社、運航はＬＣＣ（格安航空会社）、整備はＭＲＯ
（Maintenance, Repair and Overhaul）と呼ばれる専門会
社が水平的に分業するビジネスモデルが台頭。一方、航
空機製造業に関しては、一次部品メーカーを中心とした
企業再編が進み、幅広い航空機部品を開発・製造する
能力を持つ巨大Tier1企業が台頭している。 
 我が国航空機産業も、素材・部品・組立から運航、整備
まで総合力な付加価値を提供できる産業へ変貌していく
必要がある。 
  

【東日本大震災からの復興とともに、 
産業集積によるイノベーション創出を実現】  

 みやぎ復興パークは、宮城県多賀城市のソニー仙台
テクノロジーセンターの遊休施設や設備を活かし、被災
企業、団体などへの工場など施設の貸出を行っている
拠点である。 
 利用者の条件は、既存事業活動の早期復興を目指す
者、新たな事業展開を図ろうとする中小企業者、または
産学連携により新たな実用化・事業化を目指すための
研究開発を行う大学・研究機関及び企業などとされてお
り、震災からの復旧だけでなく、産学官連携による地域
企業の技術力の向上やものづくりのイノベーションを連
鎖的に創出し、復興につなげていくことを目指している。 
  



 今後、人口減少や高齢化が進む中で、日本の経済成長のためには、 「全員参加型社
会」の構築とともに、個々人の労働生産性をより高めることが重要。 

  ※雇用政策研究会報告書では人口1,000万人減となる2030年でも、経済成長と労働参加が適切に進めば就業
者数の大幅な減少は抑えられると推計。 

 製造業は、依然、日本の主な輸出産業であり、日本経済における重要な役割。それを
支えるものづくり人材の育成は重要な課題。 

  ※雇用政策研究会報告書では製造業の就業者数は、経済成長と労働参加が適切に進めば、2030年でも987万
人を維持できると推計。 

１．人口減少社会の到来と製造業 
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第２章 全員参加型社会に向けたものづくり人材の育成  

第１節 ものづくり現場における現状と課題 

資料： 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月 
    推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）、 厚生労働省「人口動態統計」 

【図表２-１   日本の人口の推移】 【図表２-２ 2030年までの就業者数のシミュレーション（男女計）】 

備考：１．推計は、（独）労働政策研究・研修機構が、国立社会保障・人口問題研究所 
         「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」等を用いて行ったもの。 
    ２．経済成長と労働参加が適切に進むケース：高成長が実現し、かつ労働市場 
         への参加が進むケース。 
    ３．経済成長と労働参加が適切に進まないケース：復興需要を見込んで2015年 
    までは経済成長が一定程度進むケースと同程度の成長率を想定するが、2016 
    年以降、経済成長率・物価変化率がゼロかつ労働市場への参加が進まない 
    ケース（2010年性・年齢階級別の労働力率固定ケース）。 
資料：2010年実績値は総務省「労働力調査」（平成22年（新）基準人口による補間補正 
    値）、2020年及び2030年は（独）労働政策研究・研修機構推計「労働力需給の 
    推計―労働力需給モデル（2012年版）による政策シミュレーション―（2013年）」 
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２．女性技能者について 
（女性技能者の活用・育成と今後の課題） 
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 製造業就業者に占める女性比率は３割程度であり、全産業より１割程度低い。 
 技能者の育成に向けた訓練については、９割以上が女性技能者も男性技能者も同じ。 
 活躍を妨げる要因は、大企業では「家事や育児の負担を考慮する必要がある」 、「活躍

を望む女性が少ない」が多く、中小企業では「女性技能者に向いている仕事が少ない」
が多い。 

 女性技能者への訓練は男性技能者と同じとの企業が大半であるため、女性にとって技
能者となることの特有のネックがあるわけではなく、製造業は従事しやすい職場となる
可能性。一方、特に中小企業では入口で受入れが進んでいないと考えられる。 

【図表２-３  女性技能者の活躍を妨げる要因（複数回答）】 

資料： (独)労働政策研究・研修機構「「全員参加型社会」の実現に向けた技能者の確保と育成に関する調査（2012年）」 
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（女性技能者を活用するための今後の方向性） 

22 

 女性の就業率が低い製造業において、女性の就業を促進させるためには、女性が働きやす
い職場を整備した上で、女性技能者への能力開発を進めていくことが大切。 

 今後も子育て支援策、ワーク・ライフ・バランス施策、ポジティブ・アクションの推進等が必要。 
 また、中小企業では、入口で女性技能者の受入れが進んでいない状況が伺えることから、企

業が受け入れやすくなるよう、事業主等に対する意識啓発などの取組も重要。 

 
 
 

【コラム 女性技能者 活躍中】 
 神奈川県のＭ社は、従業員60名程度の電気機械器具製造業である。パートも含めると半分超が女性従業員だが、技能系正社員に限って
みても４割が女性社員であり、女性技能者の活用にとても積極的だ。 
 代表取締役のＡ氏は、「性別や年齢などは関係ない。それぞれの特性・能力を活かして仕事をしてほしい。」と明言する。Ｍ社では、性別に
かかわらず作業内容は同じだそうだ。 
 また、Ａ氏は、「女性が結婚しても仕事をやめなくなったり、女性の大卒者が増えてしっかり勉強している女性が多くなっていたりするので、女
性が採りやすくなっている。」とも言う。 
 Ｍ社では、３年前から女性の管理・監督者を登用しており、現在３名が女性の管理・監督者である。そのうち一人はパートで採用されたが、
正社員となって、管理・監督者に登用されたとのこと。Ａ氏は言う。「女性にも管理・監督者になってもらいたいと思っており、自治体が実施する
女性向けの管理職セミナーについても、社員に積極的に受けさせている。」 
 Ａ氏は、「女性にも能力を発揮してほしい」といった話を社内の会議や懇親会で随時しているそうだ。こうした日々のコミュニケーションからも
女性技能者が活躍できる雰囲気がつくられているのだろう。 
  
 Ｍ社で働く40代のＢさん。７年前にパートで入社し、１年半前から正社員となった。 
組み立て作業等に従事している。 
 Ｂさんは、ものづくりに従事するのは今回が初めて。しかし、Ｂさん曰く、 
「電気機械の仕組みは難しく、初めはとまどった。でも、作業は細かくても 
慣れれば自分でもやれると思った。１年くらいで感覚がつかめ、３年経った 
頃にはかなり自信がついた。」とのこと。女性技能者として活躍しているようだ。 
 また、「工場は稼働している時間が決まっており、作業の終了時刻がみな同じなので、 
残業はほぼない。土日は工場が稼働していないので確実に休める。 
仕事と家庭の両立はしやすい。」ともＢさんは言っていた。 
 パートから正社員になって変化したことはあるか、との問いにＢさんは言う。 
「正社員になって、社長から社員としての心構えを示された。意識が変わった。 
プレッシャーを感じることはあるが、やりがいも大きい。」  写真：組み立て作業を行う女性技能者 



３．高年齢技能者について 
（高年齢技能者の活用と若年技能者への技能の継承） 
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 製造業においては、ここ10年の間に、全体の就業者数が約200万人減少している中で、
60歳以上の就業者数は、逆に20万人以上増加しており、その就業者全体に占める割
合も2002年の約11％から2012年には約15％に上昇している。 

 ９割以上の企業が、高年齢技能者が持つ技能の伝承・継承に向けての取組を実施。 
 約４割の企業で技能の伝承・継承がうまくいっていない。理由としては、「ノウハウや技

能の伝承・継承方法がはっきりしていない」、「技能やノウハウを伝承するための時間
的・人的余力がない」が多い。 

資料： (独)労働政策研究・研修機構「「全員参加型社会」の実現に向けた技能者の確保と育成に関する調査（2012年）」 

【図表２-４  技能の伝承・継承がうまくいっていない理由（複数回答）】 

23.8 

54.8 

28.6 

11.9 

66.7 

0.0 

7.1 

35.5 

50.6 

24.3 

29.5 

49.3 

3.4 

2.6 

0 20 40 60 80

若年と中高年のコミュニケーションが不足しているから

ノウハウや技能の伝承・継承方法がはっきりしていないから

若年技能者を十分に確保できていないから

若年技能者の能力や意欲が不足しているから

技能やノウハウを伝承するための時間的・人的余力がないから

技術進歩の早さにベテランがついていけないから

その他

大企業

中小企業

（％）



（高年齢技能者を活用するための今後の方向性） 

24 

 生産年齢人口が減少する中で、60歳代以上の高年齢者も基幹労働力としての働き方が

求められる。知識と経験を有する高年齢者は、ものづくり産業における重要な支え手であ
り、高年齢者もそれまでに培った知識や技能等を適宜体系化し、更なるキャリアの積み上
げや指導力の強化など、能力開発を行うことがこれまで以上に重要。 

 技能を陳腐化させないために、従業員に対する研修に在職者訓練など積極的に活用し、
高齢者の技能を技術革新に対応させていくことも重要な課題。 

 高年齢者活用の目的の一つである若者への技能伝承については、うまくいっていないと
ころも多い。今後とも技能検定や2013年度から開始されている熟練技能者が若年技能者

への実技指導を行う「ものづくりマイスター制度」を活用して、若者への技能伝承等を支援
するとともに、これまで蓄積されてきた技能等の更なる活用に努めることが必要。 

 
 
 

【コラム 高年齢技能者に期待される役割】 

岐阜県のＷ社は、金属プレス加工による電気機械部品の製造などを中心と
する従業員約80名程度の規模の企業である。ISO9001の認証を取得するなど
品質の向上に特に力を入れており、大手電気機械メーカーの協力工場である
が、それ以外の取引先の拡大も進めている。 
Ｗ社では、高年齢者の雇用に意欲的であり、定年は60歳であるものの、か

なり以前から希望者全員を65歳まで再雇用する制度を取り入れ、更に状況を
みて70歳、あるいはそれ以上まで雇用延長が可能となっている。 
現在、60歳を超える職員が13名在籍して、それぞれの職員の状況を見て仕

事内容や勤務時間を決めて配属している。このうちの1名は、職場の部門長
として勤務しているが、職場に予期せぬトラブルが発生した際、若い技能者
に対してアドバイスや指導を適切に行うことにより、解決に導く役割を期待
されている。Ｗ社総務課長は「ものづくりの現場では、長年培った経験と熟
練した技能が最後まで頼りになるが、これをどう今後維持していくかが課題
であり、高年齢技能者が活躍することは重要」と話している。 

問題が発生した現場で若い職員に
指導する高年齢技能者 



４．非正規雇用の技能者について 
（活用状況と人材育成） 
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資料：(独)労働政策研究・研修機構「「全員参加型社会」の実現
に向けた技能者の確保と育成に関する調査（2012年）」 
 

 非正規雇用の労働者は増加傾向にあり、雇用者全体の３分の１を占める。製造業で
は、約２割が非正規雇用の労働者。 

 パート・契約社員等、派遣等のいずれも「教育訓練の実施や実施の支援に力を入れて
いる」、「中長期的なキャリア形成やキャリア形成支援に力を入れている」が少ない。 

 また、パート・契約社員等に比べ、特に派遣等で「教育訓練やキャリア形成支援」がより
少ない。 

【図表２-５  パート・契約社員等の活用に当たって配慮している点 
（複数回答）】 

【図表２-６  派遣等の活用に当たって配慮している点（複数回答）】 

資料： (独)労働政策研究・研修機構「「全員参加型社会」の実現
に向けた技能者の確保と育成に関する調査（2012年）」 
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 日本経済が活力を維持し、さらに成長を遂げるためには、意欲と能力のある人が働ける
社会を実現していくことが重要であり、とりわけ、労働生産性を向上させるための能力開
発を国が強力に支援していくことが求められる。 

 労働者が職業訓練や仕事を行う中で身につけた能力が、企業内だけでなく、離職等した
際に、企業の枠を超えても適切に評価され、適切な就職に結びつくことが必要であり、
ジョブ・カードや職業能力評価基準の必要な見直しを行うこと等が必要。 

 いずれの者にあっても、いつでも職業能力を開発したり、キャリアアップしたりする機会を
得られることが重要であり、身近な地域で、必要な訓練を受けることができるよう職業訓
練の機会の確保や、コンソーシアム方式で、地域の公共職業訓練機関、民間教育訓練
機関、経済団体等が連携・協力しながら、地域の人材ニーズを踏まえた訓練コースを提
供していくことや、キャリア・コンサルティングを受けやすくしていくことが必要 。 

 特に、女性、非正規雇用の労働者などは、今後、産業構造や就業構造が変化する中、労
働移動が増加すると考えられることから、必要な能力開発機会が確保されるよう、いわゆ
る「学び直し」についての各種支援策の充実が必要。 

（非正規雇用の技能者を活用するための今後の方向性） 

５．全員参加型社会に向けた今後の対応 

 非正規雇用の労働者への企業の教育訓練、キャリア形成支援は手薄。労働者が自ら能
力開発を行っていくことができるようキャリア・コンサルティングの活用の促進等が重要。 

 各企業での訓練カリキュラム作成に当たってのノウハウの提供、企業内での人材育成を
含めたキャリアアップに関する計画的な取組への包括的な助成（キャリアアップ助成金）や
非正規雇用の若年者を対象に職業訓練を実施する事業主や、さらに訓練終了後に正規
雇用し、その後定着に努めた事業主への支援（「若年者人材育成・定着支援奨励金」（若
者チャレンジ奨励金））も重要。 
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 国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関す
る知識を習得するための公共職業能力開発施設を設置し、以下の３つの訓練を実施。 

  ① 「離職者訓練」・・・離職者を対象に、職業に必要な技能及び知識を習得させること  
                 によって再就職を容易にする。 
  ② 「在職者訓練」・・・在職中の労働者を対象に、技術革新や産業構造の変化などに 
                 対応する高度な技能及び知識を習得させる。 
  ③ 「学卒者訓練」・・・中学校又は高等学校卒業生を対象に、職業に必要な技能及び 
                 知識を比較的長期間かけて習得させる。 

「ポリテクセンター滋賀の職業訓練では、各種溶接技術や施工管理に関する知識を身に付けることができました。特
に実技が多く取り入れられていたことから、現場での作業に素早く馴染むことができました。また、工場内での作業が
中心であるので、安全教育も大変役立っています」と話すＡさん。 
                            ５２歳という年齢からの転職であることを考え、滋賀職業能力開発促進セ 
                            ンター（ポリテクセンター滋賀）の職業訓練を受講した。受講した訓練科 
                            は、テクニカルメタルワーク科。各種溶接施工技術や非破壊検査技術等 
                            を習得し、金属部品製造業などへの再就職を目指す訓練コースだ。 
                            平成２３年１０月の訓練修了後は、農業機械や産業機器用各種タンク 
                            メーカーに就職。主に出来上がった製品の最終仕上げや水圧検査を担 
                            当しており、訓練期間中に溶接作業から施工管理の計画や検査までの 
                            一連の行程を学んだことが、現在の仕事に大いに役だっていると話す。 
                            現在もろう付けの技術の習得にむけて、スキルアップを図っているところ 
                            であり、５０歳を超えて成長し続けるＢさんが、新しい分野でますます活 
                            躍する姿が期待される。 

１．ものづくり労働者の育成のための取組 
（公共職業訓練） 

第２節 全員参加型社会に向けたものづくり人材の育成を支援・促進する施策 

【コラム 50歳を過ぎてからの再出発】 

テクニカルメタルワーク科訓練風景 27 



（キャリア形成の支援） 

 事業主が行うキャリア形成の取組に対する支援として、「キャリア形成助成金」や「キャ
リアアップ助成金」を支給。 

 企業実習と座学を組み合わせて実践的な職業訓練を行うことにより、安定的な雇用へ
と導くジョブ・カード制度を活用。 

 個人が、その適正や職業経験などに応じて自らの職業生活設計を行い、これに即した
職業選択や職業訓練などの職業能力開発を効果的に行うことができるよう、キャリア・
コンサルティング推進体制を整備。 
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２．若年者の人材育成の推進 
（平成24年度補正予算による対応） 

 若年者の正規雇用としての就職及び定着を促進するため、非正規雇用の若年者を対
象に職業訓練を実施する事業主を支援し、さらに訓練終了後に正規雇用として雇用し、
その後定着に努めた事業主にも支援を実施する「若者チャレンジ奨励金」を創設。 

 地方自治体との協働により、地域の若者支援機関からなるネットワークを構築し、その
拠点として「地域若者サポートステーション」（サポステ）を運営し、ニート等の若者の就
労など進路決定に向けたサポートを実施。平成24年度補正予算により、設置拠点を拡

充するとともに、「サポステ・学校連携推進事業」、「若者無業者等集中訓練プログラム
事業」を実施。 



 
 
 

３．技能検定その他技能の能力評価のための取組 
（技能検定） 
 労働者が有する技能を一定の基準に基づき検定し公証する制度である技能検定を実

施。 
 ものづくり労働者を始めとする労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労働者の

社会的地位の向上に重要な役割。 
 2013年4月1日現在128職種。技能士延べ約490万人。 
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４．ものづくり立国に向けた基盤整備 
（現代の名工） 
 卓越した技能者（現代の名工）を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風

を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその
適正に応じて誇りと希望を持って技能労働者となってその職業に精進する気運を高め
ることを目的として実施。 

【コラム 転炉工程における卓越した吹錬技能により、操業の効率化に貢献】 

西野 和夫 氏（61歳） 製鋼工 新日鐵住金（株）鹿島製鐵所 
 
製鋼プロセスにおける製造技能に精通している。 
特に、転炉炉口のフレーム状況や炉内圧力情報を 
基に、炉内の反応状況を把握する技能と、その情報 
に応じて適切なオペレーションをする技能に卓越し 
ている。 
この技能は後の高効率なランス（注：転炉に高圧酸素 
を吹き込むパイプのこと。）の開発にも大きく寄与し、 
業界の第一人者として社内外から数多くの表彰を 
受けている。 
また、後進の育成にも多大な功績を残している。 

西野氏が管理する転炉 作業風景 



 
 
 

家具職種の課題に取り組む林選手 

（技能五輪全国大会） 
 技能五輪全国大会は、国内の青年技能者の技能レベルを競うことにより、青年技能者

に努力目標を与えるとともに、技能を身近に触れる機会を提供するなど、広く国民一般
に対して技能の重要性、必要性をアピールし、技能尊重気運の醸成を図ることを目的と
して1963年より毎年実施。 
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【コラム 技能五輪の利点を再認識】 
 株式会社 東芝は、技能五輪全国大会創設当初から積極的に若手社員に参加を促し、参加総数約1,000名のうち優勝者数64名
（入賞者は337名）と輝かしい成績を収めてきたが、限られたトップクラスの少数の技能者を育成するよりも技能レベルの底上げを
図ることが重要と考え、社内コンテストの充実を技能五輪全国大会の代替対策と位置づけ、1980年代後半に参加を取りやめた。 
 しかし、近年日本のものづくりの現場では、卓越した技能レベルとセンスが不可欠であることから、技能五輪への取組を再開し
た。技能五輪全国大会への参加の利点は、①競合他社とのベンチマークを行うことができ、自社の技能ポテンシャルを高め、イノ
ベーションに結びつけることが可能となること、②若年層のモチベーションを高め、モラルアップにつながること、③企業イメージ（ブ
ランド力）の向上を図ることができること、④国内トップ企業との技能研鑽と情報の交流ができることであり、これらを踏まえて、再
度2010年から技能五輪全国大会に参加している。 

【コラム 第50回技能五輪全国大会優勝者インタビュー】 
家具職種：林香選手（株式会社カンディハウス） 
Ｑ：技能五輪全国大会を目指すようになったきっかけは何ですか。 
Ａ：過去に本大会に出場した先輩方が取り組んでいる姿を見て、自分でも挑戦してみたいと考えました。 
Ｑ：本大会に向けてどのような練習（訓練）を実施しましたか。 
Ａ：作業工程ごとにタイムを計ることによりどの部分に時間が掛かっているかを洗い出し、 
  少しずつタイムを短くしていく練習をしました。 
Ｑ：本大会を目指す過程で嬉しかったこと、苦しかったことは何ですか。 
Ａ：会社の方や友人からたくさんの激励をいただいたことが嬉しかったです。 
  また、苦しかった事は練習での製作タイムが中々縮まらなかった事です。 
Ｑ：本大会に参加して有意義だったことは何ですか。 
Ａ：一日一日少しずつですが、自分自身の技能が高まっていくのを感じることができた事 
  です。 
Ｑ：優勝した経験を今後どのように活かしていきたいとお考えですか。 
Ａ：「努力すればいつかは叶う」という思いを持ち、今後の製品作りに役立てていきたいと 
  考えています。 



【高等専門学校における取組－デザインコンペティション－】 
 

デザインコンペティション（通称：デザコン）は、主に土木建築系学科の学
生を中心にして高等専門学校生が参加するもので、デザインの領域を
「人が生きる生活環境を構成するための総合的技術」と捉え直し、学生に
生活環境に関連した様々な課題に取り組ませることにより、より良い生活
空間について考え提案する力を育成する。また、各高等専門学校で養い
培われた学力、デザイン力の成果を基として作品を作成し競い合うことに
より、普段の高等専門学校内での学習だけでは得ることができない、高
いレベルでの刺激を互いに与え合える貴重な機会である。 
これらに加え、デザコンの大会が開催されることにより、各地域でのもの
づくりや科学技術への関心の高まりとともに、高等専門学校生の技量の
高さが示されることによって、高等専門学校における人材育成の成果を
社会に示す貴重な機会となっている。 

 大学（工学系）では、産業界と連携した実践的な工学教育、高等専門学校では、実験・
実習を中心とする体験重視型の専門教育、専門高校では、地元企業や大学などと連携
した将来のスペシャリスト育成のための特色ある取組、専修学校では、地域の産業界と
連携した実践的で専門的な知識・技術を向上させる取組等、各学校段階で行われる特
色ある職業教育が大きな役割を担っている。 

【図表３-１ 
 競技の風景】 

【大学における取組－埼玉大学－】  
 

埼玉大学工学部では、大学の教員と企業の熟練
技術者が密接に連携し、バーチャルトレーニングと
実習を融合した新たな教育方法により、ものづくり
基盤技術の知識、技術・技能伝承法を身につけた
ものづくり技術者の育成を推進している。 
具体的には、埼玉大学が有する知識資源・技術資
源と地元企業が有する技術資源との間にインタラ
クティブな技術・技能交流ネットワークを形成し、埼
玉大学で開発したバーチャルリアリティ技術と情報
通信技術を融合したインタラクティブ型技能伝承・
技能訓練システムと川口市内の鋳造企業をはじめ
とする地元企業でのインターンシップにより、機械
加工技術、素形材技術、技術・技能伝承法などに
関するものづくり教育を実践している。 
なお、バーチャルリアリティ技術を用いた技術者・
技能者教育の取組について、2007年度に「日本工
学教育協会賞（業績賞）」を受賞している。 
 
  

第３章 ものづくりの基盤を支える教育・研究開発 

第１節 ものづくり人材育成における大学（工学系）、高等専門学校、専門高校、専修学校の取組 
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       【専修学校における取組－東北電子専門学校－】 
 

東北地域において、組み込みシステムによる電子制御技術の高度化等に対応した 
自動車組み込みエンジニア育成に必要な教育プログラムの開発・教員研修・普及 
等を他県の専門学校・企業等の協力を得た上で、宮城県の企業や自治体等との 
連携により実施し、自動車産業界の復興を担う専門人材を育成している。 
 

 文部科学省では、2012年度から、グローバル人材に求められる能力を育成する大学の

取組や海外の大学との教育連携を支援している。また、高等専門学校では、学生を海
外企業へ派遣し、国際感覚の涵養に取り組むプログラムを実施している。 

 経済産業省では、2012年度から、我が国若手グローバル人材の育成や中小企業を含

む企業の海外展開、インフラビジネスの海外展開に向けた国際的な人的ネットワークの
構築等を目的として、社会人・学生等の若手人材を対象として途上国において数か月
間のインターンシップを実施する海外インターンシップ事業を開始している。 

 東日本大震災被災地域のものづくり産業の復興のため、文部科学省では、大学等に対
し、産業再生を推進する取組を支援している。 

【図表３-３ 
授業風景】 

    【地域におけるものづくり人材育成の取組－山梨県－】 
 

山梨県では、2010年度から地元企業と連携して、｢工業系高校生を対象に半導体 
製造装置・産業用ロボットに関わる基盤的技術の習得を目的とした教育プログラム 
の開発｣、｢工業系高校と企業が連携して、課題解決能力を身に付けた人材育成｣ 
等を目的として、地元企業の担い手育成に資する「地域連携ものづくり人材育成 
事業」を実施している。 
この事業では、生徒が企業に出向いて技術・技能を修得する実践的実習、高度熟練 
技能者と教師のティーム・ティーチングによる実践的な授業、教師の技術力・指導力 
の向上を目的とした企業研修等の取組が行われている。 

【図表３-２  協力企業における 
マシニングセンタプログラムの作成】 
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  【日本のものづくりの象徴とともに－（独）国立科学博物館－】 
 

○青少年ものづくりフェスタ2013～紙飛行機を飛ばそう!!! 
東京国際空港T101格納庫に保存されている国産旅客機YS-11の量産
初号機は、日本のものづくりの象徴とも言える。連続講座「青少年もの
づくりフェスタ」では、小学生から高校生までがYS-11を模したペーパー
グライダーを製作する中で、創意工夫や試行錯誤の重要性を学んだ。 
最終回ではT101格納庫内でYS-11を間近 
に、飛距離やコントロールを複合的に競う 
コンテストに参加し、YS-11と「ものづくり」 
について身近に感じることができた。 
 

 新学習指導要領においてものづくり教育を充実させ、技術・家庭科等の指導内容を改
善するとともに、女子中高生の理系分野への進路選択の支援等の将来の国際的な科
学技術系人材の育成のための取組等を通じ、科学技術を支える理数教育の充実のた
めの取組を総合的に推進している。 

 キャリア教育実践のための指導用資料の作成や、高等教育段階における社会的・職業
的自立に取り組むための体制を整備している。今後は、キャリアアップや再就職等を目
指す社会人に対し、大学等における実践的な学び直しの機会を提供する。 

 日本科学未来館では、先端科学技術の理解増進を図るとともに、実験教室等を通じも
のづくりの面白さを伝えている。また、国立科学博物館では、ものづくりへの関心を高め
る展示や学習支援活動を実施している。 

 重要無形文化財の伝承者養成や、選定保存技術の保護など、ものづくりの伝統を後世
に継承する取組を実施している。 

【図表３-４  紙飛行機の製作に 
取り組む参加者】 

  【文化財保存技術2012「文化財を支える 
  伝統の名匠」】 
 

文化財保存技術2012「文化財を支える伝統の名匠」
においては、NPO法人日本伝統建築技術保存会等の
28の選定保存技術保存団体ごとにブースを設置して、
団体の活動や材料などの製作工程を分かりやすく紹
介するパネル展示や伝統的な修理技法に用いられる
材料や道具の展示、瓦づくり、 
屋根葺き、木材削り、カンナを 
使ったしゃもじづくりなどの 
体験コーナーを設けた。 
 
【図表３-５  しゃもじづくりの体験】 

第２節 ものづくり人材を育む教育・文化の基盤の充実 
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 燃料電池等の飛躍的な性能向上と低コスト化を目指す研究開発成果の創出に必要と
なる計測分析技術・機器の開発を推進している。 

 大型放射光施設（SPring-8）、Ｘ線自由電子レーザー施設（SACLA)、大強度陽子加速
器施設（J-PARC）の共用を促進し、光・量子科学技術を用いたものづくりに関する研究
開発を支援している。 

【図表３-６   
ＳＡＣＬＡの鳥瞰図】 

①ものづくりに関する基盤技術の研究開発 

【図表３-７   
電子を光速まで加速する 
Ｃバンド加速管】 

      【最先端設備を活用して民間企業による製品開発を強力に支援 
                   －(公財)高輝度光科学研究センター（ＪＡＳＲＩ）－】 

  

(公財)高輝度光科学研究センター（JASRI）は、「特定先端大型研究施設の共用の 
促進に関する法律」に定める登録施設利用促進機関として、SPring-8の利用者選 
定・支援等を担っている。JASRIでは2000年度にコーディネーター制度を導入し、 
さらに2005年度には産業利用推進室を設置し、主に利用経験の浅い企業技術者を 
対象として、放射光利用技術の修得を目指した研修会や企業による放射光利用事 
例を紹介するワークショップの開催、測定データ検討や報告書作成等に関するアド 
バイスを行う体制を構築した。産業利用推進室の活動の基本は「ものづくりにフィー 
ドバックできるような結果を提供すること」である。そのために、ユーザー企業が求め 
ていることと、実験で解明できることを互いに理解し、ユーザー企業の満足が得られ 
る結果を出せるよう努めている。 
 

【図表３-８  SPring-8（スプリング・エイト）の実験ホール内部】 

第３節 産業力強化のための研究開発の推進 
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【レアアース等の希少元素を使わない高性能永久磁石材料の開発】 
  

レアアース等の希少元素（ハイブリッド自動車のモーターに用いられる高性能磁石などの先端産業を支える部材や、社会インフラ
を支える高強度材に不可欠）の供給を輸入に頼る我が国は、世界的な需要の急増や資源国の輸出管理政策により、深刻な供給
不足に直面している。文部科学省では、我が国の資源制約を克服し産業競争力を強化するため、レアアース等の希少元素を用い
ない革新的な希少元素代替材料の創製を行うことを目的として、2012年度より「元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞」を開始
した。本事業では、我が国の産業競争力に直結する四つの材料領域（磁石材料、触媒・電池材料、電子材料、構造材料）を対象
に、それぞれ卓越した物質観を持った代表研究者の強力なリーダーシップの下、物質の機能を支配する元素の役割の理論的な解
明から新材料の創製、特性評価までを、拠点を中核として形成する共同研究組織の密接な連携・協働によって一体的に推進する
こととしている。  

 世界最高水準の計算性能を有するスーパーコンピュータ「京」は、2012年６月にシステ
ムが完成し、同年９月末に共用を開始した。「京」を利用した研究成果が同年11月に
ゴードン・ベル賞を受賞するなど成果創出に向けた取組が着実に進捗している。  

【図表３-９ スーパーコンピュータ「京」】 【図表３-10  自動車の風洞解析シミュレーション】 

 ナノスケール新物質創製・組織制御研究など、社会的ニーズに応える材料研究開発を
実施している。  

35 



 大学等の産学官連携推進のための体制整備・研究成果の実用化のための研究開発・
外国特許出願等の知財活用支援を推進している。 

 2012年度から、世界市場を目指す大学発ベンチャーを創出する取組等を実施してい
る。 

【図表３-11 大学等における共同研究数等の推移】 

②産学官連携を活用した研究開発の推進 

【図表３-12 大学等発ベンチャーの設立数累計】 
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 産学官が人材、設備、知財を一つ屋根の下で共有して革新的課題の研究開発に取り
組む「場」の構築を推進するとともに、大学等の技術を用いて企業が行う事業化開発を
推進している。 

 被災地を含めた、地域イノベーションの創出に資する優れた構想の実現に向けた取組
に対して支援している。 

  【素材の摩耗を防ぎ、長寿命化が期待される 
  人工股関節の開発に成功】 
 

日本メディカルマテリアル（株）は、東京大学の研究成果を
基に、関節部分の表面をナノスケール（ナノは10億分の１）
の生体適合性に優れたMPCポリマーの膜で覆うことにより
関節面に生体擬似膜を形成し、良好な耐摩耗性を持つ人
工股関節の開発に成功した。2011年４月に医療機器の製
造販売承認を取得し、同年10月より医療現場への適用を
開始している（独創的シーズ展開事業 委託開発（現 研究
成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-
STEP)委託開発）の成果）。 
高齢者人口の増加に伴い、関節の機能に支障をきたし、運
動不全となる人口も増加しており、人口股関節に置き換え
る手術が国内で年間４万件以上行われている。 

 

 

骨盤  

大腿骨  
骨頭   

ボール 

ステム 

ライナー 

シェル 

【図表３-13 耐摩耗性を持つ人工 
股関節（A-STEPの成果例）】 

【図表３-14 地域イノベーション戦略支援プログラム】 
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