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（１）科学技術等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に向けた民間投資の加速
イノベーション２５に基づく社会への還元を加速するための取組強化

①研究開発促進税制の拡充 ③「イノベーション２５」の推進

④「日本版ＳＢＩＲ制度」の強化

国際競争力強化のため、研究開発を増加させ
る企業又は研究開発比率が高い企業に対して
税額控除上限を引上げ（所得税法等の一部を改正
する法律案を第169回国会に提出）

2025年の日本の姿を目に見える形で実現するプロジェクト

②世界トップレベルの研究拠点

優れた研究環境と極めて高い研究水準を誇る
「目に見える拠点」の形成を目指し、07年度、以
下の5件を採択（応募33件）

新技術を有する企業を広く発掘し、提案内容の高度化や
その事業化を促すため、研究開発の事前調査に要する
費用に支援を行うための体制を整備。

ⅱ）イノベーションを担う研究開発体制の強化
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＋

税額控除上限：
総額型（20%）と

増加型or高水準型（10%）

合計で法人税額の30%

高水準型ＯＲ

• 原子分子材料科学高等研究機構（東北大学）

• 数物連携宇宙研究機構（東京大学）

• 物質－細胞統合システム拠点（京都大学）

• 免疫学フロンティア研究センター（大阪大学）

• 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（物材機構）

「日本版ＳＢＩＲ制度」の強化

• 失われた人体機能を補助・再生する医療の実現
• 国民に災害情報を提供し、災害対応に役立つ情報通信システム構築
• 情報通信技術を用いた安全で効率的な道路交通システムの実現
• 高齢者・有病者・障害者への先進的な在宅医療・介護の実現
• 環境・エネルギー問題等の解決に貢献するバイオマス資源の利活用
• 言語の壁を乗り越える音声コミュニケーション技術の実現

ⅰ）社会還元加速プロジェクトの推進

・独立行政法人の経営努力認定基準の見直し（07年7月）

→知的財産収入に基づく利益は、独法が中期計画で定めた使途
の範囲内で活用可能

・次期中期目標期間への積立金の繰越基準の明確化（07年7月）

研究開発型独立行政法人の組織運営の柔軟性を確保
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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】
ロボット、次世代環境航空機など部品・材料産業の高度化にも資する新産業群の実現

（２）産学官連携により世界の潜在需要を喚起する新産業群の創出

（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

①ロボット産業の推進

【ビジネス振興】
次世代ロボット安全性確保ガイドラインの策定（07年7月)
サービスロボットと連動したエレベーターの検査内容に係

る業界自主基準を策定（07年11月）
「今年のロボット」大賞2007

・将来の市場創出への貢献度
や期待度の高いロボット13件
を優秀賞として表彰

高速ハンドリングロボット
（ 優秀賞：経済産業大臣賞）

これまで621件の特定研究開発計画を認定するとともに、「戦略的基盤技術高度化支援事業」を実施
→ 07年度 89件を支援

【技術開発】：07年度に以下事業を実施
サービスロボット市場創出支援事業

・実環境下でロボットを導入するための安全性確保手法の開発等

②次世代環境航空機

環境にやさしい小型航空機の実現に必要な要素
技術開発を07年度に実施。

③「技術戦略マップ2008」を策定予定（08年4月）

技術シーズベースの発想で章立てを改善し、
以下の5分野を新たに追加。（合計29分野）

「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に、「溶射技術」を新たに追加（08年2月）。
→ 合計で20の特定ものづくり基盤技術を指定

・「グリーン・サステナブル・ケミストリー」
・「設計・製造・加工」
・「サービス工学」
・「コンテンツ」
・「サステナブル・マニュファクチャリング技術」

次世代ロボット知能化技術開発プロジェクトを実施
・生活空間など状況が変わりやすい環境下でも、ロボットが確実性
をもって稼動するための知能化技術の開発。
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第１ 国際競争力の強化（１．我が国の国際競争力の強化）

（４）産業競争力を支える国際物流競争力の強化

【主な目標】
「国際物流競争力強化のための行動計画」の着実な実施
産業競争力を支える国際海上輸送確保のための制度的枠組みの構築（外航海運）

②外航海運産業の国際競争力強化①「国際物流競争力強化のための行動計画」の実施

外航海運企業に課される
法人税につき、日本船舶に
係る実際の利益ではなく、
日本船舶のトン数を基準と
した一定の「みなし利益」に
より算定する課税標準の特
例。

２）「トン数標準税制」の創設

「今後の安定的な海上輸送のあり方について」を答申
（07年12月20日）

１）日本船舶・船員の計画的確保のための法整備

海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案を第１６
９回国会に提出。
（国土交通大臣による日本船舶、船員の育成・確保に関す
る基本方針の策定、船舶運航事業者等が日本船舶・船員
確保計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けた場合に
おける課税の特例（トン数標準税制）の適用等について規
定）

関係省庁、ASEAN各国と連携し、以下のプロジェクトを

実施

１）メコン地域陸路実用化に向けた実証走行実験
（07年10月～08年1月に実施）

２）アセアン物流資格プログラム導入支援

３）アセアンシングルウィンドウ構築支援

バンコク

ホーチミン

ムクダハン
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デンサワン

ラオバオ

ハノイ

タイタイ

ラオスラオス
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○ 「東西経済回廊」ルートを
活用したトラックによる陸上
輸送ルートの開発を目的と
した実証走行実験を実施

○実証走行とともにGPSや
電子タグなどIT技術の活用
についても実証

○我が国の物流資格を移転するモデル国
をタイに決定し、「アセアン物流資格プロ
グラム」を検討中。

○来年度以降のパイロットプロジェクトを念頭に、アセアンシン
グルウィンドウ及び、アジア各国のナショナルシングルウィンド
ウの構築に係る標準、技術動向の調査検討を実施。
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参入を促進するため、
以下の支援を実施

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】
07年秋までに、農業改革の全体像を工程表とともに掲示し、改革を順次具体化
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

（５）農林水産業の国際競争力強化

②農業参入法人数の拡大：256社（07年9月末）

（06年9月時点から1年間で 約1.5倍）

①農業改革の推進

④食料供給コストの縮減

13年に農林水産物等の輸出額を1兆円へ

⑤国民食料会議（仮称）の設置・開催

③農林水産物等の輸出額：4,338億円（前年比16%増）

「食料供給ｺｽﾄ縮減ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ」の取組の進捗状況の点検
（07年10月及び08年3月（予定））

・生産段階のコスト削減策として「品目別生産コスト縮減戦略」を策定

国民食料会議（仮称）の設置

「農地政策の展開方向について（農地に関する改革案と
工程表）」取りまとめ。（07年11月6日）
・農地情報のデータベース化
・耕作放棄地の解消に向けたきめ細やかな取組の実施
・優良農地の確保対策の充実・強化
・農地の面的集積を促進する仕組みの全国展開
・所有から利用への転換による農地の有効利用の促進

→改革案を工程表に沿って具体化を進めると共に、平成20年度
中ないしは平成21年度中に新たな仕組みとしてスタートできる

よう法制上の措置を講じる。

「食料の未来を描く戦略会議」を開催
（07年7月、食料・農業・農村政策推進本部長決定）

→食料問題に関する認識を国民全体で共有するため、
07年度中を目途に提言をとりまとめ予定。
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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

・研修会開催、個別相談活動

・農地の測量調査等、営農を
実現する基盤整備への支援

・農業用機械・施設リース支援
による初期投資の軽減 等
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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
11年迄に主要な国際会議の開催件数を5割増

（６）観光立国の実現と交流人口の拡大

①ビジットジャパン・キャンペーンの推進 ②国際会議の開催・誘致推進による国際交流推進

訪日外国人旅行者数が過去 大を記録

外国人旅行者数：835万人（07年12月）

③観光立国推進基本計画の着実な推進

出典：国土交通省HPより

1000

835

733

521

614
673

0

200

400

600

800

1000

1200

‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘10

（万人）

‘03

＜訪日外国人旅行者数の推移＞

④21世紀東アジア青少年大交流計画の推進

EAS参加国（ASEAN、中国、韓国、インド、豪州、ニュー
ジーランド）を中心に5年間で6,000名程度の青少年を日本
に招く交流計画

・07年5月から08年1月までに、東アジアを中心に4.500名
分の交流事業を実施。

観光立国推進基本計画の着実な推進

21世紀東アジア青少年大交流計画の推進

「国際会議の開催・誘致推進による国際交流拡大プロ
グラム」の策定（07年6月）

・05年の168件
→ 11年までの5年間で5割り増しの252件へ

「観光立国推進基本計画」を策定（07年6月閣議決定）

（国際競争力のある観光地、観光産業育成への主な取組）
1) 観光ルネサンス事業
2) 広域・総合観光集客サービス支援事業
3) 観光（宿泊）産業のイノベーション 等
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第１ 国際競争力の強化（１．我が国の国際競争力の強化）

（７）医薬品・医療機器産業の国際競争力の強化

【主な目標】
「革新的医薬品・医療機器創出のための５か年
戦略」の着実な推進
新医薬品産業ビジョンの策定

②「革新的医薬品・医療機器創出のための５か
年戦略」の着実な推進

07年に3回開催（1月、4月、11月）。
2つのWG（研究開発等、ベンチャー）を設置。

①「革新的創薬のための官民対話」の開催

「有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討
会」報告書（07年7月）
・新薬の上市までの期間の2.5年短縮等に向けた具体的プラン

中小企業基盤整備機構にベンチャー相談窓口を設置

10年後の医薬品産業の将来像を国際競争の現状を踏
まえて見直し。今後5年間で講じる具体的アクションプラ

ンを策定。

【主な目標】
「感性価値創造イニシアティブ」の推進
日本の「文化力」の向上
内需依存型産業の国際展開支援

（８）感性価値創造に向けた取組の推進など

①「感性価値創造イニシアティブ」のとりまとめ
（07年5月）

感性価値の基本構想を普及するため、「感性価値
創造シンポジウム」を全国各地（東京、北海道、仙台、
名古屋、大阪等）で開催。

③文化芸術立国の推進

④水道産業界の国際展開支援

関連研究開発予算：969億円（平成20年度予算）

臨床研究・治験環境整備として、橋渡し研究拠点6カ
所、中核病院10カ所、拠点医療機関30カ所を選定。

「医療機器に関する経済社会評価ガイドライン（共通
理念）」をとりまとめ（07年12月）

③新医薬品産業ビジョンの策定（07年8月）

「水道国際貢献推進協議会」設立（07年4月）

「第１回アジア・太平洋水サミット」を日本で開催
（07年12月 於：別府）

・世界 56カ国（アジア・太平洋地域からは40カ国）
が参加し、アジア・太平洋地域における水道の発
展に向けた取組の方向性や日本の経験などに
ついて、アジア各国を始めとする世界にアピール。

→「アートマネジメント人材等の育成及び活用」に係る政府、自治
体、大学等の役割について07年度内に報告書とりまとめ予定。

「日本の文化芸術の継承、発展、創造を担う人材育成」につ
いて検討開始（07年8月～）

②「東京発日本ファッション・ウィーク」（ＪＦＷ）
の開催

東京をアジアのハブとなる高付加価値のビジネス拠
点として確立すべく、ＪＦＷを東京ミッドタウンを主会場
として開催（07年8～9月、08年3月） 。
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「環境を『力』にするビジネスの成長戦略」の検討開始

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】
環境重視・人間重視の新しい「エコイノベーション」の展開とアジア・世界への発信
京都議定書の6%削減約束の確実な達成と、すべての主要排出国の参加する実効性ある2013年

以降の枠組み構築
３Rの一層の推進による資源生産性向上

（９）環境と経済の両立を実現する産業育成・事業展開の加速化等による経済の持続的発展

①「エコイノベーション」の展開と発信
07年5月のＯＥＣＤ閣僚理事会で、日本から「エコイノベーション・
ロードマップ」作成を提案。

不足削減量を解消するための対策・施策を強化

・環境制約を克服し、持続可能な社会実現のため、新たな環境ビジネス
のあるべき姿の検討開始（08年2月～）

環境調和型のサービサイジング産業の創出支援

【環境ビジネス(*)市場規模】

◎市場規模： 59兆円 → 83兆円
◎雇用規模：180万人 → 260万人

(*)環境負荷低減を事業内容とするビ
ジネス（温暖化関連、3R関連、自然
共生・公害関連の分野を推計

2005年 2015年
④すべての主要排出国の参加する実効性のある
2013年以降の枠組み構築

APP※：セクター別アプローチの実践(07年10月閣僚会合実施)

07年12月 COP13：すべての主要排出国の参加する新ＡＷＧの設置

08年1月 ダボス会議：「クールアース推進構想」発出

08年1月に、報告書「世界 高水準の省資源社会の実現に

向けて～グリーン化を基軸とする次世代ものづくりの促進～」
を取りまとめた。

②３Ｒの一層の推進
※「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ」

【主な目標】 「2010年に対日直接投資残高をＧＤＰ比で倍増

となる５％程度」とする。

（１０）優れた投資環境づくりによる対日直接投資の倍増

①対日直接投資の実績
0６年末12.8兆円→07年末約15.4兆円（前年末から2.6兆円の伸び）

【出典】財務省／日本銀行「対外資産負債残高統計」

対日直接投資の伸び
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【政府目標】
ＧＤＰ比倍増

５％程度を目指す
前年末から２．６兆円の伸び

加速化

15.4

12.8

③「京都議定書目標達成計画」の全面改定（08年3月）

１，１８６
（＝基準年比▲６．０％）

２００５
（確報値）

基準年

１，２６１

１，３５９
(+７．７％）

（百万t-Co2)

２０10

排出抑制対策・施策の推進により、
基準年比▲０．８％～▲１．８％に

森林吸収源、京都メカニズムを
合わせて６％削減約束を達成
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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）

（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とＷＴＯドーハ・ラウンドへの積極的取組

【主な目標】
アジア諸国を中心としたEPAの早期締結（09年初めまでに12カ国以上に増加していることが期待される）
米国・EUを含め、大市場国・投資先国等とのＥＰＡについては、将来の課題として検討。可能な国・地域から準備。
東アジアにおけるOECDのような国際体制の構築

デリー・ムンバイ間産業大動脈構想の実現

③「東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）」設立
2007年１１月東アジアサミットで各国の賛同を得たことから、

2008年度前半のERIA設立に向け設立準備を推進中。

④「デリー・ムンバイ間産業大動脈構想」の検討

②東アジア経済圏の構築、大経済圏とのFTAの検討
東アジア包括的経済連携（CEPEA）の民間専門家研究を07年6月に開始。
CEPEAに加え、「ASEAN+3 FTA構想」、「アジア太平洋の自由貿易圏構想」を同時並行的
に検討中
「日・EU EIA検討タスクフォース」（産業界の検討会）による検討開始（07年10月～）

デリー

ムンバイ

赤線 貨物専用鉄道の路線
青線 国道８号線

デリーとムンバイの間の工業団地と港湾を貨物鉄道・
道路で結びつけ、一大産業地域とする日印共同のプロ
ジェクト

＜進捗状況＞
・06年12月に両国首
脳間で同構想の推進
で一致。

・07年8月に両国首脳

間でプロジェクトのコ
ンセプトペーパーの
準備を含む進捗及び
プロジェクト開発ファ
ンド設立に向けた協
働を確認

我が国の全貿易額に占める割合
出典： 2006年財務省貿易統計より経済産業省作成

①EPA相手国の拡大
署名・妥結済みのＥＰＡ数：4カ国（07年1月時点）から8カ国・1地域（08年2月時点）へ拡大
署名・妥結済みの国・地域との貿易額割合は、我が国全貿易額の

6.9% （07年1月時点） →14.4% （08年2月時点）に増加

●貿易・投資
●経済発展格差是正
●環境・エネルギー
●知的財産・基準認証

●人材育成、中小企業育成
●法制度整備
●物流、流通
●ＩＴインフラ・セキュリティ

（参考：第３回東アジアサミット議長声明該当箇所抜粋）
We agreed to the establishment of the Economic Research 
Institute of ASEAN and East Asia (ERIA) to be accommodated 
temporarily at the ASEAN Secretariat.

9
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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】「生活者としての外国人」に関する総合
的対応策」の着実な実施

○「生活者としての外国人」に関する総合的対応策」の実
施状況を発表（08年2月）
☆関連予算：8.2億円（平成20年度予算）

（２）アジア等との協働を促進し、グローバル化に対応する制度の整備

【主な目標】
貿易手続改革プログラム（ＡＥＯ制度の推進等）の着実な実施
航空自由化（アジア・オープンスカイ）等航空政策の転換

①ＡＥＯ制度の推進等 ②航空自由化（ｱｼﾞｱ・ｵｰﾌﾟﾝｽｶｲ）に向けた取組
ＡＥＯ制度の拡充案を決定（平成20年度関税改正法案）
1) ＡＥＯ制度の利便性向上

→簡易申告制度における引取担保の任意化等
2) ＡＥＯ制度の対象事業者の拡大

→ 通関業者、船会社等のＡＥＯ制度対象化
3) いわゆる「保税搬入原則」の見直し

→ ＡＥＯ通関業者等を活用し、自社工場・倉庫からの輸出申告

航空自由化の推進

羽田空港の国際化の推進（再拡張前）

1) 羽田－上海虹橋チャーター便の就航（07年9月）

2）特定時間帯（20時半～23時の出発、6時～8時半の到着）の
国際チャーター便の実現（07年6月）

3) 昼間時間帯（6時～23時）の発着枠を１日10便増加し、この
うち、上海虹橋チャーター便に4便、羽田‐関空‐海外の乗り
継ぎ改善に4便を使用。

特定輸出申告制度について、08年末に特定輸出者による輸
出額の割合を5割超とする目標に向け積極的に取組。

＜特定輸出者（06年3月導入）＞

07年 3月 ： 8者（総輸出額の12.6%）
08年 3月 ： 83者（総輸出額の38.3%）

1)首都圏関連路線を除き、韓国、タイ、香港、マカオとの間の
航空自由化（07年8月から順次）

2) 地方空港の乗り入れ自由化を外国航空会社に通知
（07年11月実施）

貿易関連システムの改革等
1)次世代シングルウィンドウの稼動(平成20年10月予定)

2)ＮＡＣＣＳと港湾ＥＤＩの統合
（平成20年10月予定・今通常国会に法案を提出済）

3)NACCSセンターを特殊会社として民営化
（平成20年10月予定・今通常国会に法案を提出済）

港湾手続の統一化・簡素化
港湾関連手続の書式の統一化・簡素化に向けて、国による
統一モデル様式を策定し、港湾管理者に採択を要請（07年8月）

港湾の深夜早朝利用等の推進
税関の臨時開庁手数料の廃止等（平成20年度関税法改正案）
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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・風力・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

（２）「次世代自動車・燃料イニシアティブ」等に
よる運輸エネルギー次世代化

（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

官民一体となって次世代軽水
炉開発着手を決定（07年9月）。

高速増殖炉（ＦＢＲ）サイクル早
期実用化に向け、関係者一体
となった協議会での検討継続。
実証炉開発に係る中核メー
カー1社を選定（07年4月）。

日米原子力エネルギー共同行
動計画に署名（07年4月）。6つ
の技術分野にて日米でWG設
立。

幅広いアプローチ協定が発効
（07年6月）・ITER協定が発効
（07年10月）

エネルギーの使用の合理化に関す
る法律（省エネ法）の改正案を第169
国会に提出し、企業単位のエネル
ギー管理の導入を行う。
省エネルギー技術戦略を策定・公表
（07年4月）。技術開発の重点化。
トップランナー基準の目標年度に達
した自動販売機等の新たな基準を
策定（07年11月）。また、照明器具
等との新基準、ルーター等の追加を
検討中。

ＲＰＳ法小委員会での
議論を踏まえ、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）。

新エネ対策の抜本強
化のため、新エネ部会
において議論を開始
（08年2月）。

「次世代自動車・燃料イニシアティブ」
～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

次世代
バッテリー

次世代次世代
バッテリーバッテリー

水素・
燃料電池

水素・水素・
燃料電池燃料電池 ＩＴＳＩＴＳＩＴＳ

新エネルギー等電気利用量（億kWh） ２０１４年度
160億kWh

２０１０年度
122億kWh

実績
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トップランナー基準特定機器（２１機器）

１．乗用自動車
２．貨物自動車
３．エアコンディショナー
４．テレビジョン受信機
５．ビデオテープレコーダー
６．蛍光灯器具
７．複写機
８．電子計算機
９．磁気ディスク装置
１０．電気冷蔵庫
１１．電気冷凍庫

１２．ストーブ
１３．ガス調理機器
１４．ガス温水機器
１５．石油温水機器
１６．電気便座
１７．自動販売機
１８．変圧器
１９．ジャー炊飯器
２０．電子レンジ
２１．ＤＶＤレコーダー

【トップランナー基準特定機器一覧】

トップランナー基準の見直しにより、 2015年度を目標年度と
する新しい燃費基準の法制化を実施。
揮発油品質確保法を改正し、バイオ燃料の利用基盤を整備

する他、バイオ由来燃料導入促進税制を創設予定。
（所得税法等を一部改正する法律案を第169回国会に提出）
「バイオ燃料技術革新協議会」において、セルロース系エタノー
ル技術開発のロードマップを策定予定（08年3月予定）。
「クリーンディーゼルに関する懇談会」を開催し、クリーンディー
ゼルの普及促進策等について検討開始(08年1月)。
「次世代蓄電システム実用化戦略的技術開発事業」などにより、
要素技術開発、次世代技術開発、基盤技術開発を実施。
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（５）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年までに石油自主開発比率を４０％程度に
アジア諸国の省エネ目標・アクションプラン策定支援

①総合資源確保戦略

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

第3回東アジア首脳会議において、09年までに各国が自主的に
省エネ目標・行動計画を策定することにつき一致。

「日本のエネルギー協力イニシアチブ」に基づき、アジア・省エ
ネ協力センターを設置し、問い合わせ対応を実施するとともに、
各国担当者に対する省エネ研修を385名受入れ、80人の専門
家派遣を実施。（08年1月末時点）

ＡＰＥＣ首脳会議において、省エネ目標・行動計画の策定に加
えて、レビューメカニズムについても一致（07年9月）。

第1回「日中エネルギー閣僚政策対話」（07年4月）、第2回「日
中省エネ・環境総合フォーラム」を開催（07年9月）。

第2回「日印エネルギー対話」（閣僚レベル）を開催（07年7月）。

07年4月、甘利大臣が中央アジアを訪問し、技術力を活かした日本
型資源外交を展開。我が国ウラン需要量の3-4割の権益を獲得。

07年4･5月、安倍総理（当時）と甘利大臣が中東を訪問し、サウジア
ラビアとの間で産業協力フレームワークを立ち上げるなど中東産油
国との間での関係を深化。

07年11月、甘利大臣が南アとボツワナを経産大臣として史上初め
て訪問。産業協力等を提案し戦略的互恵関係を構築しながら、レア
メタル資源外交を展開。

【主な目標】 エネルギー技術戦略の策定

世界エネルギー・イノベーション・イニシアティブ

（６）エネルギー供給途絶に備えた緊急時対応
の充実

（７）エネルギー技術戦略の策定、強いエネル
ギー産業の実現

【主な目標】 緊急時対応体制の充実・強化

③世界全体での省エネルギー等の推進

④資源・エネルギーの海上輸送路における安全
確保等の推進

アジア海賊対策地域協力協定（ＲｅＣＡＡＰ）情報共有センター
（ＩＳＣ）に対し、事務局長を含む２名の職員を派遣するととも
に、07年度は、約3700万円の資金拠出。

07年11月、第3回東アジア首脳会議において
・「気候変動、エネルギー及び環境に関するシンガポール宣言」を採択
・我が国から、東アジアにおける「持続可能社会」の実現に向けた

「日本の環境協力イニシアティブ」を表明

＜日本の環境協力イニシアティブ＞
①低炭素・循環型社会の構築
②豊かで多種多様な自然との共生
③将来に向けた環境保全の知的インフラ作り

国家製品備蓄の導入等、緊急時放出の機動性向上
・保有可能量や蔵置地点等について調査を実施。入札や契約
方法等のスキームが固まり次第実施予定。

07年4月、「エネルギー技術戦略」を策定

地球温暖化問題に関する総理イニシアティブ「美しい星50（Cool 
Earth50）」を受けて、08年3月に「クールアース－エネルギー革新
技術計画」をとりまとめ。
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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】
ＩＴ投資の加速と、戦略的なＩＴ投資の選択と集中
ＩＴを活用した中小企業の経営力の向上 世界 先端の電子政府の実現

電子タグ、電子商取引利用の共通基盤構築

③産業横断的なＩＴによる生産性向上

「次世代ＥＤＩ推進協議会」（07年12月設置）
-業種横断的な課題解決にむけ、ＥＤＩ推進協議会を拡大改組。
-電気・電子等で３業界でＥＤＩ、電子商取引推進組織を設置

⑥グリーンＩＴイニシアティブの推進

情報爆発に対応したＩＴ機器及びシステム全体の省エネとＩＴを活
用した社会全体の省エネを推進するグリーンＩＴイニシアティブを
創設（07年12月）

グリーンＩＴを推進する産官学連携の組織としてグリーンＩＴ推進協
議会を08年1月に発足。国際連携を強化。

②ＩＴを活用した中小企業の経営力向上

「ＣＩＯ戦略フォーラム」（07年11月設置）
-業種横断的なＩＴ投資による生産性向上に向けた課題の発見・
解決に向け、人材育成、標準化などを提案。
-この成果を踏まえ、08年5月に「IT経営協議会」が発足し、提案
を実行。

ＩＴによる業務効率化を安価かつ容易に行えるＳａａＳ基盤を開発・
提供し、中小企業50万社を目標にＩＴによる経営力強化を図る。

優れたＩＴ経営を実現し、かつ、他の中小企業がＩＴ経営に取り組
む際の参考となるような中小企業を経済産業大臣が表彰する制
度（中小企業ＩＴ経営力大賞）を創設。08年2月に発表。

経済産業大臣賞：3件、優秀賞：11件、
審査委員会奨励賞：5件、中小企業庁長官賞：3件

④次世代電子行政サービス基盤の構築
官民合同の次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクト
チームを発足（07年10月）し、技術的・制度的課題を検討開始。

→ 08年度早期にグランドデザインを策定し、実証実験へ

⑤ＪＡＰＡＮ国際コンテンツフェスティバルの開催
東京国際映画祭等、映画、アニメ、ゲーム等の各種コン
テンツ関連イベントを07年9月～10月に開催（来場者約80
万人）

①情報基盤強化税制・中小企業投資促進税制の延長
・拡充（所得税法等の一部を改正する法律案を第169回国会に提出）

＜情報基盤強化税制の拡充内容（中小企業を中心に拡充）＞
①部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェア

を支援対象に追加
②中小企業の投資に対する支援を拡充（投資下限額の大幅引下げ）

（３００万円以上→７０万円以上）
③ＩＴのサービス化（ASP・SaaS：インターネット経由で情報処理を行うサービス）へ

の支援（ASP・SaaS事業者への情報基盤強化税制の適用）
＜中小企業投資促進税制の概要＞

○一定のソフトウェア等への投資に対する30%特別償却又は7％税額控除

ITIT投資約投資約2,4002,400億円億円((今後今後22年間年間))
GDPGDP約約7,2007,200億円億円((今後今後1010年間年間))

増
加

拡充後・情報基盤
強化税制の効果

（出典）経済産業省試算
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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】
「サービス産業生産性協議会」の取組支援
「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」の推進

①「サービス産業生産性協議会」の取組支援

③サービス産業生産性向上に向けた業種別取組

１） 日本版ＣＳＩ（顧客満足度指数）の構築

・07年度にプロトタイプモデルを構築し、３業種（百貨店、
ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ、ﾌｨｯﾄﾈｽ）を対象に実証事業を実施。

２）「ハイ・サービス日本３００選」の公表

・07年度末までに48社を選定。
（今後3年間で300事例を選定予定）

サービス産業が抱える多様な課題に産学官が連携して取り組
む場として、07年5月に発足。

＜主な活動＞＜主な活動＞

②サービス工学研究センターの設置
サービス産業を工学的視点で研究する日本初の機関として、08
年4月に設置予定。
08年4月に「サービス工学研究ロードマップ」を策定予定

小売業や情報サービス業など１２の業種について、個別に生産性
向上のための具体策を検討開始。（08年4月報告予定）

科学的・工学的アプローチ委員会

サービスプロセス委員会

人材育成委員会

品質・認証委員会

ＣＳＩ委員会

ハイ・サービス日本３００選選定委員会

サービス統計委員会

幹事会

幹事会ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ省：
経済産業省、
総務省、
文部科学省、
厚生労働省、
国土交通省、
農林水産省

サービス産業生産性向上に向けた業種別取組

小売業、情報サービス業、ゲームソフトウェア業について事業分野
別指針を策定（07年8月） → 今後業種拡大へ

小売、総合卸売（商社）、情報サービス、対個人サービス、自動車小売、ビジネス
サービス（業務プロセス・アウトソーシング、プラント・エンジニアリング、プラント・メ
ンテナンス、研究開発サービス、環境サービサイジング、認証サービス）、金融

④「医療･介護ｻｰﾋﾞｽの質向上･効率化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の推進

・レセプトオンライン化：約3,200の医療機関・薬局でオンライ
ン請求可能。（08年2月時点）

・「社会保障カード（仮称）の基本的な構想に関する報告書」
を取りまとめ。（08年1月）

⑤「健康会計（仮称）」の検討

【
主
な
取
組
】

企業による従業員の健康管理情報の開示を進める仕組みを、「健
康資本増進グランドデザインに関する研究会」にて検討中。
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第２ 生産性の向上（ＩＴとサービス産業の革新）

（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】 世界 先端の通信・放送インフラを活用した多様なサービスの実現。通信・放送事業の競争力強化。

検討項目検討項目 進捗状況進捗状況

Ｎ
Ｈ
Ｋ
改
革

経営委員会の抜本的改革 ○第168回国会にて所要の法案（放送法等の一部を改正する法律案）が成立。

保有チャンネル数の削減 ○平成19年8月より「ＮＨＫの衛星放送の保有チャンネル数の在り方に関する研究会」を開催。

平成20年5月 終報告書取りまとめ予定。

ＮＨＫ本体の見直し

○子会社全体の整理・統合 ○昨年3月27日、子会社等を整理統合する計画をＮＨＫが公表。

○公益法人についても、見直しを検討中。

○音楽・芸能・スポーツ等の制作部門の

一部分離

○スポーツ部門は、制作委託を実施済み。

○音楽・芸能部門は、衛星放送に加え、総合放送の番組の制作委託を拡充。

○伝送部門の会計峻別等 ○平成18年9月にＮＨＫとの間で協議を開始し、伝送部門の会計峻別を平成19年から実施。

○番組アーカイブに係る対応 ○第168回国会にて所要の法案（放送法等の一部を改正する法律案）が成立。

国際放送の強化 ○第168回国会にて所要の法案（放送法等の一部を改正する法律案）が成立。

受信料支払いの義務化等 ○平成19年9月公表予定のＮＨＫの新たな「経営計画」を踏まえ、検討中。

放
送
関
連

マスメディア集中排除原則の緩和 ○第168回国会にて所要の法案（放送法等の一部を改正する法律案）が成立。

コンテンツの外部調達 ○情報通信審議会「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」で検討中。

融
合
関
連

通信・放送に関する総合的な法体系 ○「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」報告書の取りまとめ・公表（平成19年12月）。

具体的な制度の在り方について情報通信審議会へ諮問（平成20年2月）。

通
信
関
連

公正競争ルールの整備等、ＮＴＴの組織問題 ○「新競争促進プログラム2010」を平成18年9月に公表、平成19年10月に所要の改定を実施。

○市場の競争状況の評価等に係るレビューを毎年実施。

「通信放送の在り方に関する政府与党合意」に基づき通信・放送分野の改革を着実に推進するため、2010年までの5年間に取り
組むべき具体的施策をとりまとめた「通信・放送分野の改革に関する工程プログラム（06年9月）」の進捗状況は以下の通り。
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【主な目標】
「中小企業底上げ戦略」を踏まえ、「中小企業生産性向上プロジェクト」を推進する。
5年間で地域の資源活用・中小企業支援策により、1000件の新事業創出を進める。

（１）中小企業の生産性向上／（２）中小企業の活性化

①中小企業生産性向上プロジェクト（07年11月）
07年度から09年度までの3年間集中的に以下のよう

な施策を実施。
○「新現役チャレンジプラン（仮称）」の創設

09年度までに、団塊世代の企業ＯＢについて、登録
人材3万人のデータベース構築を図る。

○「がんばる小規模企業応援プラン」の推進
①自社の財務状況等のＩＴによる正確な把握

（ASP,SaaS）、②人材、資金等外部資源の活用による
課題解決（300モデル拠点の整備）を行う。

○地域中小企業再生支援ネットワーク
中小企業再生支援全国本部をネットワークの中核機

関として位置づけ（07年6月）、各都道府県の中小企業

再生支援協議会（※）活動を支援。
※中小企業再生支援協議会では、これまで13,000社以上の相談に応
じ、約2,000社の再生計画策定を支援するなど、約10万人の雇用確保

に貢献。

○下請適正取引等の推進
「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」を策

定（07年6月）（※）。また、その中のベストプラクティス
を集めたパンフレットを１０万部作成・配布（08年2月）。
下請かけこみ寺を47都道府県に早期開設。
※素形材産業、自動車産業、建設業等の現行8業種に加え、トラック運

送業、建材・住宅設備産業のガイドラインを新たに策定し、10業種に

拡大。

第３ 地域・中小企業の活性化（地域活性化戦略）

②「中小企業地域資源活用プログラム」の推進
地域資源を活用した事業に対し、試作品開発等への補

助を実施するとともに、「地域中小企業応援ファンド（06年
度：1360億円，07年度：1420億円）」等により、ハンズオン
支援や助成等を実施。47都道府県で10,059の地域資源を
特定。309の事業計画を認定（08年3月）。11年度までに
1000件の新事業創出を目指す。

③中小企業の事業承継円滑化のための総合的支援
事業の継続・発展を通じた経済活力の維持・雇用の

確保を図るため、「中小企業経営承継円滑化法案」を
第169回国会に提出するとともに、平成21年度税制

改正で、事業承継税制の抜本見直しを行う。

自社株に係る10%減額措置（現行制度） 自社株に係る80%納税猶予（改正後）

軽減割合を80%
に大幅拡充

＜対象会社要件＞
発行済み株式総額２０億円
未満の会社
＜軽減対象の上限＞
相続した株式のうち、発行
済株式総数の2/3又は評価
額10億円までの部分のい

ずれかの低い額

○対象会社は中小企業基本法
上の中小企業

※株式総額要件は撤廃

○軽減対象となる株式の限度
額は撤廃

※但し、発行済株式総数の2/3以下の限

度あり。

和銅鉱船旅館釜石キャビア深川硝子工芸

＜事業計画認定事例＞
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（３）地域経済の活性化

第３ 地域・中小企業の活性化（地域活性化戦略）

【主な目標】
11年度までの5年間に農山漁村の活性化に向けた新たな取組を1000以上創出

「頑張る地方応援プロジェクト」に基づく、特別交付税措置、普通交付税措置を推進
都道府県による広域地域活性化基盤整備計画の策定を促進

企業立地促進法等
07年7月30日の第一号同意（10県12基本計画）を皮切りとし
て、08年3月までに42道府県、108の基本計画を同意。これ
らの基本計画において全体で約28万人の新規雇用と約21兆

円の売上高を見込んでいる。
第169回国会に、農商工連携を促進するための企業立地促

進法の改正案を提出中

地域再生総合プログラム
「地域の雇用再生」「地域のつながり再生」「地域の再チャ
レンジ推進」「地域の交流・連携促進」「地域の産業活性
化」「地域の知の拠点再生」の6つのプログラムの内容を反
映した地域再生基本方針に基づき、各地域の自主的・自
立的な取組を支援。
07年4月から08年3月までに141件の地域再生計画を新

たに認定

頑張る地方応援プログラム
「頑張る地方応援プログラム」に基づき、プロジェクトを策定・
公表した市町村に対し、当該プロジェクト取組経費に係る特
別交付税措置を講ずるとともに、客観的な成果指標を用いて
各地方公共団体の「頑張りの成果」を普通交付税の算定に
反映させる等の取組を実施。
07年度、6,199件のプロジェクトが策定された（2次募集後）

農山漁村活性化の取組
農山漁村活性化法施行（07年8月）、同法に基づき45都道
府県で227の活性化計画を策定
農山漁村活性化推進本部において「農山漁村活性化のた
めの戦略」をとりまとめ（07年11月）

地方再生戦略の策定（07年11月）
地方の実情に応じ、生活者の暮らしの確保、交流人口の拡大、中小企業振興、農林水産業振興等に道筋。
「地方都市」、「農山漁村」、「基礎的条件の厳しい集落」における課題を各々体系化し、取組を進める。

広域的地域活性化のための基盤整備
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律に基
づき、広域的な経済活動等を支える基盤整備と地域づくり
に対するソフト面での支援等を一体的に促進
07年度は、広域的地域活性化基盤整備計画の提出がな
された23府県37地域について、地域自立・活性化交付金

を配分

地域公共交通の活性化
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、
地域公共交通の活性化・再生を支援。地域公共交通活性
化・再生総合事業（30億円）の創設を08年度予算で政府決

定。
07年度は地域公共交通総合連携計画が5件策定された。
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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】
07年度早期に規制改革に関する新たな3ヵ年計画を策定し、規制改革の一層の推進を図る

ソーシャルキャピタルの充実支援

①規制改革会議

（４）都市再生・中心市街地活性化

【主な目標】
都市再生プロジェクトの推進、中心市街地活性化法に基づく基本計画の認定 等

第３ 地域・中小企業の活性化（地域活性化戦略）

②構造改革特区

①都市再生プロジェクトの推進

②中心市街地活性化法に基づく取り組みの推進

関係省庁、地方公共団体等が連携して進める行動計画を都市再生本部にて決定し、23のプロジェクトを推進
07年度は新たに「国際金融拠点機能の強化に向けた都市再生の推進」を決定

中心市街地活性化法に基づき、市町村から申請された基本計画を認定。 （08年3月末現在 32件を認定済）

規制改革会議は、07年１月の発足以降、医療、福祉、保育、地域振興等、多岐にわたる分野について審議を実施
規制改革推進のための第１次答申（07年5月）、第２次答申（07年12月）をとりまとめた。

→「規制改革推進のための3ヵ年計画」（07年6月閣議決定）では、750項目に上る規制改革事項を策定

第11次及び第12次の提案等を受けて42項目の規制改革を実現するとともに、57件の特区計画を新たに認定
地域の特産物を用いた果実酒及びリキュールの製造免許に係る酒税法の特例措置を講ずること等を内容とする構造改革特別区
域法の一部を改正する法律案を第169回通常国会に提出。
→08年3月現在で、特区として214件の規制改革を実現し、累計で1000件の特区計画を認定。

③地域の担い手のネットワーク（ソーシャルキャピタル）を充実させる枠組み整備

地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して地域再生計画を作成すること及び地域再生協議会を組織す
ることを求めることを可能とすること等を内容とする地域再生法の一部を改正する法律案を169回通常国会に提出。
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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】
産学連携による人材育成の強化
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

②アジア人財資金構想の推進

①「産学人材育成パートナーシップ」の推進

④ 「職業能力形成システム」（通称：「ジョブ・カー

ド制度）の構築

人材育成における産学連携を推進するため、産学双方向の対
話と取組の場として「産学人材育成パートナーシップ」を設置

・07年10月に第１回全体会合開催
・8つの分科会を立ち上げて、議論開始。

⑤全員参加型社会実現のための環境整備

パートタイム労働法の改正（07年6月公布）
・労働条件の文書交付・説明義務
・均衡のとれた待遇の確保の促進 等を実施（08年4月施行）

雇用対策法の改正（07年10月完全施行）
・青少年の応募機会の拡大（人物本位による採用）
・労働者の募集・採用に係る年齢制限禁止の義務化等を実施

高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施
・実施企業割合：93%（前年比9%増）

（１）高度専門留学生育成事業（大学主体の事業）
・07年度：新規配置留学生数約100人に対し、12コンソーシアム
（14大学）にて教育プログラムを実施。

（２）高度実践留学生育成事業（地域主体の事業）
・07年度：約400人に対し、9地域ブロック毎に教育プログラムを実施。

官民からなる「ジョブカード構想委員会」を設置（07年5月）
・「ジョブカード制度に係る詳細設計」について 終報告とりまと
め（07年12月）

１） 「先行プロジェクト」を08年3月から開始（民間企業に導入）

２） 国・産業界・労働界・教育界等で構成される「ジョブカード推進
協議会（仮称）」を08年3月下旬に設置し、ジョブカード制度の普及
を推進

③人材投資促進税制の改組

「職業能力形成システム」等の構築・推進

支援対象を中小企業に限定した上で、教育訓練費の増減に関
わらず、教育訓練費割合が一定水準以上の場合に教育訓練費
の一定割合（8‐12%）を税額控除する制度に変更（現行は過去2
年間からの増加が要件）
（所得税法等の一部を改正する法律案を第169回国会に提出）

人材育成における産学連携に関する大枠の考え方につい
て整理し、議論を行う分野を特定。

＜産学人材育成パートナーシップ全体会議＞

化
学

機
械

材
料

資
源

情
報
処
理

電
気
・電
子

原
子
力

経
営
・管
理
人
材

各分野で必要とされる人材像の明確化、大学のプログラ
ムへの反映、産業界による協力のあり方の具体化。

（分科会）

（全体会議）
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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

①減価償却制度の見直し（平成20年度改正予定）

法定耐用年数区分の大括り化・耐用年数見直し

短縮特例制度の手続き簡素化
・短縮特例承認後、同種設備の取得は、承認不要（届出制）へ

港湾コストの3割低減、ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを１日へ短縮

５５区分（日本標準産業分類の中分類）に大括り化
使用実態を踏まえ耐用年数を見直し

（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

③動産・債権担保融資制度の改善
「流動資産担保融資保証制度」の創設（07年8月開始）

⑥「高度金融人材産学協議会」の設立

⑤公正かつ透明で魅力ある市場の整備

①ベンチャー企業投資のための環境整備

高度金融人材の育成強化

金融庁が07年12月に策定した「金融・資本市場競争力強化
プラン」の策定において新興市場の強化、取引所の機能強化
等を盛り込み。

「高度金融人材産学協議会」を設立し、シンポジウムを２回開
催。また、課題を整理した報告書を公表。

エンジェル税制の抜本拡充
・経済産業大臣の確認を受けた創業後３年未満のベンチャー企業（黒字

の場合を除く）への投資について、寄附金控除（上限：1,000万円又は総
所得金額等の40%）を認める抜本拡充
（所得税法等の一部を改正する法律案を第169回国会に提出）

ABL協会の設立（07年6月）

②電子記録債権制度の普及
電子記録債権法が07年6月に成立。「電子記録債権制度の

活用に関する研究会」において、制度利用促進の課題整理

④中小企業の安定的な資金調達、再生支援等
中小企業金融関連３法案を第169回通常国会に提出。
・中小信用保険法改正（売掛債権早期現金化保証（仮称）等）
・中小企業金融公庫法改正（売掛債権の早期現金化支援 等）
・信用保証協会法改正（協会による中小企業再生支援の強化等）

（出典）経済産業省委託（調査）

日本 アメリカ イギリス 韓国 中国

機械装置の
区分数

３９０区分
（設備の種類毎）

４８区分
（業種毎）

１区分
（償却率25%のみ）

２６区分
（業種毎）

１区分
（耐用年毎）

国名

②スーパー中枢港湾の機能強化

共同デポ

鉄道積替施設

地方部へ

奥行き500m以上

延
長

1,
00

0m
以

上

水深-16m

荷さばき施設
埠頭公社改革

大水深コンテナバース

内航フィーダー利用促進

24時間フルオープン支援施設

ゲート前状況監視施
設・偏載監視施設

次世代高規格コンテナ
ターミナルの整備
・東京港、横浜港において、水
深16ｍ岸壁を新規着工

大阪湾諸港の一開港化
を実現（07年12月）

ゲート前状況監視施設・
偏載監視施設を港湾機能
高度化施設整備費補助
の対象施設に追加

次世代高規格コンテナ
ターミナルのイメージ図
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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

（５）チエ：経営力の革新

【主な目標】
知的資産経営の実践・技術経営力強化

③買収防衛策に関する検討

【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 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。

③「国際標準化アクションプラン」の策定

②企業結合規制の更なる高度化

日韓（07年4月 本格開始）、日英（07年7月 試行開始）、日米（08年1月 本格開始）、日独（08年3月 試行開始予定）
・日米間の試行中（06年4月～07年12月）には、のべ465件の相互融通を実施

①特許審査ハイウェイの拡大（審査結果を外国特許庁との間で相互に融通する仕組み）

「国際標準化戦略目標」（06年11月策定）
の達成に向けて、28の技術分野毎に国際

標準化活動の短・中期的な計画（アクション
プラン）をとりまとめ（07年7月）。

株式取得の事前届出制度の導入、叔父甥会社間の
合併等の届出免除等を内容とする独占禁止法改正
法案を第169回国会に提出。

②任期付審査官の増員等による特許審査体制の強化

1567(+99)1468(+110)1358(+115)1243(+117)合計

392(+98)294(+98)196(+98)98(+98)任期付審査官

1175(+1)1174(+12)1162(+17)1145(+19)通常審査官

2007200620052004（年度）

1567(+99)1468(+110)1358(+115)1243(+117)合計

392(+98)294(+98)196(+98)98(+98)任期付審査官

1175(+1)1174(+12)1162(+17)1145(+19)通常審査官

2007200620052004（年度）
04年から

の４年間で
392名増員

有事の買収局面における買収側及び被買収側の行
動のあり方を企業価値研究会で審議。

公正なM&Aルール（組織再編の制度基盤）作り

①知的資産経営・技術経営力の強化

知的資産経営に資するガイドラインやイベント予定などを掲載
するポータルサイトを開設し、情報発信力を強化。

◎NEDO：「NEDO・MOTスーパーカレッジ」を開講
◎産総研：技術と市場を繋げる専門家（産業技術ｱｰｷﾃｸﾄ）創設

産総研及びNEDOの業務に技術経営力の強化を追加。

（http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/index.html）
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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

☆第１６９回通常国会に提出した法律案数：２６本
☆第１６８回臨時国会で成立した大綱関連法律：２本

合計 ２８法律案２８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の一部を改正する法律案

信用保証協会法の一部を改正する法律案
中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案

障害者雇用促進法の改正法案

金融商品取引法等の一部を改正する法律案

揮発油の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案

海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案

１６９回　通常国会に提出

長期優良住宅の普及の促進に関する法律案

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

特許法等の一部を改正する法律案
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案

電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案

地域再生法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

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案

地方税法等の一部を改正する法律案

道路整備費の財源等の特例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

国土交通省設置法等の一部を改正する法律案

所得税法等の一部を改正する法律案

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律
放送法等の一部を改正する法律
１６８回 臨時国会で成立
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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、2007年度（一部08年度に実施予定のものも含む）に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は、合計で約１３０項目約１３０項目。

第１．２
「アジア産業人材育成・中期計画」策定（０７年７月）
「地域経済統合に関する報告書」報告、承認（０７年９月）
「今後の商品先物市場のあり方について（中間報告）」とりまとめ（０７年１２月）
平成１９年度「国際協力重点方針・地域別重点課題」策定（０７年１０月）
「ＯＤＡの点検と改善２００７」とりまとめ、公表予定（０７年度中）
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則改正（原産品の判定の有効期間の上限
を削除する等の措置を実施）（０７年６月）
「工業品先物市場の競争力強化に関する研究会報告書―市場参加者にとってより魅力ある市場の構築―」とりまと
め（０７年６月）

第１．３
省エネルギー技術戦略２００７策定（０７年４月）
総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力発電投資環境整備小委員会報告書
（原子力発電投資の環境を整備するための具体的な制度設計）とりまとめ（０７年５月）
「高速増殖炉の実証ステップとそれに至るまでの研究開発プロセスのあり方に関する中間論点整理」とりまとめ（０７
年４月）
「第二再処理工場に2010年頃からの検討に向けた予備的な調査・検討について」とりまとめ（０７年１２月）
「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイドライン」及び「実用発電用原子炉
施設における高経年化対策標準審査要領（内規）」の改正（０７年６月）
「高経年化対応技術戦略マップ２００７」策定
「今後のレアメタルの安定供給対策について」とりまとめ（０７年７月）
乗用車等の新しい燃費基準（トップランナー基準）策定（０７年７月）

第２．１
「情報システム・モデル取引・契約書（第一版）」策定（０７年４月）
「情報システムの信頼性向上に関する評価指標（試行版）」策定・公表（０７年４月）

「我が国産業の強さを活かすＩＴ投資の在り方～ＩＴ投資を通じた生産性向上と競争力強化に向けて～」中間取りまとめ

「中小企業ＩＴ経営ガイド」策定、公表予定（０７年度中）
「ＳａａＳ向けＳＬＡガイドライン」公表（０８年１月）
「コンテンツ・グローバル戦略」策定（０７年９月）
「高度ＩＴ人材の育成をめざして」とりまとめ（０７年７月）
「法制問題小委員会中間まとめ」とりまとめ（０７年１０月）
「重点計画－2007」策定（０７年７月）
「ＩＴによる地域活性化緊急プログラム」策定予定（０８年２月）
「デジタル時代におけるコンテンツ振興のための総合的な方策」とりまとめ、公表予定（０７年３月）
「中小企業IT経営力大賞」発表（０８年２月）
情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令公布（０７年１２月）

第２．２
「サービス研究ロードマップ」策定（０７年度中）
「エステティックサロンの認証制度の在り方」とりまとめ（０７年６月）
産活法事業分野別指針策定（小売業、情報サービス業、ゲームソフトウェア業）（０７年８月）
「ハイ・サービス日本３００選」選定実施（０７年１１月）
「ジョブカード構想委員会」 終報告書とりまとめ（０７年１２月）
「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」策定（０７年１０月）
「緊急医師確保対策」とりまとめ（０７年５月）
「社会保障カード（仮称）の基本的な構想に関する報告書」とりまとめ（０８年１月）
「建設業法令遵守ガイドライン」策定（０７年６月）
「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン（仮称）」策定予定（０７年度中）

第２．３
「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」報告書取りまとめ・公表（０７年１２月）
「新競争促進プログラム２０１０」改定（０７年１０月）

第１．１
次世代ロボット安全性確保ガイドライン策定（０７年７月）
「サービスロボットの運用が可能なエレベータの検査運用指針」策定（０７年１１月）
「医療機器に関する経済社会評価ガイドライン＜共通理念＞」公表（０７年１２月）
「革新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略」策定（０７年４月）
「感性価値創造イニシアティブ」策定・発表（０７年５月）
「京都議定書目標達成計画の評価・見直しに関する 終報告」とりまとめ（０８年２月）
「二酸化炭素回収・貯留研究会」中間取りまとめ（０７年１０月）
「美しい星５０（Cool Earth 50）」発表（０７年５月）
「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」策定予定（０８年３月）
「新たな循環型社会形成推進基本計画の策定のための具体的な方針」とりまとめ（０７年８月）

「世界 高水準の省資源社会の実現へ向けて～グリーン化を基軸とする次世代ものづくりの促進～」とりまとめ（０８
年１月）

２０１０年上海国際博覧会における日本出展に係る基本コンセプト策定（０７年７月）
２０１０年上海国際博覧会における日本出展に係る基本計画策定（０８年２月）
「地理空間情報活用推進基本計画」策定中（０７年度中に閣議決定予定）
「安定的な国際海上輸送の確保のための海事政策のあり方について」答申（０７年１２月）
「国際会議の開催・誘致推進による国際交流拡大プログラム」とりまとめ（０７年６月）
観光統計の体系化のあり方について、中間取りまとめ予定（０７年度中）
「アートマネジメント人材等の育成及び活用について」審議経過報告をとりまとめ（０８年２月）
「新医薬品産業ビジョン」策定・公表（０７年８月）
「有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討会」とりまとめ（０７年７月）
「大学・大学院の研究システム改革～研究に関する国際競争力を高めるために～」報告（０７年１１月）
「研究開発独立行政法人の在り方について」発表（０７年１０月）
「新たな循環型社会形成推進基本計画の策定のための具体的な指針」策定（０７年８月）
「新たな循環型社会形成推進基本計画」策定予定（０７年度末目途）
「クールアース推進構想」の具体化表明（０８年１月）
「今年のロボット大賞２００７」公表（０７年１２月）
ＪＩＳ規格「電気・電子機器の資源再利用指標などの算定及び表示の方法」（ＪＩＳ C 9911）及び「電気・
電子機器のプラスチック部品の識別及び表示」（ＪＩＳ Ｃ 9912）制定（０７年５月）
「今後の省エネルギー対策の方向性について」とりまとめ（０７年１２月）
「農地政策の展開方向について」とりまとめ（０７年１１月）
「農地を含めた農業改革の全体像」とりまとめ（０７年１１月）
「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」とりまとめ（０７年５月）
「農林水産省生物多様性戦略」策定（０７年７月）
「新たな水産基本計画」策定（０７年３月）
「農林水産省地球温暖化対策総合戦略」策定（０７年６月）
「地球温暖化防止に貢献する農地土壌の役割について」とりまとめ（０８年３月中）
「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」にかかる政省令整備
「食品循環資源の再生利用等の再生利用等の促進に関する法律」にかかる政省令整備（０７年１２月施行）
「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」公表（０８年２月）
基盤地図情報の項目及び満たすべき基準に関する国土交通省令と基盤地図情報の整備に係る技術上の基準につ
いての国土交通省告示の施行（０７年８月）
「測量法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（平成２０年政令第７号）」及び「測量法施行令の一部を改
正する政令（平成２０年政令第８号）」公布（０８年１月）
「Ｅ１０対応車の技術指針」策定（０７年１０月）
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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５．１
「産学人材育成パートナーシップ」中間取りまとめ予定（０８年３月中）
「グローバル人材マネジメント研究会」報告書取りまとめ（０７年５月）
『「福祉から雇用へ」推進５か年計画』策定（０７年１２月）
就労支援プログラム策定予定（０７年度中）
「第２回ものづくり日本大賞」公表（０７年８月）

第５．３
「ＡＢＬの普及・インフラ構築に関する調査研究」報告書取りまとめ、公表予定（０８年３月）
「産業発展・経済成長に寄与する金融・資本市場等の競争力強化の在り方」公表（０７年１２月）
「ベンチャー企業の資金調達に関する中間報告」公表（０７年１１月）
「グローバル産業金融研究会」報告書公表（０７年９月）
「高度金融人材の育成・活用に向けて」公表（０８年２月）
中小企業信用保険法施行令の改正（０７年８月）

第５．４
「国際標準化活用のススメ（初版）」公表（０７年３月）
「国際標準化アクションプラン」策定（０７年７月）
知的資産経営ファイナンスワーキンググループ報告書取りまとめ予定（０８年３月末）
「安全・安心科学技術の重要研究開発課題について」とりまとめ（０７年７月）
「イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開に向けて」とりまとめ（０７年８月）
「研究機関における競争的資金の管理・監査のガイドライン」策定（０７年３月）
税関における専門委員制度の運用指針（「知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について」）
策定、公表（０７年７月）
日中韓３か国知的財産作業部会アクション・プラン（フェイクゼロ･プロジェクト（仮称））取りまとめ（０７年１０月）
「独立行政法人、国立大学法人等の科学技術関係活動（平成１８事業年度）に関する所見について」報告（０７年１１
月）
「競争的資金の拡充と制度改革の推進について」決定（０７年６月）
「知財戦略事例集」公表（０７年４月）

第５．５
「中間論点整理～平成１６年改正後の信託業法の施行状況及び福祉型の信託について～」とりまとめ（０８年２月）
「独占禁止法の改正等の基本的考え方」公表（０７年１０月）
合併時の課税繰り延べを認める条件を定めた法人税法施行規則の一部を改正する省令公布（０７年４月）
信託業法施行令及び信託業法施行規則改正（０７年９月施行）

第３．１
「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」策定・公表（０７年６月）

第３．３

「産業構造審議会地域経済産業分科会報告書～地域・産業・人の「つながり」による地域活性化～」とりまとめ（０８
年２月）

「ソーシャルビジネス研究会報告書」取りまとめ予定（０７年度中）
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」改正（０７年８月）

文化審議会文化財分科会企画調査会報告書（「文化財を総合的に把握するための方策」、「社会全体で文化財を継
承していくための方策」についての検討）取りまとめ（０７年１０月）

全国医療費適正化計画（案）策定（０７年４月）
「農山漁村活性化のための戦略」とりまとめ（０７年１１月）
「いきいきふるさと大計画」策定（０８年１月）
「農業水利施設の手引き」とりまとめ、公表（０７年４月）
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」改正（０７年８月）
「第３回エコツーリズム大賞」公表（０７年１１月）
エコツーリズム推進基本方針に対する提言とりまとめ（０８年３月）

第４
「公共サービス改革基本方針」改定（０７年１２月、閣議決定）
「ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン」改定（０７年６月）
「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」改定（０７年６月）
「ＰＦＩ推進委員会報告－真の意味の官民のパートナーシップ（官民連携）実現に向けて－」公表（０７年１１月）
「ＰＦＩアニュアルレポート（平成18年度）」公表（０８年２月）
「規制改革推進のための第１次答申」とりまとめ（０７年５月）
「規制改革推進のための第２次答申」とりまとめ（０７年１２月）
「規制改革推進のための３か年計画」改定予定（０７年度末まで）



25

（参考）経済成長戦略大綱に関連した税制改正項目

☆「平成２０年度税制改正の要綱」に記載された項目（主な国税関係）のうち、
大綱に関連した項目は、１６項目１６項目。

産業活力再生特別措置法に係る登録免許税の軽減措置
バイオ由来燃料導入促進税制の創設
省エネビルの普及支援の強化（エネルギー需給構造改革推進投資促進税制）

中小企業向け少額減価償却資産の損金算入特例の延長

エンジェル税制の抜本拡充
外航海運におけるみなし利益課税（トン数標準税制）の創設

研究開発促進税制の拡充

減価償却制度：法定耐用年数区分及び短縮特例制度の見直し

住宅の省エネ改修促進税制の創設

海外投資等損失準備金の延長
中小企業投資促進税制の延長

創業５年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置の延長

人材投資促進税制の改組
情報基盤強化税制の延長・拡充

中小企業事業承継税制の抜本見直し

農林水産業と商工業との連携等を促進する税制措置の創設


