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（１）科学技術によるイノベーションを生み出す仕組みの強化

第１ 国際競争力の強化（１．我が国の国際競争力の強化）

【主な目標】
「イノベーション創出総合戦略」の展開、「イノベーション・スーパーハイウェイ構想」の具体化
研究開発の成果を迅速に初期需要につなげる環境整備、公的部門での新技術の採用

①研究・市場間の双方向の連携によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

⑤「中小企業者に対する国等の契約の方針」改定

「技術力ある中小企業の入札参加機会を拡大する措置」
の特例措置の対象分野を全ての調達分野に拡大。

＜国の調達全分野に対象を拡大＞

物品の製造
（５分野のみ
が対象）

拡大

（特例措置の概要）
ｰ技術評価点数の加算（入札物件に関する特許や技術者の保有状況）
-入札物件と同等以上の仕様の物件を製造した実績等の考慮

<従来の措置>

物品の製造・販売
（全２７分野）

役務の提供等
（全15分野）③新技術の市場化を妨げている制度・規制の点検

「科学技術の振興及び成果の社会への還元に向けた
制度改革」 を提言（06年12月）
－7項目で66の改革事項に関する工程表を作成

④産業活力再生特別措置法等の改正法案
～「イノベーションによる産業の生産性向上」～

産業活力再生特別措置法の改正法案
（「事業再編」から「技術革新」へ軸足を移行）
・次のような計画を作る事業者を新たに支援対象に追加。

＜技術活用事業革新計画＞
企業連携により獲得した技術や知的財産を活用した事業革新（例）

電気機器Ａ社
電気機器Ａ社

Ｂ大学、Ｃ社
Ｂ大学、Ｃ社

新製品の開発
新製品の開発

例） ・大手電機メーカの休眠特許を活用し、
中堅精密機器メーカが動物実験用の
マイクロポンプを開発

②特許審査ハイウェイ（※）の拡大

日米間は 06年7月より試行開始

日韓：07年4月開始、日英：07年7月試行開始予定
（※）一国で特許となった出願についての審査結果を提出することにより、
他国において簡易な手続で早期審査を受けられるようにする制度。

産業技術力強化法の改正案
イノベーション・スーパーハイウェイ構想の基本要素を
「技術経営力」の強化として位置づけ

例）がん対策等先進医療技術
（基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発）

がん対策等の医療高度化のため、関係省庁連携
の下で多様なバイオ技術の融合と医療現場への
円滑な橋渡しによるイノベーションの創出を推進

臨床研究
医療技術の高度化の実現

基礎・基盤研究へのフィードバック

治験

基礎・
基盤研究
成果



3

第１ 国際競争力の強化（１．我が国の国際競争力の強化）

（２）産学官連携による世界をリードする新産業群の創出

【主な目標】 06年度内にアクションプログラムの策定

（３）高度な部品・材料産業やモノ作り中小企業の強化

【主な目標】 「中小ものづくり高度化法」を活用した技術力強化

（４）産業競争力を支える国際物流競争力の強化

【主な目標】 国際物流競争力パートナーシップを構築し、2006年内にロードマップを策定

「技術戦略マップ２００７」の策定（07年4月予定）：２５分野に拡大

「ものづくり基盤技術高度化指針」を策定（１９の特定ものづくり基盤技術を指定）

「国際物流競争力パートナーシップ会議」の設置（06年8月）

→ 「国際物流競争力強化のための行動計画」を策定（06年12月）
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＜進出先での物流関連費用の割合比較＞

(%)

全地域 アジア 中国 NIEs3 ASEAN4 北米 ＥＵ

～アジアの物流は高コスト～

<目標>2015年のアセアン統合を視野に入れ、中長期的にアセアン
域内での物流コスト及びリードタイムの半減を目指す。

→ 06年6月の法律施行後、415件の特定研究開発等計画を認定 （06年12月時点）

出典：「国際物流競争力強化のための行動計画」より

（５つの行動計画）
1) ｱｾｱﾝ広域物流網の整備 4) ｱｾｱﾝ統合に向けた輸出入通関手続電子化
2) 輸出入通関手続等の人材育成 5) 我が国輸出入制度の改革とｼｽﾃﾑ、ｲﾝﾌﾗ整備
3) 物流資材の高度利活用

個別産業分野の事例 ： 「次世代自動車用電池の将来に向けた提言」（06年8月）

→新世代自動車の基礎となる次世代電池技術開発に関する２つのアクションプラン（①研究開発戦略と②インフラ整備戦略）を策定

－次世代ﾛﾎﾞｯﾄ、新世代自動車向け電池、次世代環境航空機等予算措置により、アクションプログラムを着実に実行



4

（５）農林水産業の国際競争力強化

第１ 国際競争力の強化（１．我が国の国際競争力の強化）

①農林水産物等の輸出額：3739億円（前年比13%増）

【主な目標】
09年に農林水産物等の輸出額を6000億円へ
10年度までに東ｱｼﾞｱでの食品産業活動規模を3-5割増

②農業参入法人数の拡大：173社
（06年9月末、半年間で約10%増）
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出典：農林水産省HP「農業生産法人以外の法人の農業参入の状況」より

（企業数）

③東アジアでの食品産業活動規模の拡大

④食料供給コストの縮減

「東アジア食品産業活性化戦略（東アジア食品産業共同体構想）基本方針」及び「実行計画」を策定（06年12月）
－東アジアにおける我が国食品産業の売上高 ： 84億ドル（2005年度推計） → 110～125億ドル（2010年度目標）

「食料供給コスト縮減アクションプラン」の策定(06年9月）

－流通コスト改革、低価格資材の供給、経営規模拡大による効率化・技術開発による省力化等に取り組む

10年までに農業参入法人数を3倍へ
10年までに食料供給コストを2割削減

＜農業参入法人数（一般の株式会社等）＞

輸出額を13年までに１兆円規模にするという新たな目

標の実現に向けて、「我が国農林水産物・食品の輸出
促進に係わる対応方策」の中間とりまとめ発表(07.1)

億円

3,000

6,000

10,000

04年 05年 06年 09年
2954億円 3310億円 3739億円
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輸出拡大目標

2009年に6000億円

2013年に１兆円規模

出典：農林水産省作成 ※04年から06年の輸出額は、財務省「貿易統計」より

ホームページでの情報提供、企業等に対する農
業参入推進大会・相談会等の活動の支援等の措置
により企業の農業参入を促進
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（６）観光立国の実現と交流人口の拡大

第１ 国際競争力の強化（１．我が国の国際競争力の強化）

【主な目標】
10年迄に年間1,000万人の外国人旅行者受入

（継続的取組により、30年までに4,000万人に達する可能性）

（７）医薬品・医療機器産業の国際競争力強化

【主な目標】
臨床研究基盤の整備、治験環境の充実
薬事審査に係る体制の充実
使用量上位医薬品の日本オリジン割合の拡大
後発医薬品の市場シェアの大幅な拡大①ビジットジャパン・キャンペーンの推進

訪日外国人旅行者数：733万人
（06年速報値）［前年比9%増］

②薬事審査体制の強化

→(独)医薬品医療機器総合機構の新薬審査人員拡大
・09年度までの3年間で236名の増員（現状：約200名）

⑤後発医薬品普及率（数量ベース）
日本 16.8% ／英国 55% ／米国53% 

④日本オリジン医薬品の割合
世界売上高上位150品目中、日本オリジンの医薬品

は19品目のみ。（04年）

出典：国土交通省HPより
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出典：医薬工業協議会「ジェネリック医薬品について」より
※英国以外は04年のデータ（英国は03年）

＜訪日外国人旅行者数の推移＞

③「革新的創薬のための官民対話」の場の設置
医薬品産業の国際競争力強化に向けたイノベーショ
ン創出のための議論を行う場を設置
（07年1月に第１回会合を開催）

①臨床研究・治験の環境整備
「新たな治験活性化五カ年計画」を策定（07年3月）
→臨床研究・治験の中心となる中核病院・拠点医療
機関等の体制整備（全国４８カ所）

新薬の開発から承認までの期間を2.5年短縮すること
を目指す（11年度まで）



6

第１ 国際競争力の強化（１．我が国の国際競争力の強化）

【主な目標】
世界で通用するグローバルブランドの確立

（８）内需依存型産業・製品の国際展開支援

①ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ確立のための戦略策定

「生活関連産業（日用品）の高付加価値化に向けた提言」
（07年1月：生活関連産業（日用品）振興のための研究会）

②建設分野における海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ環境整備
インドネシア、ブルネイ等とのＥＰＡ交渉やWTO交渉

の場を活用し、建設分野の規制緩和、市場開放を要望

鉄道システム・建設等の国際展開

【主な目標】 10年度までに資源生産性(GDP／天然資源等投入量）を39万円／トンに向上

（９）環境と経済の両立を実現する産業育成・事業展開の加速化

①物質フロー指標に関する目標と現状

指標 資源生産性 循環利用率 最終処分量

目標 約39万円/ﾄﾝ 約14% 約28百万ﾄﾝ

指標 資源生産性 循環利用率 最終処分量

実績 33.6万円/ﾄﾝ 12.7% 35百万ﾄﾝ

改善 19.6%上昇 2.7％上昇 38.6%減少

＜目標年次:2010年度＞＜2004年度実績(2007年３月閣議報告）＞

※改善値は、2000年度実績比
出典：「循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第３回点検結果について」(07.3)

【主な目標】 10年までに対GDP比倍増となる5%程度の対日直接投資受け入れ

（１０）優れた投資環境づくりによる対日直接投資の倍増

6.6 9.4 9.6 10.1 11.9
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①対日直接投資の実績

加速化

研究開発拠点の設置や新たなビジネスモデル
を提供する外国からの投資が進展

出典：本邦対外資産負債残高統計より

(兆円) 対ＧＤＰ比５％程度
(目標値)

01年末6.6兆円→05年末11.9兆円に増加
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第１ 国際競争力の強化（２．アジア等海外のダイナミズムの取り込み）

（３）グローバル化に対応する多文化共生
社会の構築

【主な目標】
06年内に外国人に関する総合的対策まとめ

①外国人の問題（日本語教育、標識の外国語
表記等）についての対策とりまとめ

「生活者としての外国人」に関する総合的対応策
とりまとめ（06年12月)

（２）アジア等との協働を促進し、グローバルに対応する制度の整備

【主な目標】 06年度内に「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」を改定

①「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」を改定（07年3月28日施行）

一定の取引分野の地理的範囲が国境を越えて画定されることがあり得る旨を明記

審査実績を踏まえ，独占禁止法上問題が生じることがないと考えられる範囲を見直し

輸入圧力等の評価基準の明確化

【改定前】

【改定後】 54件 30件 94件

45件 130件3件

通常おそれは小さ
いと考えられる

通常問題とならな
いと考えられる
（セーフハーバー）

出典：経済産業省作成

過去５年間の公表案件（１７８件）の内訳

（１）日本のイニシアティブによる東アジア経済統合の推進

【主な目標】
10年に我が国全貿易額に占めるEPA締結国との貿易額の割合が25%以上になることを念頭においたEPAの促進

東アジア経済圏構築（「東アジアＥＰＡ」を含め政府内で議論等）

①ＥＰＡ締結国との貿易額の割合

東アジアにおけるOECDのような国際体制の構築

ＥＰＡ締結国数（署名済含む）：3カ国（06年7月時点）から6カ国（07年4月時点）へ拡大
（貿易額割合は我が国全貿易額の5.6%→11%に増加、
大筋合意～交渉準備中の国まで含めると33.8%）

②「東アジアEPA」の専門家研究、「東アジア・アセアン経済研究
センター（ERIA）」の設立

東アジア16カ国の賛同を得て、07年早期の「東アジアEPA」
の専門家研究開始、07年度のERIA設立に向け準備中

我が国の全貿易額に占めるEPA締結国との貿易額割合

（カッコ内の数字は０６年７月時点の割合）
出典：財務省「貿易統計」より経済省作成

その他:12 .8

香港:3 .4

EU:13 .1

中国:17 米国:17 .8
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（１）世界最先端のエネルギー需給構造の実現

第１ 国際競争力の強化（３．資源・エネルギー政策の戦略的展開）

【主な目標】
３０年までに更に少なくとも３０％のエネルギー消費効率改善
３０年までに運輸エネルギーの石油依存度を８０％程度に
太陽光・バイオマス等の新エネルギーの導入拡大
３０年以降も原子力発電比率３０～４０％程度以上、核燃料サイクル推進、高速増殖炉早期実用化

④原子力立国計画（０６年８月とりまとめ）②運輸エネルギーの次世代化

新・増設の初期投資負担平準
化等の企業会計上の措置

高速増殖炉（ＦＢＲ）サイクル実
用化に向けた関係者一体となっ
た協議会の設置及び実証炉開
発体制の方針決定

日米エネルギー協力合意を踏
まえた日米原子力共同行動計
画の策定着手

「次世代自動車用電池の将来に向けた提言」取りまとめ
（０６年８月）

次世代自動車燃料イニシアティブの実現に向けた方策を
とりまとめるため、官民の協力体制を構築（０７年１月）

【我が国原子力発電比率と目標値】
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①省エネルギーフロントランナー計画 ③新エネルギーイノベーション計画

＜統一省エネラベル＞＜統一省エネラベル＞
＜ＲＰＳ法の新エネルギー等電気利用目標量＞＜ＲＰＳ法の新エネルギー等電気利用目標量＞

新エネルギー部会で中間報告を取り
まとめ、新エネの概念の見直し、導
入拡大に向けた具体的方向性を提
示（０６年１１月）

ＲＰＳ法小委員会において２０１４年
度までの電気事業者による新エネル
ギー等電気利用目標量を設定（０７
年３月）

省エネルギー技術戦略中間取りまと
め（０６年９月）を経て、策定・公表予
定（０７年４月）

省エネ法に基づくトップランナー基準
の目標年度に達した電気冷蔵庫、
家庭用エアコンについて、新たな基
準を策定・施行（０６年１０月）

家電製品の小売事業者による情報
提供の取組として統一省エネラベル
を開始（０６年１０月）
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122億kWh
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160億kWh

（年度）

実績

繰越分(1年間に限る)

利用目標量

次世代自動車燃料イニシアティブについて
～エネルギー安保・環境保全・競争力強化の同時達成～

バイオ燃料バイオ燃料バイオ燃料 クリーン
ディーゼル

クリーンクリーン
ディーゼルディーゼル

バッテリー
次世代化
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次世代化次世代化

燃料電池・
水素社会

燃料電池・燃料電池・
水素社会水素社会
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（２）資源外交、環境・エネルギー協力等の総合的な強化

【主な目標】
３０年までに我が国の石油自主開発比率を４０％程度に
エネルギー需給構造の変化、気候変動問題等への対応のためのアジア諸国に対する環境・
エネルギー協力の展開

①総合資源確保戦略

０６年９月のGCC６ヶ国とのFTA交渉開始、０６年１１月のインドネ
シアとのEPA締結合意等、主要な石油・天然ガス・石炭等の供給国
との間で関係強化を推進

ＪＯＧＭＥＣによる出資７件、債務保証９件を実施（０６年度実績）。

０６年８月のカザフスタンとの間での原子力協力に関する覚書締
結や０７年２月のロシアとの間での原子力協力協定の交渉開始へ
の合意等核燃料供給の安定化に向けた取組を推進 等
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73 77 81 85 89 93 97 01

自主開発原油引取量（％）

2030

40%

第１ 国際競争力の強化（３．資源・エネルギー政策の戦略的展開）

②アジア環境・エネルギー協力戦略
省エネ等、総合的なエネルギー協力を進めるべく、「日中エネルギー閣僚政策対話」の創設に合意。また、省エ
ネ・環境分野のモデルプロジェクトの実施に合意（０６年１２月）。

インドネシアと、総合的な資源エネルギー協力を図ることに合意（０６年１１月）。イ
ンドと、「日印エネルギーフォーラム」の開催を契機として、「日印エネルギー対話」
の創設に合意（０６年１２月）。ベトナムと、日越エネルギーフォーラムを開催（０７年
３月）。

東アジアサミットで、各国が省エネ目標/行動計画の策定に合意。また、日本のエ
ネルギー協力イニシアティブを発表、各国が歓迎（０７年１月）

アジア太平洋パートナーシップ（ＡＰＰ）の８つすべてのタスクフォースにおいて省エ
ネ等のアクションプランを策定 （０６年１０月）

米、中、日、印、韓５ヶ国によるエネルギー大臣会合の共同声明においても省エネ
推進等について言及（０６年１２月）

【東アジアサミットにてセブ宣言に署名する安倍総理】
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（１）ＩＴによる生産性向上と市場創出

第２ 生産性の向上（ＩＴとサービス産業の革新）

【主な目標】
５年以内に世界トップクラスのＩＴ経営の実現（「ＩＴ経営力指標」の策定等）
ＩＰマルチキャスト放送の著作権法上の取扱いの明確化

①「ITの戦略的導入のための行動指針」と「IT経営力指標」を策定

②IPマルチキャスト放送による「放送の同時再送信」について著作権法上の取扱いを明確化

IPマルチキャスト放送による「放送の同時再送信」について、著作権法上、有線放送と同様の取扱いとす

る著作権法改正法が成立（同規定は０７年１月１１日施行）

6.6
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67.8

46.2

58.8

22.4

44.9

21.6

3.3

9.0

4.5
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韓国

米国

日本 第一段階

第二段階

第三段階

第四段階

＜世界トップクラスのIT経営の実現に向けた現状＞

部門間、企業間の壁を越えてＩＴを活用する企業の割合
米国：５３．９％ ／ 日本２６．１％

第一段階
情報システムの導入

第二段階
部門内最適

第三段階
企業内最適

第四段階
企業間最適

「部
門
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テ
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（出典：経済産業省「『ＩＴ経営力指標』を用いた企業のＩＴ利活用に関する現状調査(07.3)」）

日本：26.1%
(米国：53.9%)

＜ＩＴ新改革戦略の進捗状況＞
～ＩＴ経営の確立による企業の競争力強化～

2010年度までに電子商取引を実施する企業

のうち汎用的な共通基盤を利用する企業の割
合を60%以上とする

→ 48.0%（05年3月時点）
※インターネットＥＤＩ等を利用する企業の割合

2010年度までに中小企業の取引先のうち電
子商取引を実施する企業の割合を50%以上と

する。
→ 4.7%（04年度）
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（２）サービス産業の革新

第２ 生産性の向上（ＩＴとサービス産業の革新）

【主な目標】
06年度内に「サービス産業生産性協議会」設立

①「サービス産業生産性協議会」を設立予定
（07年度初頭）

（３）世界最先端の通信・放送に係るインフラ・サービスの実現

【主な目標】 11年の「完全デジタル元年」を目指し、通信・放送分野の改革を推進する

②「JAPAN国際コンテンツフェスティバル」(＊)

の開催（07年秋予定）等

「通信・放送分野の改革に関する工程プログラム」を公表（06年9月)

※放送法等の一部を改正する法律案（今通常国会へ提出）
－通信・放送分野の改革を推進するため、日本放送協会（NHK）に係る事項を中心として放送制度

を改正するとともに電波利用をより迅速かつ柔軟に行うための手続を創設する等の所要の改正

国際コンテンツカーニバルの開催

(＊) 名称を「国際コンテンツカーニバル」から変更し、正式決定

開催期間：2007年9月19日～10月28日（予定）

東京ゲームショウを皮切りに、アニメ、キャラクター・
マンガ、音楽、放送、映画のフェスティバル等を開催
予定。国は、マーケット事業、人材育成事業等を支援。

07年２月に実行委員会設立（委員長：大谷 松竹会長）

＜オフィシャルイベント（検討中）＞
・東京国際映画祭、東京ゲームショウ、東京
アジアミュージックマーケットなど
・国際コンテンツ人材交流・育成セミナー
・ジャパン・ロケーション・インフォメーション

コンテンツポータルサイト(07年5月運用開始）と連携

したネットマーケット創設

＜想定される活動内容＞
・普及啓発（ベストプラクティス事例の収集・整理）
・科学的・工学的手法の導入、サービスプロセスの改善
・品質認証など競争環境の整備
・サービス人材育成
・規制改革に関する事例・課題の分析と提言
・サービス産業統計の充実に向けたニーズの集約・提言等

「サービス産業のイノベーションと生産性に関する研究
会」を06年12月より開催し、「サービス産業生産性協議

会」の基本構想を検討
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（１）地域経営の活性化／（２）中小企業の活性化

第３ 地域・中小企業の活性化（地域活性化戦略）

【主な目標】
09年度までに都市と農山漁村の交流人口を3000万人に拡大
10年度までに農山漁村の先進事例を250へ
5年間で地域の資源・中小企業支援策により1000の新事業創出

①都市と農山漁村の交流人口の拡大

都市と農山漁村の共生・対流に関するプロジェク
トチームによる「2007年に向けた強化策」とりまとめ
(06年9月)
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出典：農水省HPより作成

②「立ち上がる農山漁村」として、2006年度に
50例を選定

これまでに、04年度、05年度で合計60例を選定
→ 06年度（50事例）と合わせ、110事例を選定済み

③地域・中小企業活性化のための法律案

＜大綱に関連する地域・中小企業活性化法律案＞

・中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の
促進に関する法律案

・企業立地の促進等による地域における産業集積の形
成及び活性化に関する法律案

・農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流
の促進に関する法律案

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案

・広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案

・都市再生特別措置法の一部を改正する法律案

5年間で1,000件の地域資源を活用した新事業創出、広

域的地域の自立・活性化促進、農山漁村と都市の交流促
進等を実現するための法的枠組みとして関連法案を今通
常国会に提出＜農家民宿及び都市農村交流を目的とした

公設の宿泊施設における宿泊者数＞
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第４ 改革の断行による新たな需要の創出

【主な目標】
規制改革全体の推進体制の検討
規制改革推進、地域の創意工夫を図るための構造改革特区法改正

①規制改革会議を設置

07年1月、民間有識者15名から構成される規制改革会議を内閣府に設置し、規制改革の推進体制を整備
－06年3月末までの5年間で 1,500項目以上の規制改革を実現

→７つの課題項目（「ダッシュ７」）に重点を置いて取り組み

①育児休業取得の円滑化
②医療のIT化
③港湾・航空・物流インフラに関わる制度
④資格者等の学歴・年齢要件等の見直し

（３）都市再生・中心市街地活性化

【主な目標】 中心市街地活性化本部の設置、基本計画の認定・支援の開始

第３ 地域・中小企業の活性化（地域活性化戦略）

①中心市街地活性化本部を内閣に設置（06年8月22日）
「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針」策定（06年9月8日 閣議決定）
・中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアルを策定（06年9月26日）

→ ２自治体【青森市、富山市】の中心市街地活性化基本計画を認定（07年2月8日）

⑤地方の産業・観光振興等に向けた阻害要因の見直し
⑥独法等公法人の業務の廃止・縮小、民間開放
⑦規制の見直し時期の設定、強制力ある通知・通達の公表

密集市街地整備法の一部を改正する「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が今国会において成立

・道路と一体的に整備する受け皿住宅などの敷地に容積を移転できる地区計画制度の創設 等

②密集市街地の緊急整備：都市再生本部にて決定（07年1月16日）

②構造改革特別区域法の改正により、「提案募集の法定化」、「認定申請期限の延長」等を実現

（※） 平成１４年の制度創設以来、特区で実施する規制改革項目211項目、全国実施の規制改革370項目（07年2月現在）を実現
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（１）ヒト：「人財立国」の実現

第５ 生産性向上型の５つの制度インフラ

【主な目標】
07年度から全国的な学力調査実施

アジア人財資金構想の実現等による世界的ブレインサイクルの取り込み

①全国的な学力調査の実施
07年4月24日に実施予定（全国の小学校第６学年と中学校第３学年が対象）

②フリーター２５万人常用雇用化プラン等の推進 ③アジア等の優れた人材の受け入れ促進

2006年１月に改訂した「若者の自立・挑戦のためのアクションプ

ラン」に基づき、「フリーター２５万人常用雇用化プラン」等を推進

１） ジョブカフェやハローワーク等における、きめ細かな就職支援
２） 短期間の試行雇用を通じた「若年者トライアル雇用事業」
３） 企業実習と座学を連結した「日本版デュアルシステム」 等

10年度までにフリーターをピーク時の8割に

アジアの成長

日系企業の競争力強化

産業連携の
「専門教育プログラム｝

ﾋﾞｼﾞﾈｽ日本語研修

日本ビジネス研修

インターンシップ

グローバル展開する
日本企業に就職

就職支援

大学

産業界
アジアの発展を担う高度専門人材を供給

アジアの優秀な留学生を日本へ招聘

日本企業現地法人

ローカル企業

出典：総務省統計局「労働力調査」より
出典：文部科学省「国際研究交流の概要（平成１６年度）」

留学生交流の充実（支援人数の拡大等）

外国人雇用サービスセンターを中心に、留学生に対する
職業相談・紹介を行い、国内就職支援を実施

アジア等からの優秀な留学生を日本に引きつけ、日本企
業での活躍を促進する「アジア人財資金構想」「アジア人財資金構想」の具体化

（※）研究者の海外派遣・受入数
日本 → 海外 約13万人、 海外 → 日本 約3万人

・初年度対象留学生1,000名程度を目標に事業実施
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フリーター25万人常用雇用化プランの推進により、既に
約２５．２万人の常用雇用を実現（18年12月末現在（速報値））

＜参考：フリーターの数の推移＞
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第５ 生産性向上型の５つの制度インフラ

（２）モノ：生産手段・インフラの革新

【主な目標】
生産手段の新陳代謝の加速
港湾コストの3割低減、ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを１日へ短縮

①減価償却制度の抜本的見直し（H19年度税制改正）

②徐々に短縮される港湾のﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ

3.1日

2.8日

2.7日

0 1 2 3 4

H18.3

H16.3

H13.3

輸入貨物の入港から引き取りまでの時間：2.7日
→ 2010年度迄にﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ1日を実現（ｽｰﾊﾟｰ中枢港湾）

１日へ１日へ

<諸外国の状況>
米国：１～２日
ドイツ：２日
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：

24時間以内
韓国：２日以内

①国際的イコールフッティングの観点から法定耐用年数経過時点で
全額償却可能な制度の実現 （今後新規に取得する資産が対象）

②既存資産についても「償却可能限度額 」の撤廃（95%→100%）

③技術進歩が著しいＩＴ分野の設備の法定耐用年数短縮
・フラットパネルディスプレイ製造設備（１０年→５年に短縮）等

（出典）日本における輸入手続の所要時間調査（財務省関税局）

（３）カネ：金融の革新
【主な目標】
ﾘｽｸを適正に評価する金融の促進
日本型預託証券(JDR）の実現

取引所名 上場外国企業数 うちアジア企業

ニューヨーク 446 53

ロンドン 315 43

シンガポール 150 10

東京 25 3

公開資料を元に経済産業省作成
’country of origin’がバミューダ及びケイマンのものは除く。

①電子債権実現のための法整備
「電子記録債権法案」を今国会に提出
→ 電子記録債権の法的枠組みを規定

②動産・債権担保融資制度の改善
動産や売掛債権の適切な担保評価のための環境整備

→ 「金融検査マニュアル」の改定（07年2月16日）
→ 中小企業信用保険法の一部改正法案

（「流動資産担保保険制度」の創設を規定）
→ ABL協会（仮称）の設立を検討中（2007年6月を目処）
（融資総額に占める動産・債権担保割合：米国（約20％）、日本（3.5％（その他担保）以下））

③ＪＤＲの実現に向けた環境整備
改正信託法及び金融商品取引法（07年夏頃に施行予定）

により、ＪＤＲの第三者対抗要件を整備
（※）日本への外国会社上場数は激減

19901990年末年末 125125社社 →→ 20062006年末年末 2525社社

設備投資約設備投資約7,0007,000億円億円
GDPGDP約１兆円約１兆円

増
加（改正の効果）

（出典）経済産業省試算
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（４）ワザ：技術革新

第５ 生産性向上型の５つの制度インフラ

① 「イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007 」
（07年1月25日）発表

特許審査迅速化・効率化に係る数値目標を点検・改定

＜審査順番待ち期間＞
06年度目標
約28月

c 07年度目標
28月台

13年目標
11月（世界最高水準）

c

＜審査順番待ち期間＞

（５）チエ：経営力の革新

【主な目標】
三角組織再編に関する関連措置の検討

11

25.7

26.3

27.9

26.4

28

0

5

10

15

20

25

30
28月台

02 03 04 05 06 07 13

（月）

①「合併等対価の柔軟化」に関連する制度の整備 ②信託法施行令、信託税制等の整備
信託法施行令等を07年夏頃に施行予定
信託税制の整備
法改正後の信託についても、基本的には受益者
課税（パススルー課税）としつつ、法人税回避行
為については、受託者段階で課税を行う等の適
切な措置を講ずる。

改正「信託法」に関する政省令等の整備

・01年10月から、特許出願後、審査請求を行うまでの期間を７年から３年に短縮。
・07年度には、大幅な増加が見られた04年度の審査請求案件の審査に本格着手する中、審査順番
待ち期間は28月台を維持。 出典：経済産業省作成

【主な目標】
13年に審査順番待ち期間を現在の26ヶ月から11ヶ月に短縮し

世界最速の特許審査を実現
2015年までに我が国が欧米諸国に比べても遜色なく国際標準

化をリードできるようにする。

②国際標準化の推進
国際標準提案の倍増、欧米並み幹事国引受数を目標とする「国際標準化戦略目標」を策定（06年11月）

三角組織再編について、会社法規定の施行日であ
る07年5月1日に間に合うように、関連税制を整備。
また、情報開示義務の拡充の措置を講ずる予定。
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（参考）「経済成長戦略大綱」に基づき具体化された法律案

☆今国会に提出した法律案数（条約案含む） ：２８本
☆昨年臨時国会で成立した大綱関連法律 ：４本

合計 ３２法律案（条約案含む）３２法律案（条約案含む）

法律案（２３本）
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案
地理空間情報活用推進基本法案
特別会計に関する法律案
種苗法の一部を改正する法律案
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案
関税定率法等の一部を改正する法律案
独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律案
統計法案
放送法等の一部を改正する法律案
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案
中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案（パートタイム労働法の改正案）
電子記録債権法案
所得税法等の一部を改正する法律案

条約案関連（５本）
イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定
イーター事業に共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定
核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日仏条約を改正する議定書
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日比条約を改正する議定書

Ｈ１８年臨時国会で成立した大綱に関連する法律（４本）
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律
著作権法の一部を改正する法律
信託法
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
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（参考）「経済成長戦略大綱」に基づき具体化された制度改正、ガイドライン、アクションプラン策定等

☆大綱に記載されている施策の内、政省令改正や閣議決定事項、ガイドラインやアクションプランの策定、新たな
制度創設を実施したもの（一部、07年度に実施予定のものも含む）は、合計で約１００項目約１００項目。

第１　国際競争力の強化　　１　我が国の国際競争力の強化 第１ 国際競争力の強化 　２ アジア等海外のダイナミズムの取り込み
「平成１９年度の科学技術に関する予算等の資源配分の方針について」
（06.6.14）

東アジア酸性雨モニタリングネットワークにおける酸性雨モニタリングガイドライ
ン・技術マニュアルの策定（06）

「科学技術連携施策群の成果及び今後の課題と進め方（中間報告）について」 「アジア産業人材育成中期計画」の策定（06）
「科学技術の新興及び成果の社会への還元に向けた制度改革について」 ODAにおけるＳＴＥＰ（本法技術活用条件）の制度変更実施(06.10)
「平成１８年度中小企業者に対する国等の契約の方針」（06.8.8閣議決定） 「大学発　知のＯＤＡ～知的国際貢献に向けて～」を策定（06.8）
「イノベーション創出総合戦略」（06.6.14） ＡＰＥＣにおいて、「ハノイ行動計画」策定（06.11)
日米特許審査ハイウェイ（06.7試行開始）／日韓特許審査ハイウェイ（07.4試行
開始予定）

ＡＰＥＣにおいて、模倣品・海賊版対策のための「公衆周知ガイドライン」、「サプ
ライチェーンガイドライン」を策定・合意(06.11)

「知的財産権の保護及び執行とその他のグローバルな課題への協力強化のた
めの共同イニシアティブ」（日米間での合意：07.1)

ＡＰＥＣにおいて、投資の自由化・円滑化のための拡大ワークプログラムを策定
（06.11)

「革新的創薬のための官民対話」の場の設置(07.1) 「ODAの点検と改善２００６」をとりまとめ(07.2)
「技術戦略マップ２００７」の策定（07.4予定） 「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」の一部改正（07.3）
「次世代自動車用電池の将来に向けた提言」(06.8） 特定輸出申告制度に混載貨物を対象とするための関税法基本通達の見直し
次世代ロボット安全性確保ガイドライン（案）の策定(06) 「「生活者としての外国人」に関する総合的対応策」のとりまとめ（06.12）
「ＧＩＳアクションプログラム2010」策定（06.3）
「特定ものづくり基盤技術高度化指針」の策定(06) 第１　国際競争力の強化　　３　資源・エネルギー政策の戦略的展開
「知財駆け込み寺（通称）」を開設（06） 「原子力立国計画」をとりまとめ（06.8)
「国際物流競争力パートナーシップ会議」の設置（06.8） 「省エネルギー技術戦略（中間とりまとめ）」を策定（06.9）を経て策定公表予定

「国際物流競争力強化のための行動計画」作成（06.12）
省エネ法に基づく「トップランナー」基準の目標年度に達した冷蔵庫、エアコンの
新基準策定・施行(06.10）

「食料供給コスト縮減アクションプラン」の策定(06.9) 家電製品の小売事業者による情報提供の取組として、統一省エネラベルを開始
「我が国農林水産物・食品の輸出促進に係わる対応方策」の（中間とりまとめ）
を公表(07.1)

省エネ法に基づく「トップランナー」方式を用いた２０１５年度を目標とする新しい
燃費基準の策定(07.3)

「東アジア食品産業活性化戦略基本方針」、「行動計画」を策定(06.12) 「新エネルギー部会中間報告」をとりまとめ（06.11)
「植物新品種の育成者権の保護・活用に向けた報告書」を策定(06.12) ２０１４年度までの電気事業者による新エネルギー等電気利用目標量を設定

「森林・林業基本計画」（06.9閣議決定）
揮発油等の品質の確保に関する法律施行規則の改正（バイオディーゼル燃料
混合経由に係わる規格を追加）（07.1公布）

「水産基本計画」（07.3閣議決定） 道路車両の保安基準の細目告示に定める軽油規格の改正(07.3)
「通訳ガイドスキルアップ・プログラム」の策定（07.3） 水素供給スタンドを給油取扱所に併設する場合に必要な技術基準の整備（06）
地域限定通訳案内士について地域限定通訳案内士試験のガイドライン策定 「次世代自動車用電池の将来に向けた提言」をとりまとめ（06.6）

医療機器に関する「経済社会ガイドライン」素案の策定（06）
原子力発電における初期投資負担の平準化等のための企業会計上の制度（関
係省令改正）措置（06）

「がん対策に貢献する医療機器に関する懇談会」(06.9.6)
「高速増殖炉サイクル技術の今後１０年程度の間における研究開発に関する基
本方針」の策定(06.12)

医療機器に関するアクションプログラム 「高速増殖炉サイクルの研究開発方針について」をとりまとめ（06.10)
医薬品に関するアクションプログラム 「エネルギー安全保障に向けた日米エネルギー協力」に合意（07.1)
「生活関連産業（日用品）の高付加価値化に向けた提言」を策定(07.1) 貿易保険分野における資源エネルギー総合保険を創設（07.4)
公害防止に関する環境管理に取り組む際の参考となる行動指針「事業者向け
ガイドライン」の策定（06）

「エネルギー基本計画」の改定（06.3）

グリーン購入推進のための地方公共団体向けガイドライン（案）の策定（06） 「海外開発資金債務保証」の申し込み条件の制度見直し（06）
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に向け
た政省令の整備

鉱物資源探鉱開発支援としての「海外投資等損失準備金制度」を２年間延長

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表策定（07.2） 　
石油天然ガス開発、鉱物資源の探鉱支援として、鉱物所得の課税の特例制度
（減耗控除制度）を延長

「対日直接投資加速プログラム」を策定(06.6) 「エネルギー技術戦略マップ２００６」を策定（06.11）
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（参考）「経済成長戦略大綱」に基づき具体化された制度改正、ガイドライン、アクションプラン策定等

第２　ＩＴとサービス産業の革新
「ＩＴの戦略的導入のための行動指針」の策定（06）
「ＩＴ経営力指標」の策定（06）
「ITによる「情報大航海時代」の情報利用を考える研究会」報告書とりまとめ 第５ 生産性向上型の５つの制度インフラ

情報システムの信頼性を評価するための「信頼性評価指標」を策定（06.3）
非正規労働者に対する企業内職業能力開発の促進のためのキャリア形成促進
助成金の拡充

社会医療法人債を発行する社会医療法人に係る会計基準を作成（06）
大学院教育の組織的展開を強化するため、各大学院の人材養成に係る目的の
明確化と公表等を内容とする「大学院設置基準」の改正を実施(07.4施行）

公正競争ルールの整備として「新競争促進プログラム2010」を策定（06.9） 「電子債権制度に関する研究会」中間報告を発表（07.2）

「通信・放送分野の改革に関する工程プログラム」を策定（06.9）
金融検査マニュアル改訂（適切な管理等が行われている動産・債権担保を、資
産査定に当たり一般担保として取り扱う旨を明記）（07.2）
ＡＢＬ協会の設立（07.6）

第３　地域・中小企業の活性化
一定の要件を満たす動産担保について、自己資本比率規制上の信用リスク削減効果を
認める旨を、「バーゼルⅡ第１の柱に関する告示の一部改正案」に規定（06.12）

「地域活性化総合プランの実行に向けて」を策定（07.1） 「流動資産担保保証制度」の創設
「中小企業の地域資源を活用した事業展開の支援に関する関係省庁連絡会
議」を発足（06.10）し、各分野横断的な連携施策や各地域資源分野に関する取
り組みについて「最終とりまとめ」を発表（06.12）

「誤発注の再発防止及び発生時における対応」に関する報告書とりまとめ
（06.11）

「地域中小企業サポーターズサミット準備会合」（関係省庁連携）開催（07.1）
「役職員などが自己の計算で行う株式などの取引」に関する社内規定を作成す
る上での留意事項を制定（06.11）

「企業の戦略的立地促進等を通じた地域産業活性化に関する関係省連絡会」を
設置・開催（06.11）

ＪＤＲ発行のための手引きの作成(07夏)

「国土交通省地域活性化戦略」とりまとめ(06.11) 産業金融人材産学協議会（仮称）の設立（07.5）
「地域再生総合プログラム」を決定（07.2） 外国人留学生インターンシップのための「受入マニュアル」を作成（06）
農山漁村の自律的な地域活性化方策のマニュアルの作成（06） 「安心安全科学技術に関する研究開発の推進方策について」をとりまとめ（06.7）
都市と農山漁村の共生・対流の為の「２００７年に向けた強化策」をとりまとめ 「イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン２００７」を策定(07.1)
「就業達成度手法」の開発（06） 先使用権制度ガイドライン（事例集）の策定(06.6)
信用保証制度における求償権放棄、求償権消滅保証等の実施（06） 「輸出差し止め制度」の施行（06）
「都市再生の一層の推進及びまちづくりの担い手の裾野の拡大について」提言
とりまとめ（07.1）

「関税法第６９条の１０第１項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに
係わる申請手続き等に関する規則」の改正（06.12）

防災街区整備地区計画の作成について「地方公共団体向けマニュアル」を作成（06） 国際標準化戦略目標の設定（06.11)
「中心市街地活性化本部」の設置（06.8）、「基本方針」の策定（06.9） 国際標準化活動基盤強化アクションプランの見直し(07.6）
「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル」を作成（06.9） 「模倣品・海賊版拡散防止条約（仮称）」構想の実現に向けた基本方針の決定

「知的資産経営の視点と開示実証分析」に関する報告書作成（06年度中）
第４　改革の断行による新たな需要の創出 「中小企業向け知的資産経営マニュアル」の策定（06年度中）
「公共サービス改革基本方針」を決定(06.9閣議決定)
就業構造基本調査及び全国物価統計調査に関する統計法施行令の改正
「PFI事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続について」の関係省庁連
絡会幹事会申し合わせ（06.11）
「規制改革会議」、「規制改革推進本部」を新たに設置（07.1）
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（参考）「経済成長戦略大綱」に基づき具体化された税制改正

☆大綱に関連した平成１９年度税制改正項目（主な国税関係）は、１６項目１６項目。

（１）減価償却制度の抜本的見直し
償却可能限度額及び残存価額の廃止、法定耐用年数の見直し

（２）中小企業関係税制
エンジェル税制の拡充
中小同族会社に対する留保金課税制度の撤廃
相続時精算課税制度の自社株式特例の創設
種類株式の評価方法の明確化
中小企業等基盤強化税制の見直し及び適用期限の延長

（３）組織再編税制・信託税制等
合併等対価の柔軟化（三角合併等）に伴う所要の税制措置
改正信託法に係る所要の税制措置

（４）住宅・土地税制
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正に伴う措置
特定資産の買換え特例の延長

（５）その他

地域産業活性化支援税制の創設
経営所得安定対策などの導入に伴う特例措置の創設
産業活力再生特別措置法改正に伴う関連税制の見直し
都市再生促進税制の延長
まち再生促進税制の延長

移転価格税制に係る納税猶予制度の創設


