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基本的考え方

１．「豊かで強く魅力ある日本経済」の実現

   我が国は世界に類を見ないスピードで少子・高齢化が進み、人口減少が

現実のものとなった。人口減少は、供給サイドでの経済成長の制約要因と

なると同時に、需要サイドにも深刻な影響を及ぼすおそれが大きい。

また、グローバル経済化の中で台頭するアジア諸国等との競争が激化し

ている。さらに、大幅な財政赤字と巨額の政府債務、資源・エネルギーの

供給確保、環境制約などの課題も抱えている。

こうした課題は、中長期的に成長の制約要因となるものであるが、克服

不可能なものと考える必要はない。むしろこうした制約要因を、逆に成長

の機会ととらえていかしていくことが重要である。

1960 年代の終わりに、我が国は「世界第２位の経済大国」となり、以来

40 年間、この言葉は日本経済の代名詞であった。経済成長が国民生活の向

上をもたらし、経済力は国際政治や外交の力の源泉となった。 

   将来、この世界第２位の経済大国の地位を失うことになっても、構造改

革を引き続き断行することによって、規模ではなく、「豊かで強く魅力あ

る日本経済」を実現し、改革の先に「日本の明るい未来」があることを国

民に示す。 

日本経済の潮目に変化が見られる今こそ、新しい発想に基づく経済成長

戦略を強力に推進する絶好の時である。

安全・安心な社会、誰でも再チャレンジできる社会の構築、地域の活性

化、平和で安定した国際関係など我が国が直面する諸課題に取り組んでい

くためにも、その基礎として、「持続的かつ安定した経済成長」が重要で

あり、その実現のために政策努力を総動員しなければならない。

２．人口減少を克服する新しい成長

人口減少の下でも持続的、安定的に民間需要主導で成長する「日本型経

済成長モデル」は、「生産性向上」、「技術革新」、「アジア等海外のダイナ
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ミズム」という３つを梃子（てこ）とすれば実現が可能となる。

「生産性向上」については、特に、日本経済の約７割を占めていながら、

製造業と比較しても、また国際的にみても、生産性が低いサービス産業の

生産性向上を推進する。

「技術革新」については、科学技術の振興によるイノベーションの創出

とＩＴ革新を生産性向上と経済の拡大に結びつけるとともに、省人化や

ＩＴの高度活用により、労働生産性を高める。

「アジア等海外のダイナミズム」については、オープンな姿勢を徹底し、

アジア諸国との分業を通じて、我が国産業の高付加価値化、産業構造全般

の高度化を図る。

加えて、「労働力と人材の質の向上」を図るため、若年者の就職支援、

仕事と生活の調和の実現、元気で活力のある団塊世代が働き続けられる雇

用機会の確保などにより、若者、女性、高齢者等が意欲を持って能力を発

揮できる社会を実現し、労働力人口の減少という制約要因を打破する。

「人は国の財（たから）」と言われるが、人材を「人財」と捉え直し、

人々が様々な価値を生み出す創造的な仕事につき、生きがいを感じながら、

自己実現を図っていく「人財立国」を実現する。

「人財（ヒト）」のほか、「モノ」「カネ」「ワザ」「チエ」の５分野につ

いて、国際的に遜色のない産業競争力インフラを構築する。

このようにして、「日本型経済成長モデル」を実現することで、今後同

様の困難に直面することとなる諸外国にとって良き先例となることを目

指す。

「日本型経済成長モデル」の実現に向けて、2008 年度には、「つながり

力」と「環境力」を新たな発想として成長への道筋をつける「経済成長戦

略」（平成 20 年 6 月）に係る施策等をとりこみ、あわせて、これまでの施

策を具体化・強化するなど、「経済成長戦略大綱」を改定し、政府及び与

党が一体となって取り組むこととする。
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10 年間で、年率 2.2％以上の実質経済成長を視野に、本大綱の政策を実

行する（注１～３）。 

（注１） 経済産業省によると、主な政策分野別には、以下のような成長率引き上げ

効果が見込まれる。

・技術革新を通じた競争力強化、生産性向上等により 0.2％程度以上 

・ＩＴ革新を通じた経営力強化、コンテンツ市場拡大等により 0.4％程度以

上 

・サービス産業の革新を通じた生産性向上、重点サービス市場拡大等により

0.4％程度以上

・若者・女性・高齢者の労働参加率上昇、人材の質の向上等により 0.4％程

度以上 

いずれも本大綱の政策による直接的な潜在成長率引き上げ効果である。政

策相互間には重複があること、間接的な成長率引き上げ効果があること等に

留意する必要がある。 

（注２） 「2.2％以上の実質経済成長」は、本大綱の政策効果が昀大限発揮された場

合に、視野に入ることが期待される中長期的な潜在成長力である。 

（注３） 経済産業省によると、ＧＮＩ（国民総所得）ベースでは年率 2.4％、同一

人当たり 2.5％（2015 年度の一人当たり実質ＧＮＩ ３割増）以上が視野に入

ることが期待される。 

３．実現の枠組み

経済と財政の一体的な改革を進めるに当たって、「経済成長戦略」を歳

出・歳入一体改革と並ぶ車の両輪として、政府・与党の昀優先課題と位置

付ける。

人口減少が本格化する 2015 年度までの 10 年間に取り組むべき施策を、

短期・中期・長期に分けた「工程表」に基づき、スピードを重視し戦略的

に実行する。各施策の進捗状況については、毎年度、ＰＤＣＡサイクルに

よりその進捗状況を点検し、骨太プロセスの中で個々の施策に対応する定

量的な目標などに基づきローリングして改定する。
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第１．国際競争力の強化

ダイナミックに成長するアジア及びＢＲＩＣｓの市場や供給力という

機会と、資源・エネルギー制約及び環境制約というリスクの双方に早急に

対応する。 

機会をとらえるためには、スピード感を持って我が国をオープンにする

ことにより、アジアの発展に貢献し、アジアとともに成長するといった視

点が重要である。そのため、研究開発の推進をはじめ、国内におけるイノ

ベーション促進のための仕組みを強化するとともに、米欧等との連携の下

での、「アジア経済・環境共同体」構想の実現等を通じて海外市場を獲得

するための環境整備を行うことが必要である。さらに、これを梃子に海外

展開する我が国企業が獲得する世界経済の成長の果実を国内に還流し、我

が国の豊かさに結びつける好循環を構築することが必要である。国内で

は、我が国の強みである生産性の高い製造現場、洗練された目を持つ感性

豊かなユーザーの集積等を強化しつつ、世界昀高のイノベーションセン

ターとして国際競争力のある新商品やサービスを次々と生み出し、新しい

価値を世界に発信する。アジア等との関係では、効率的な協働を実現する

ための制度インフラの整備等を加速する。 

リスクを軽減し、中長期的な発展基盤を確立する観点から、エネルギー

安全保障を核とした「新・国家エネルギー戦略」（平成 18 年５月）等を踏

まえ、資源・エネルギー政策の戦略的展開を図る。 

１．我が国の国際競争力の強化

（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 

① 研究開発の推進（革新的技術の推進等） 

イノベーションの実現は成長の起爆剤であり、科学技術は「明日への投資」

である。「第３期科学技術基本計画」（平成 18 年３月 28 日閣議決定）、「長期

戦略指針『イノベーション 25』」（平成 19 年６月１日閣議決定）を踏まえ、

経済成長への貢献に昀大限配慮しつつ、戦略的に施策を実施する。 

世界トップレベルの研究拠点の構築に向けた取組の充実・強化など魅力的

な研究環境を整備するとともに、研究開発システムの改革（優秀な人材の確
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保、人材交流の促進、研究成果の実用化の促進等）への取組を推進し、我が

国の国際競争力の強化を図る。 

また、「革新的技術戦略」（平成 20 年５月 19 日）及び「環境エネルギー技

術革新計画」（平成 20 年５月 19 日）により、革新的技術を強力に推進して

その強みをさらに発展させ、資源・環境等の制約要因を転じて成長力につな

げていく。 

具体的には、総合科学技術会議の司令塔機能を強化し、オールジャパン体

制での研究開発を加速するため、平成 21 年度に新たに、革新的技術推進費

を創設し、迅速かつ機動的に府省横断的な研究開発投資を行うとともに、民

間との連携も強化し、我が国の総力を挙げた体制を構築して、革新的技術の

推進を図る。さらに、基礎研究を推進する競争的資金を拡充し、その中に一

定比率の大挑戦研究枠を新規に設定するなど、革新的技術を持続的に生み出

す環境整備を行う。 

また、優れた革新的技術の芽を見出し、産学官連携により効果的・集中的

な技術支援を行うとともに、規制当局との協議を並行して行い、個々の課題

の特質に応じた制度改革を実施することで技術を社会に適用し、社会システ

ムの変革、社会全体のイノベーションへとつなげるような「革新的技術特区」

（スーパー特区）等を推進する。 

さらに、革新的技術を生み出す人材を確保する観点から、理数教育の充実

を図るとともに、若手・女性研究者の活躍促進のための環境整備及び優れた

外国人研究者の受け入れを推進する。 

② 市場化へ向けた取組 

研究と市場の間における関係機関の連携の下、科学に遡った研究や異分野

の融合により、研究開発の成果を迅速に市場化につなげる仕組み（「イノベー

ション・スーパーハイウェイ構想」）を実現すべく、イノベーションのタネ

を生み出す研究環境の整備に加えて、それらを育て、花を咲かせるための社

会に対する提案力の強化のための取組を行っていく。 

具体的には、これまで、戦略的技術領域における先導的研究開発プロジェ

クトについて、各省連携や異分野融合を要件とすると共に、国際標準化等の

取組を行ってきたところであり、引き続き、社会への還元を加速するための

取組を強化する。 

あわせて、イノベーション創出に向けた研究開発・人材育成・ＩＴ等への
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民間投資の加速とともに、オープンイノベーションのプラットフォームとす

べく技術戦略マップを活用した技術マッチングを図る。 

また、研究開発独立行政法人がその能力を発揮しやすい環境の整備、公的

機関による新技術の実証・調達の促進、研究成果の社会への影響度の計測・

評価の仕組みの実現、我が国の取組の国際的な発信等に取り組む。 

  さらに、「知的財産戦略について」、「知的財産推進計画 2008」、「国際標準

総合戦略」、「国際標準化戦略目標」等を着実に推進するとともに、知財政策

と研究開発政策とを連携させ、戦略的知財ポートフォリオの構築やライセン

ス戦略の構築等、研究開始段階から「知財の目」を持って知財戦略を構築す

るために必要な支援を行う。 

③イノベーションを生み出す新たな仕組みの構築 

既存の技術体系を超えて異種技術の融合によって付加価値を生み、それを

「環境」「健康」といった社会的価値の創造につなげるのがイノベーション

の新潮流である。この潮流に乗るには、「企業」「業種」「大学」の壁を越

えて技術・人材を組み合わせることが重要であり、新たなビジネスモデルが

必要となっている。 

しかしながら、大企業で、活用されない特許や技術人材が囲い込まれていたり、

中小企業やベンチャーに技術が埋もれたりしているなど、我が国では組織の縦割

り等の様々な制約が存在している。これらの制約を乗り越えて新たなビジネスモ

デルを創造するには、人材・長期資金の集中を促す公的な後押しが必要であり、

そのための新たな仕組みを創設する。

④ベンチャー企業の創出と育成 

我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と地域の活性

化を図るためには、新しい技術やビジネスモデルを有し、大きなビジネスリ

スクをとって新規事業に挑戦するベンチャー企業の創出と育成が不可欠で

ある。 

小中高校、大学・大学院、創業支援機関等における起業家教育の受講機会

拡大を促す。 

また、ベンチャー企業に対して十分なリスクマネー供給を行うため、エン

ジェル・ネットワークの拡大・活性化や平成 20 年度税制改正において大幅

拡充されたエンジェル税制の利用促進、ベンチャーキャピタル投資の拡大や

新興株式市場の流動性を高めるための環境整備、さらにはプロ向け市場の制
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度整備等を行う。大学発ベンチャーについては大学からの出資等による支援

のあり方についても検討する。 

さらに、大企業の技術・人材を活かして、大企業発ベンチャー創業や大企

業のコーポレートベンチャリングを推進する。 

（２）世界の潜在需要を喚起する新産業群の創出 

「新経済成長戦略」（平成 18 年６月）や「革新的技術戦略」（平成 20 年５

月）に基づいて、燃料電池、情報家電、環境産業等の戦略分野、新世代自動

車向け電池などに加えて、特に、極限状態における高信頼性が求められる次

世代環境航空機、主として国際市場への参入を目指す先進的宇宙システム、

次世代軽水炉・高速増殖炉サイクルなどの新産業群の実現に向けた環境整備

や研究開発を積極的に推進する。 

また、iPS 細胞やロボット、高度道路交通システム（ＩＴＳ）、電子デバイ

ス（ＭＥＭＳ等）、超電導など、我が国が特に優位性を有する技術の果実を、

できる限り早期に社会へと還元するため、積極的な実証や環境整備を行う。

さらに、「地理空間情報活用推進基本計画」（平成 20 年４月 15 日閣議決定）

に基づき、地理情報システムの利用拡大、衛星測位の研究開発等により、地

理空間情報を高度に活用する社会の実現を図るとともに、現在の開発成果の

果実を有効に活用するなど宇宙の利用・産業化を積極的に推進する。 

併せて、これら新産業群の実現に不可欠な革新的部材の開発、及びそれを

実現可能にするナノテクノロジー等の研究を積極的に推進する。 

（３）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環境を『力』にするビジネスの推進 

環境制約への対応を環境市場創出のチャンスと捉え、我が国の世界昀高

水準の技術等を活用し、経済活性化に繋げるため、以下の柱立てを主なも

のとして、我が国の「環境力」を磨くための施策を推進する。 

○「環境力」を競争力に活かすための「見える化」の促進 

サプライチェーンにおける環境配慮の促進、環境管理会計（マテリアル

フローコスト会計）の国際標準化等による環境経営の高効率化等、事業実

施面での見える化を推進する。 
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また、カーボンフットプリントなどの導入による製品・サービス市場に

おける「環境力」の「見える化」の推進、「環境力」の評価手法の開発や

環境金融の明確化及び環境情報の開示促進などによる金融面における環境

配慮の促進、グリーン購入の推進など、市場関係者や消費者が適切に「環

境力」を評価し、その評価に基づいて行動できるような仕組みを構築する

ことを目指す。 

○アジアへのビジネス展開、先進事例の国内外への発信 

実効性のある環境法制の確立を通じたアジアの環境市場の高度化を推進

する。国内外両方での「環境力」強化の取組について、環境重視・人間重

視の「エコイノベーション」というコンセプトとして、先導的な事例の

フィージビリティスタディ等により取組を推進するとともに、ＯＥＣＤ等

で国際的に発信する。 

○環境力を核とした地域の活性化 

各地域での環境意識の高まりを活かし、「１人１日１ｋｇ」のＣＯ２削

減をモットーとした国民運動と連携した環境コミュニティビジネスと

いった、地域ぐるみの取組を推進する。 

② 地球温暖化対策の推進 

国際社会においては、昨年５月に提案した「クールアース 50」、本年 1

月のダボス会議で提案した「クールアース推進構想」に基づき、2050 年ま

でに世界全体の温室効果ガスを半減させること、今後 10 年から 20 年の間

に排出量のピークアウトが必要であることを世界に呼びかけている。これ

らの目標を達成するためには、全ての主要経済国が責任ある形で参加する、

実効性ある衡平な国際枠組みを構築することが不可欠であり、「クール

アース推進構想」を具体化しつつ、議長国を務める本年７月の北海道洞爺

湖サミット等の場を活用しながら、国際的な議論を主導していく。 

一方、国内においては、産構審・中環審合同会合の審議を踏まえて平成

20 年 3 月に改定した京都議定書目標達成計画に基づく対策・施策（自主行

動計画の拡大・強化、省エネルギー法の改正等の省エネ施策、太陽光や風

力、バイオマス等の新エネ施策、国内クレジット制度の構築など中小企業

の排出削減対策の推進、代替フロン等３ガスの排出抑制対策、等）につい

て全力で取り組むとともに、厳格な進捗点検を行い、６％削減約束の達成

に確実を期す。 
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③ ３Ｒ技術・システムによる資源生産性向上プラン 

我が国の資源生産性（ＧＤＰ／天然資源投入量）を 2015 年度までに約 

42 万円／トンに向上させること等を目指し川上・川下の事業者の協力（「す

りあわせ」）による資源投入量の昀小化を図る省資源ものづくりや３Ｒ配

慮情報の消費者への提供等を促進するための３Ｒシステムの整備や先進

的な３Ｒ技術開発、循環型のビジネスモデルや地域モデル形成の支援等を

進めることとする。また、資源生産性等に関する指標や政策目標設定手法

の国際整合化、環境配慮設計規格の国際標準化、循環資源の適正な輸出入

のための国際的な取組の充実等を図る。これらにより、３Ｒを国際的に推

進するとともに、資源のより効果的・効率的な利用による我が国企業の国

際競争力強化及び持続可能な産業発展を促進する。 

④ 生物多様性の保全と持続可能な利用の推進 

生物多様性条約第９回締約国会議（平成 20 年５月開催）での決定や第

三次生物多様性国家戦略（平成 19 年 11 月閣議決定）に基づき、民間企業

等の参画の下で、生物多様性の保全と両立した持続可能な経済活動の発展

を促進する。2010 年開催予定の生物多様性条約第 10 回締約国会議に向け

て、企業活動ガイドラインの作成等を行い、生物多様性の観点の企業活動

への組み込みの定着を図る。 

また、「21 世紀環境立国戦略」に基づき、沿岸域のうち人の暮らしと強

い繋がりのある地域の保全に向けた先進的な取組を支援し、豊饒の里海の

創生を推進することで、生物多様性の確保を図りつつ高い生産性が維持さ

れた海の恵み豊かな沿岸域の形成を図る。 

（４）産業競争力を支える国際物流競争力の強化 

アジア地域の経済一体化を踏まえ、企業の国際競争力強化の観点から、

「総合物流施策大綱（2005-2009）」（平成 17 年 11 月 15 日閣議決定）に

基づき、ハード・ソフトの物流インフラを、官民がスピード感をもって戦

略的・重点的に整備する（第５．２（２）後掲）。 

あわせて、低公害車の普及・開発等、原油価格高騰の影響を受けにくい

効率的な物流の実現に取り組む。 

また、「アジアワイドのシームレスな物流圏」実現を目指し、2006 年に
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策定した「国際物流競争力強化のための行動計画」を着実に実施し、2015

年までに東アジア域内における物流効率化を目指す。 

このため、2006 年度に構築した「国際物流競争力パートナーシップ」を

引き続き存置し、関係省庁が一体となって、総合物流施策大綱やアジア・

ゲートウェイ構想とも連携を取りつつ、行動計画を着実に推進し、適切に

評価し、次のステップにつなげる。加えて、ＡＳＥＡＮ及びインドに対し

て、物流のボトルネックの解消に向けた物流インフラ整備の支援を行う。

また、東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究所（ＥＲＩＡ）における広域物流開

発計画の策定等を通じて国内外の諸課題解決に取り組むとともに、ＡＳ

ＥＡＮ、さらにはアジアワイドでのパートナーシップを構築する。 

さらに、産業競争力を支える安定的な国際海上輸送を確保するため、外

航海運について、海上運送法に基づく日本船舶・船員確保計画認定制度、

各種支援措置等を講じる。 

（５）農林水産業の国際競争力強化 

① 「21世紀新農政2008」（平成20年５月７日）の推進 

世界的な穀物の需給逼迫と価格高騰が、国民への食料の安定供給の大

きな不安要因となる中、現在及び将来にわたり国民へ食料を安定的に供給

するため、農業や農村が持つ潜在能力の昀大限の発揮に向けたこれまでの

「21世紀新農政2006」、「21世紀新農政2007」の取組と併せ、「食料の未来

を描く戦略会議」の国民へのメッセージ「食料の未来を確かなものにする

ために」をはじめ、食料・農業・農村に関する諸課題への取組をとりまと

めた「21世紀新農政2008」を着実に推進する。 

○ 国際的な食料事情を踏まえた食料安全保障の確保 

国内外の食料事情に関する情報の把握・提供体制の強化に努める。 

また、国内における食料供給力の強化に向け、米粉や飼料用米など米利

用の新たな可能性の追求、青刈りとうもろこしの生産促進やエコフィー

ドの生産・利用の促進等による飼料自給率向上、農業と商工業等の積極

的な連携を推進する。さらに、食料供給コストを平成17年から5年で2割

縮減するとの目標の達成に向け、「食料供給コスト縮減アクションプラ

ン」を着実に実施する。 

平成25年までに我が国農林水産物・食品の輸出額を１兆円規模とする

ことを目指し、検疫協議の加速化や「輸出ビジネスモデル」の確立等に
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取り組む。東アジアにおける我が国食品産業の活動規模（売上高）を2010

年度には110～125億ドル程度とするため、「東アジア食品産業活性化戦

略」に基づき、食品産業の東アジア各国への投資を促進する。 

○ 消費者の「食」への信頼確保と食生活の充実を図る施策の展開

食品表示の監視体制の強化を図るとともに、食品産業界に対し加工食

品の原料原産地表示の自主的な情報提供の推奨や、信頼性向上のための

自主行動計画の策定、計画に基づく取組の要請を行い、平成22年度まで

に７割以上の中小食品事業者において、企業行動規範の策定を目指す。 

また、生産から食卓までの食品の安全性を確保するため、国内のおお

むねすべての主要産地における農業生産工程管理手法（GAP）の導入（平

成23年度までに2,000産地）や、畜産分野における危害分析重要管理点手

法（HACCP）の導入（平成25年度までに5,000農場）に取り組む。ＨＡＣ

ＣＰについては、大手企業に比べてその導入率が低位にとどまっている

中小規模の食品製造事業者を中心に、人材育成等の取組を支援すること

により導入の促進を図る。 

さらに、食育の一環としてごはん食に関する正しい知識の普及等によ

る米を中心とする食生活の実践や米飯学校給食の一層の普及・定着に向

けた取組を推進するとともに、地産地消等により食と農のつながりの深

化に向けた取組を推進する。 

○ 国内農業の体質強化による食料供給力の確保

意欲と能力のある担い手の育成と経営発展により我が国農業の食料供

給力を強化するため、水田・畑作経営所得安定対策の着実な推進、異業

種との提携等も活用した農産物の加工販売等多様な農業経営の発展の促

進、農内外からの若者の就農促進、女性・高齢者等多様な人材が活躍で

きる環境づくりに努める。また、2010年度までに一般企業等の農業参入

法人数を500とする。 

食料の生産基盤である農地の確保・有効利用を促進するため、「農地政

策の展開方向について」（平成19年11月6日農林水産省）に基づき、全体

の改革が遅くとも平成21年度中に新たな仕組みとして始められるよう、

順次具体化する。また、農地、農業用水等の食料供給基盤について計画

的かつ総合的に整備を推進し、食料供給力の向上を図る。2015年までに、

効率的かつ安定的な農業経営が農地の７～８割を経営するとともに、そ

の７割程度を面的に集積することを目指す。 

併せて、生産者団体等による生産調整目標の達成に向けた取組を促し、
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水田の有効利用を図るとともに、平成23年度を目途に農業上重要な地域

である農用地区域を中心に耕作放棄地の解消を目指す。 

さらに、省エネルギー・省力・コスト低減に向けた技術開発の推進や

新食品・新素材の開発等による農林水産業の新たな可能性の開拓、新品

種育成へのゲノム科学の応用など農林水産業の新たな可能性を開拓する

技術開発を推進するとともに、知的財産に関する現場の意識改革や植物

新品種の登録出願件数を2010年度までに2,000件超にする、アジア諸国に

おける植物品種保護制度の早期整備を働きかける「東アジア植物品種保

護フォーラム」を設置するなど農林水産・食品分野における知的財産の

戦略的な創造・保護・活用を促進することにより、農業の潜在的な力の

発揮を図る。 

2010年度には、農政改革の成果の包括的点検を実施する。 

○ 資源・環境対策の推進 

農林漁業者等とバイオ燃料製造業者の連携による低コストでのバイ

オ燃料の安定供給に向けた取組を支援し、平成23年度までに国産バイオ

燃料の５万klの生産を目指す。非食用資源からバイオ燃料を生産する「日

本型バイオ燃料生産拡大対策」を推進する。併せて、地域の創意工夫を

活かしたバイオマス利活用を推進するため、平成22年度までにバイオマ

スタウンを300地区構築することを目指す。 

また、農林水産分野の排出削減対策の加速化や、農地土壌の温室効果

ガスの吸収源としての機能の向上に向けたモデル地区での実証、省ＣＯ

２効果の「見える化」の推進などの地球温暖化対策を強化するとともに、

「農林水産省生物多様性戦略」等に基づき、生物多様性の保全を推進す

ることなどにより、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業の実現

を図る。 

さらに、北海道洞爺湖サミットの開催に向け、国内におけるバイオマ

スタウン構想の策定を進めるなど、バイオマスの利活用を総合的に推進

する。 

② 林業・水産業の競争力強化 

森林・林業基本計画（平成 18 年９月閣議決定）に基づき、多様で健全

な森林の整備・保全や国産材の利用拡大を軸とした林業・木材産業の再生

を図るため、「美しい森林づくり推進国民運動」の展開等による森林吸収

源対策の加速化、効率的な林業生産システムの確立・普及、加工・流通体
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制の改善による国産材の安定供給体制の確立、未利用木質資源のバイオマ

ス利用等地域材を総合的に活用したビジネスモデルの構築、新たな山村再

生モデルの構築等を推進する。 

また、水産業については、水産基本計画（平成19年３月閣議決定）に基

づき、①排他的経済水域内の資源生産力の向上や水産資源の回復・管理の

推進、②沿岸域における環境・生態系保全活動の促進、③国際競争力のあ

る経営体を育成・確保するための漁船漁業構造改革対策と新しい経営安定

対策の推進、④燃料価格高騰に対応した省エネ型創業形態への転換等の促

進、⑤新規就業・新規参入の促進を通じた活力ある漁業就業構造の確立、

⑥産地の販売力強化と流通の効率化・高度化、輸出戦略の積極的な展開等

により、構造改革を進める。 

（６）観光立国の実現と交流人口の拡大 

ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクトや日中韓の観光協力

の推進、青少年交流・姉妹都市交流の拡大、出入国手続の迅速化及び円滑化

等により、2010年に1,000万人の外国人旅行者を受け入れるとの目標を確実

に達成する。なお、外国人旅行者の伸び率が現在の水準で推移すれば、2030

年には外国人旅行者数が4,000万人に達する可能性がある。 

そのためにも、2007年より施行されている観光立国推進基本法や観光立国

基本計画（平成19年６月29日閣議決定）に基づき、国際競争力の高い魅力あ

る観光地づくりのためのハード・ソフト一体となった取組みに対する支援を

行うとともに、外国人旅行者等に優しい旅行環境の整備や景観法の活用等に

よる良好な景観の形成を図る。また、市町村や都道府県の域を超えた広域観

光振興の総合的な取組みを支援し、観光資源の広域的なネットワーク化を推

進する。顧客ニーズや地域の観光資源の特性を踏まえた新たな観光・集客ビ

ジネスモデルの確立等を支援する。 

また、観光産業は地域経済の活性化にも大きな効果を有する。宿泊産業等

のイノベーションの促進など、観光産業の国際競争力の強化に取り組む。観

光・集客サービス産業の競争力向上と観光の振興に寄与する人材の育成や観

光統計の整備、地域の中小企業による観光資源を活用した取組みの支援を行

うとともに、大都市圏拠点空港の機能強化、空港の利便性向上やアクセス改

善、国際線・国内線の接続の改善、道路整備の計画的な推進等により、海外

と国内観光地の間の交通アクセス向上を図るなど、ソフト・ハードのインフ

ラ整備に取り組む。 

「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」(平成19年
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５月策定)に基づき、基本戦略の策定、誘致及び開催・受入対策の実施など、

国際会議誘致・開催の取組みを推進し、2011年までに主要な国際会議の開催

件数を５割以上伸ばす。 

さらに、特にアジアとの交流人口拡大の一環として、「21世紀東アジア青

少年大交流計画」の下で、アジア各国から、平成19年度以降の５年間、毎年

6,000人程度の青少年を日本に招く。 

（７）医薬品・医療機器産業の国際競争力の強化 

医薬品・医療機器については、2008 年５月に改定された「革新的医薬品・

医療機器創出のための５か年戦略」等に基づき、グローバル臨床拠点の整備

による国際共同治験の推進、医療クラスターや再生医療の推進拠点の整備、

橋渡し研究の推進、臨床研究を円滑に進めるための体制整備や医工連携促進

を図るとともに、大学等において医師、薬剤師、看護師等の医療職に対し、

臨床研究に係る教育の機会の確保・増大を図るなど、人材育成を図る。 

また、大企業とのマッチング機会の提供、薬事・特許等の相談支援事業の

実施、等によるベンチャー企業の育成、医療機器分野への部材・部品供給の

活性化を図る。さらに、審査・相談体制の充実強化、新技術に対応した審査

基準の策定及び細胞・組織を利用した医療機器や医薬品に係る安全性評価基

準の明確化等承認審査の迅速化・質の向上などを実現するとともに、市販後

安全対策の充実・強化を図る。医療機器については、医療現場で昀先端の機

器を世界に先駆けて使える魅力的な国内市場とするよう、厚生労働省、経済

産業省等関係府省及び産学官等が連携して、審査体制の拡充を始めとする、

「デバイス・ラグ」の解消に向けたアクションプログラムを平成 20 年秋中

に策定する。 

これらの実現、ひいては医薬品・医療機器産業の国際競争力強化のために、

「革新的創薬等のための官民対話」や、「先端医療開発特区」等を積極的に

活用し、研究開発の集中投資や臨床研究・治験環境の整備、円滑な国際的連

携等を通じて、世界昀高水準の医薬品・医療機器を提供する研究開発体制を

実現するために必要な環境整備を進めていく。 

また、後発医薬品の安定供給や情報提供の充実を図り、後発医薬品市場の

育成を図るとともに、後発医薬品の使用促進を着実に進めていく。 

更に、再生医療や創薬加速等、医療技術の高度化につながる iPS 細胞関連

技術については、産業化を見据えた技術開発や戦略的な特許取得を進めるた

め、産学連携による集中的な研究開発支援や環境整備等を行う。 
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（８）内需依存型産業の国際展開支援など 

① 内需依存型産業の国際展開支援 

国内需要が中心であるファッション、日用品、超高速船舶等や、海外の

基盤整備にも貢献する建設業、鉄道システム、水道業その他の水関連業と

いった産業・製品について、その特徴、高い技術力・ノウハウ等の強みを

いかした国際展開や輸出振興に向けた取組を支援する。 

② 感性価値創造に向けた取組の推進 

生活者の感性に働きかけ共感・感動を得ることで顕在化する、商品・サー

ビスの価値を高める重要な要素を「感性価値」とし、日本の強みを活かし

ながら感性を活用し、また文化芸術を振興して日本の「文化力」を向上さ

せつつ、産業の競争力の強化と生活の満足感の向上を図り、人間重視のイ

ノベーションをもたらす。 

「感性価値創造イニシアティブ」での検討や、「文化芸術の振興に関す

る基本的な方針（第２次基本方針）」を受け、「感性価値創造フェア」や「感

性価値創造バンク」等による、発信や展示等の感性価値のＰＲの促進、作

り手や語り手の活動や育成の推進、幼児期からの感性教育の推進、人間の

五感・感性に係るデータや日常行動の計測・蓄積・活用の推進、文化芸術

を担う人材育成などに取り組む。 

③ 国際博覧会の場を通じた地球的課題解決に向けた海外発信 

今後海外で開催される国際博覧会の場を通じ、2005 年日本国際博覧会の

「地球的規模の課題解決」という理念の継承・発展も念頭におきながら、

我が国のライフスタイル、価値観や哲学・文化を提示することにより、「日

本ブランド」の国際的発信を行う。 

（９）優れた投資環境づくりによる対日直接投資の倍増 

対日投資を拡大し、日本を世界とともに成長する国としていく。このため、

平成 20 年秋中に「対日直接投資加速プログラム」を改定し、フォローアッ

プを行いながら、着実に進める。2010 年に対ＧＤＰ比倍増となる５％程度の

対日直接投資受入れを目指す。 
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２．アジア等海外のダイナミズムの取り込み 

（１）「アジア経済・環境共同体」構想等の推進 

アジアに立地するという我が国の強みを昀大限に活かし、アジアの発展に

貢献し、アジアとともに成長すべく、「環境と共生しつつ発展するアジア」、

「成長をリードするアジア」、「中産階級のアジア」、「開かれたアジア」を目

標として、より広く、より深い地域統合を実現し、豊かで繁栄した「アジア

経済・環境共同体」の実現を目指す。なお、本構想推進にあたっては、ＡＰＥＣ

等多国間の枠組みとの協力や、米欧との連携を図っていく。 

① 世界で昀も環境に優しく、エネルギー制約に強いアジア市場の構築 

   アジアの持続的な経済成長の実現のため、世界で昀も環境に優しくエネ

ルギー制約に強い市場を構築し、その結果、アジアの環境ビジネス市場規

模を現状の 64 兆円から 2030 年には 300 兆円に拡大することを目指す。 
環境については、「クリーンアジア・イニシアティブ」を推進する。具

体的には、環境と共生しつつ経済発展を図る持続可能な社会の構築を目指

し、低炭素型・低公害型社会の実現、循環型社会の実現、気候変動に適応

し自然と共生する社会の実現、市場のグリーン化の促進を図る。また、環

境と貿易の相互支持性の維持、我が国の経験・技術・組織・制度の展開、

環境人材育成等により連携基盤を確立する。 

また、温室効果ガスの排出削減と経済成長の両方を目指す途上国を支援

する「クールアース・パートナーシップ」との整合性に留意し、制度、資

金、人材等の面から、各国を支援しつつ、環境政策・省エネ政策への取組

を慫慂する。特に、「東アジア・アセアン経済研究センター（ＥＲＩＡ）」

を活用し、各国の環境・省エネの取組状況を『見える化』し、これを受け、

各国別の政策展開の支援を行う。加えて、ゼロエミッション石炭火力発電、

石油備蓄協力、水資源管理、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）、

原子力エネルギー、バイオマスタウンに関するプロジェクトを適切に実施

する。さらに、アジアにおける違法伐採対策及び森林減少・劣化の防止に

貢献するため、現在運用している衛星情報を活用した森林資源管理等に協

力する。 

○「アジア環境政策の展開」 

東アジア各国との政策協議、Ｆ／Ｓの実施を通じて、低炭素・低公害（コ

ベネフィット）型の環境対策の普及を推進する。また、ＥＲＩＡにおいて、
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東アジア各国の持続可能な発展の観点に立った政策影響評価の実施と、

「東アジア『持続可能な発展』アウトルック」の作成により、政策提言を

行い、各国における政策的な取組の強化を支援する。 

○「クリーン・コール for アジア」 
中国等の石炭火力発電所設備について、設備診断・改修による効率向上

を通じたＣＯ２削減を推進しつつ、将来的にはＣＣＳ（二酸化炭素の回

収・貯留）技術によるゼロエミッション石炭火力発電の開発・普及を進め

る。また、ＥＲＩＡを活用し、石炭政策におけるアジア大のエネルギー安

定供給・環境問題への対応を推進する。 

○「アジア石油備蓄イニシアティブ」 

エネルギー安全保障上の鍵である石油備蓄について、当面はアセアン、

日中韓を中心に各国独自の制度整備を促すための共通ロードマップ作り

を推進しつつ、アジア各国における石油備蓄の取組に対する支援・協力を

展開する。 

○「アジア・サステナブルアクア計画」 

我が国が強みを持つ省水技術等を強化しつつ、こうした技術を活用して、

産業向けを中心に循環システムの開発、国内外での実証・導入支援等を推

進し、省水型・環境調和型の水資源管理をアジアへ普及する。また、我が

国の公害経験を活かし、アジアにおける水環境管理システムの確立に向け

て制度整備や人材育成への支援等を行う。 

○「アジア・エコタウンプログラム」 

アジア各国における適正なリサイクルに必要な施設整備を促すための

マスタープラン作りを、３Ｒに関する国家戦略／計画の策定とも連携しつ

つ、推進するとともに、我が国の３Ｒ技術・制度・ビジネスを情報発信し、

アジアに普及する。 

② アジアにおける物流等高度化の推進 

ハード・ソフトのインフラ高度化により、モノ・サービスが自由に行き

来する環境の整備を目指す。具体的には、ＥＲＩＡにおいて域内主要都

市・産業集積を結ぶ主要国際ルートの標準的な物流所要時間及び物流費用

を把握できるデータベースを構築するとともに、「アジア・サンベルト（仮

称）」構想を推進する。また、貿易量の増加が著しい日中韓を始めとした

アジア地域での物流効率化に向けた取組を促進する。 

また、国際物流におけるセキュリティの確保と物流の迅速化・効率化の
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両立に対応するため、コンプライアンスの体制が整備された輸出入者等を

認定するＡＥＯ(Authorized Economic Operators)制度の利用促進を図り
つつ、欧米との相互認証に向けた協議に加え、アジアの主要国における

ＡＥＯ制度の導入を支援し、相互認証に向けた検討・協議を進める。関係

府省で構築する次世代シングルウィンドウ（府省共通ポータル）を稼働す

るとともに、利用者の利便性向上等を図るため、輸出入・港湾関連手続等

の貿易関連システムの統合等を推進する。また、アセアンの貿易手続のシ

ングルウィンドウ化を支援するとともに、アセアンシングルウィンドウを

始めとする各国のシングルウィンドウとの連携の検討を進める。 

○「アジア・サンベルト（仮称）」構想 

メコン南部経済回廊（第二東西回廊（ホーチミン～プノンペン～バンコ

ク））をベースにチェンナイまで繋ぐ「アジア・サンベルト（仮称）」構想

を、「東西経済回廊」「インド・デリー・ムンバイ間産業大動脈構想」等の

例にならい策定し、周辺産業インフラの整備と一体的に進める。なお、開

発事業の実施にあたってはアジア開発銀行等の国際協力機関や域内外関

係政府と協力・協調する。 

③ アジアにおける諸制度の調和・高度化の推進 

海外経済協力会議での合意に基づき、各省連携で相手国ニーズや経済界

への裨益等も踏まえながら法制度整備支援に関する基本計画を策定する。

合わせて、ＥＲＩＡにおいて、アジア諸国の民事訴訟法・民商事法等の基

本法制や知的財産法制・競争法制等の経済法制、関税関係法制などの法制

度の整備・運用上の課題を研究する。これらに基づき、アジア諸国の産業

発展の基盤となるとともに企業の事業活動の円滑化に資する各国の法制

度整備・運用を、技術協力や各国とのビジネス環境整備委員会等も活用し、

日本以外のドナーとも連携しつつ、地域各国の法制度間の調和を図りなが

ら戦略的に支援する。また、中小企業診断士、情報処理技術者試験、物流

管理士、公害防止管理者や環境管理規格・手法など、日本で産業発展の基

盤を果たした技術や制度をいわば「アジア標準」として展開する。さらに、

アジア域内の国際標準化体制の強化を図り、我が国を含めたアジア発の国

際標準の獲得を促進する。加えて、アジア地域における産業統計の国際比

較性の向上のための産業統計整備を実施する。 

④ アジア域内の知識経済化に向けた取組 

ＩＴの活用により、「アジア知識経済化イニシアティブ」を推進するこ

とにより、アジアの電子商取引市場規模を2020年には1,000兆円に拡大さ
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せることを目指す。 

また、模倣品・海賊版対策について、被害発生国に官民合同でミッショ

ンを派遣し、知的財産権保護強化のための法制度強化の要請や執行強化の

ための技術支援等を行うとともに、ＡＰＥＣ等での国際協力を通じた知的

財産権保護のレベル向上に取り組む。加えて、グローバルな特許取得プロ

セスを迅速化させるべく、特許の審査結果の利用をＡＰＥＣ等の取組を通

じて促進するとともに、先進国間の特許制度の調和を図る実体特許法条約

の実現、アジア等の途上国での特許システム整備を推進する。 

また、植物品種保護制度に係る共通の基盤作りを目指し、「東アジア植

物品種保護フォーラム」を設置する。 

○ 「アジア知識経済化イニシアティブ」 

ＥＲＩＡも活用し、セキュアなビジネス環境の構築、域内ビジネスの生

産性向上、国境を越える電子商取引に関する安全・安心な基盤の整備といっ

た面での包括的な取組を推進するとともに、アジアにおけるＩＴ人材の育

成に取り組む。 

⑤ アジア地域での人材育成・交流の推進 

我が国企業の優れた技術・ノウハウの移転を通じて、東アジアの成長を

担う産業人材を育成する。このため、企業の製造現場等を活用して技術指

導や経営手法の普及を進めるとともに、日本への留学・研修経験者と連携

しつつ現地の産業人材育成機関の能力向上を支援する。 

また、産学連携による「アジア人財資金構想」を推進し、優秀なアジア

等からの留学生に対して、専門教育・ビジネス日本語教育、インターンシッ

プ等の教育から日系企業への就職活動までを一貫して支援し、国内就職の

機会を拡大することにより、アジア地域における高度外国人材の育成・交

流を推進する。加えて、世界から高度人材の受け入れを加速するため、産

官学労で構成する「推進会議」を設置し、数値目標の設定や必要な施策に

ついて検討し、平成２０年中に関係府省でアクションプログラムの策定・

推進を行い、優れた外国人研究者・技術者・経営者等の高度外国人材の受

入れを拡大するとともに、日本企業における外国人材活用を促進し、優秀

な人材を惹き付けるため、企業の人材国際化レベルを測る「国際化指標」

の策定・公表等を通じて日系企業等におけるグローバル人材マネジメント

の推進を図るとともに、国内の英語教育の充実などを図る。 

また、アジア各国においても日系企業への就職支援スキームの展開を図

る。併せて、ＥＲＩＡを活用し、東アジア経済統合の実現に向けて国際的

に活躍する、アジア発のグローバル・リーダーの育成を進める。 
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○「ＥＲＩＡリーダーズ・プログラム（仮称）」 

ＥＲＩＡにおいて、東アジアの経済統合実現に向けて政策プロフェッ

ショナルとして国際的に活躍するアジア発のグローバル・リーダー育成の

ため、「リーダーズ・プログラム（仮称）」を創設し、域内の昀先端の大学

院等と連携して推進。 

⑥ アジア域内における資金循環の活発化 

アジア諸国を含め、重要国との投資協定（又は投資章を含む経済連携協

定（ＥＰＡ））交渉について、実際のニーズに応えることを主眼として、

迅速かつ柔軟に交渉を進めていくこととし、締結相手国・地域をより戦略

的な優先順位をもって検討していく。このようなルール整備に加えて、ア

セアン共通投資環境構想を着実に実施し、日本投資家の声を梃子にアセア

ンの投資環境改善を促す。将来的には、投資家意識調査の対象分野と地域

を拡大し、投資誘致対象国間のピアプレッシャーの確立と東アジア広域圏

の投資環境整備を図る。また、各ＥＰＡビジネス環境整備小委員会等に積

極的に取り組む。さらに、アジア各国の急激な経済成長に伴うインフラ需

要の拡大に即応し、民間資金を活用するアジアＰＰＰ（官民パートナー

シップ：Public-Private Partnership）を通じてインフラ整備を進め、一

層の投資につなげる。国内においては、海外企業を我が国証券市場に呼び

込み、市場の活性化を図るため、「プロ向け市場」を設けるための環境整

備を進める。 

中小企業等の海外展開を支援するため、関連政策出融資制度等を積極的

に活用する。また、海外展開時の「新連携支援制度」の活用促進を含め、

資金・人材・情報等に関する支援制度の充実・相互連携を進める。 

「東アジア食品産業活性化戦略」に基づき、東アジアへの投資意欲のあ

る我が国の食品企業が東アジア各国への投資にあたって必要な情報の収

集・提供、技術者・経営者等の人材育成、我が国が得意とする食品産業技

術の海外展開実証等を実施し、食品企業の東アジア各国への投資を促進す

る。 

⑦ アジアの消費市場活性化 

アジアにおける消費者の消費活動を把握するための「消費市場マップ」

を整備し、消費者ニーズに立脚した商品・サービス開発を通じたトレンド

発進力の強化により、長期的には日本・アジアを世界の消費インテリジェ

ンスの発信基地とすることを目指す。 

また、アジアの商品・サービスの高付加価値化に向けて、我が国の「グッ

ドデザイン賞」を「アジア版・グッドデザイン賞」としてアジアで展開し、
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アジアの優れたデザインを広く世界にアピールする。 

加えて、我が国の高品質なサービス産業のアジア展開によるアジアの消

費市場活性化への貢献を目指す。合わせて、コンテンツ産業のアジア展開

のため、アジア向けの中長期施策パッケージを「アジア・コンテンツ・イ

ニシアティブ」として取り組む。 

さらには、アジアにおける取引手段の多様化・信頼性向上に向けて、ネッ

ト・リアル双方でのアジア大の流通チャネル構築に取り組む。具体的には、

アジアで昀高のサービス水準を誇る我が国流通業の国際展開を促進する。

また、消費市場として有望なアジアにおいて、「アジア電子流通圏」を整

備し、アジアにおける消費者と事業者のつながりを強化することで、アジ

ア及び日本の活性化を実現する。 

○「アジア電子流通圏構想」 

地理的・時間的制約の少ないＩＴを活用し、信頼性と利便性の共存した、

国境を越えるネット流通網「アジア電子流通圏」を構築する。それによっ

て、アジアの新たな需要の掘り起こしとビジネスチャンスの拡大を図り、

安全・安心かつ成長性の高い大消費市場圏を創造し、アジア全体の活性化

を実現する。また、コンテンツ戦略と連携してアジアにおけるジャパン・

ブランドを確立すること、ディマンドチェーンを整備してアジア全体の消

費情報を日本に集めることにより、我が国産業の活性化にもつなげる。 

⑧「アジア経済・環境共同体」構想等の実現に向けたＥＲＩＡの活用と強化 

「アジア経済・環境共同体」構想等の実現に向けて、新たに設立される

「東アジア・アセアン経済研究センター（ＥＲＩＡ）」を昀大限活用する

とともに、その活動を継続的に支援し、ＥＲＩＡの基盤及び機能の強化を

通じて、東アジアにおけるＯＥＣＤのような政策提言・調整機能を持つ国

際的体制の構築に向けて積極的に取り組む。 

（２）日本のイニシアティブによる経済連携等の推進とＷＴＯドーハ・ラウン

ドへの積極的取組 

① 経済連携協定（ＥＰＡ）等の早期締結に向けた取組 

「モデル協定」を活用するなど、交渉加速化に向けた改善策を講じつつ、

今後１年程度は、改定された「ＥＰＡ工程表」に沿って、ＥＰＡ交渉に引

き続き積極的・戦略的に取り組む。また、ＥＰＡの内容に関しては、貿易

自由化の度合いに加えて、サービス・投資・知的財産等幅広い分野で、質
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の高いＥＰＡ締結を目指す。こうした取組により、2009年初めには、我が

国のＥＰＡ締結相手国が少なくとも12か国以上に増加していることが期

待される。また、遅くとも2010年には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％以上になっていることが期待される。 

   広域経済連携については、現在、様々な構想が検討されている。我が国

が提案した東アジア包括的経済連携構想（ＡＳＥＡＮ構成国及び日中韓印

豪ニュージーランド）の民間研究については、同報告書が本年夏に取りま

とめられ、関係国首脳・閣僚に提出予定である。さらに、東アジア自由貿

易圏構想（ＡＳＥＡＮ構成国及び日中韓。第二段階の民間研究中）や、昨

年のＡＰＥＣ首脳会議において選択肢及び展望が検討されることについ

て決定されたアジア太平洋の自由貿易圏構想（ＦＴＡＡＰ）についても検

討が進められている。このような中で、我が国としてグローバル化が進展

する国際社会の安定的な成長に寄与していくため、東アジア及びアジア太

平洋地域における経済連携の枠組みの研究や検討において、ＷＴＯ体制を

含め世界経済・貿易に与える影響、関係各国の考え方等を踏まえ、これら

各国と協議しつつ、積極的な参加及び貢献を行っていく。 

米国及びＥＵを含めた大市場国及び投資先国との取組については、諸外

国の動向、これまでの我が国との経済関係及び各々の経済規模等を念頭に

おきつつ、将来の課題として検討を進めていく。また、日米、日ＥＵ経済

関係の更なる発展を促すような基盤を整えていく方策は何かについて、民

間で行われている議論も踏まえつつ、引き続き真剣に検討を進め、可能な

ものから、米国・ＥＵと共に、準備を進めていく。 

さらに、「今後の経済連携協定の推進についての基本方針（平成16年12

月の経済連携促進関係閣僚会議で決定）」及び平成18年３月に開催された

「経済連携促進に関する主要閣僚打合せ」の結論に基づき、経済連携協定

に加え、投資協定等を含む経済関係に関連する様々な協定等も検討し、相

手国の実情と我が国の国益に合致した形での経済的な連携の強化を推進

する。 

特に投資協定については、実際のニーズに応えることを主眼として迅速

かつ柔軟に交渉を進めていくこととし、締結相手国・地域を戦略的な優先

順位をもって検討していく。その際、①我が国からの投資実績と投資拡大

の見通し、②投資環境整備の必要性と我が国産業界の要望、③エネル

ギー・鉱物資源の供給元としての重要性、④相手国政府の統治能力、政情

の安定性、⑤政治的・外交的意義等の要素を総合的に勘案する。また、地

域としては、欧米先進国は投資環境整備が進展し、アジア諸国とは投資協

定又は投資章を含むＥＰＡにより一定の手当てがなされていることを踏
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まえ、今後は、当面は中東、アフリカ、中南米、中央アジア等の資源産出

国や地域の拠点国等が重点的な検討対象となり得る。かかる展開の方向性

については、ニーズに応えて随時見直しを行うこととするとともに、投資

協定に加えその他の投資促進手段の効果的な組み合わせの実施について

も検討する。 

② ＷＴＯドーハ・ラウンドへの積極的取組 

ＷＴＯドーハ・ラウンドの2008年中の妥結に向けて積極的に取り組む。

農業、非農産品市場アクセス、サービス、ルール、貿易円滑化等の主要分

野における野心的かつバランスのとれた成果を目指す。また、2005年末に

我が国が発表した「開発イニシアティブ」の一環として「一村一品」キャ

ンペーン、人づくり等を通じ、途上国が貿易の自由化から十分に利益が得

られるよう具体的な支援を展開し、開発ラウンドの成功に向けて努力する。 

③ 国境措置 

ＷＴＯ、ＥＰＡ交渉の中で、国境措置の対象品目の絞り込みや関税率の

引き下げにおいて交渉のイニシアティブを発揮していく。国内農林水産業

等の体質強化の進捗に留意する。妥結内容によって影響が発生する場合が

あれば、構造改革に資するものに限定して、計画的な措置を講ずる。 

④ ＡＰＥＣへの積極的な取組 

2010年に我が国がＡＰＥＣを主催することを踏まえつつ、アジア太平洋

地域の貿易・投資の自由化・円滑化に向け、2007年のＡＰＥＣ首脳会議で

取りまとめられた報告書をベースに、ＡＰＥＣ域内における地域経済統合

の強化を図る。また、途上国・地域の能力構築等の経済・技術協力や、

ＡＰＥＣの機能強化に積極的に取り組んでいく。さらには、「ＡＰＥＣビ

ジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）」等の産業界と連携を取りながら、投資の

自由化・円滑化、知的財産権保護などビジネス活動の円滑化につながる分

野での取組を一層強化する。 

（３）グローバル経済の成長果実を国内還流させる好循環の構築 

   グローバル化する経済の下で、我が国企業が海外の経済成長の果実を獲
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得し、それを国内に取り込んでいくことが、我が国の経済成長に不可欠。

そのためには、我が国企業の国際展開を促進すべく、ＥＰＡやアジア経

済・環境共同体構想等我が国の強みが生かされる国際的枠組みの構築に取

り組むとともに、こうした我が国企業の国際展開の結果得られる海外収益

について、日本に還流させ、前向きな国内投資に繋げていく好循環を構築

する必要がある。 

   しかしながら、近年、海外での我が国企業の利益が増大する中で、海外

子会社に留保される海外利益の額が急増し、国内への資金還流は伸び悩ん

でいる。過度に海外に資金が留保されると、我が国の競争力の源である研

究開発投資等が国外へ流出する一因となる。 

   そのため、グローバル化する経済の下で、我が国企業が海外市場で獲得

する利益の国内還流についての事業環境整備に取り組む。 

（４）グローバル化に対応する制度の整備 

① グローバル化に対応する制度の整備 

グローバル化に対応し、公正で活力ある経済社会にふさわしい制度の整

備を行う。国際的な投資交流を促進するとともに、我が国企業の国際事業

展開を支援し、競争力を強化するため、アジア等との租税条約ネットワー

クの充実や、各国の移転価格税制の透明性向上などに取り組む。 

また、世界の取引市場の潮流等を踏まえ、我が国の商品先物市場がアジ

アの中心市場として発展するよう、東京工業品取引所における取引時間の

２時間延長、建玉制限・値幅制限の緩和等の取組、東京穀物商品取引所に

おける一部商品のザラバ化や値幅制限の緩和等の取組を実施したところ

である。今後とも平成 20 年３月から開始された産業構造審議会商品取引

所分科会における議論を踏まえつつ、競争力強化と委託者保護に向けた更

なる取組の検討・具体化を進める。 

② ＡＥＯ制度の推進等 

国際物流については、セキュリティの確保と物流の迅速化・効率化の両

立のための取組が世界の潮流となっており、21世紀の国際物流に関する昀

大の課題の一つである。こうした課題に適切に対応し、我が国の国際競争

力を強化するため、ＡＥＯ制度の拡充や税関の臨時開庁手数料の廃止等を

平成20年４月より実施したところであるが、引き続きアジア・ゲートウェ
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イ構想における貿易手続改革プログラムの取組を進める。 

具体的には、民間事業者によるコンプライアンス向上を促しつつ、コン

プライアンスの体制が整備された輸出入者等を認定するＡＥＯ

（Authorized Economic Operator）制度の一層の利用拡大を図るとともに、

ニュージーランドとの相互認証の取決めに続き、主要国との相互認証の実

現を目指し、政府間協議等を引き続き推進する。また、原産地証明発給手

続の簡素化・迅速化、港湾機能の利便向上・コスト削減や戦略的な運営等

の改革を引き続き行う。さらに、関係府省で構築する次世代シングルウィ

ンドウ（府省共通ポータル）を稼働するとともに、利用者の利便性向上等

を図るため、輸出入・港湾関連手続等の貿易関連システムの統合等を推進

する。併せて、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社を設立し、引

き続き国際的なシステム連携の検討を進める。 

上記の取組については、府省横断的な内閣の重要課題として、官民連携

の下、関係各府省の協力による着実な実施と政府全体での継続的なプログ

ラムの改訂を図る。 

③ 「航空自由化（アジア・オープンスカイ）」に向けた航空政策の転換 

2007 年８月以降、韓国、タイ、マカオ、香港及びベトナムとの間で合意

したことに続き、他のアジア各国との間でも、同様の航空自由化に合意で

きるよう努める。 

2010 年に、羽田は昼間約３万回、深夜早朝約３万回（合計約６万回）、

成田は約２万回の合計約８万回の国際定期便を実現する。羽田の昼間（６

時～23 時）は、羽田にふさわしい近距離アジア・ビジネス路線として、ソ

ウル、上海等の都市、さらに、北京、台北、香港まで就航していくことと

する。また、羽田の深夜早朝は、欧米をはじめとした世界の主要都市への

就航を実現し、首都圏空港一体として国際航空機能の 24 時間化を実現す

る。 

2010 年以降の将来の方向性については、羽田は国内線需要に適切に対応

しつつ、国内・国際双方の需要の伸びを勘案し、昼間は、羽田のアクセス

利便性を活かせる路線を中心に国際線の増加を推進し、深夜早朝は世界の

主要都市への就航により、首都圏全体の国際航空機能の 24 時間化を実現

する。さらに、首都圏の空港の容量拡大に向けて、今後可能な限りの施策

を検討する。 
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（５）アジア等海外のダイナミズムをいかす経済協力の実施 

アジアの経済成長に貢献してきた「日本型ＯＤＡモデル」の更なる展開

を通じてアジア等海外における事業環境を整備し、貿易・投資の活性化を

進めることにより、アジア等の経済的な活力を更に引き出すとともに、我

が国の経済成長にいかしていく。 

このためにも、「ＯＤＡの事業量の戦略的拡充と改革」（「基本方針2005」）

を徹底し、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年

７月７日閣議決定）でも確認されているとおり、「今後５年間のＯＤＡ事

業量について100億ドルの積み増しを目指す」との国際公約を着実に実施

する。このため、円借款を積極的に活用する。また、ＯＤＡを一層戦略的

かつ効果的に推進するために、現地の実施体制の抜本的強化を図るととも

に、円借款業務の迅速化に取り組む。 

海外経済協力会議においては、「グローバル戦略」（平成 18 年５月 18

日 経済財政諮問会議）で示された点を踏まえ、引き続き基本方針を審議

し、策定する。 

３．資源・エネルギー政策の戦略的展開 

（１）省エネルギーフロントランナー計画 

地球温暖化対策の一層の推進のため、エネルギー消費量が大幅に増加し

ている業務・家庭部門における省エネルギー対策を抜本的に強化すること

が必要である。このため、第 169 回通常国会において「省エネルギー法」

が改正されたところであり、オフィス・コンビニ等や住宅・建築物に係る

省エネルギー対策を強化する。また、新たな省エネ技術に対するトップラ

ンナー基準のきめ細かな整備と省エネ製品の普及促進、住宅と設備の総合

的な省エネ評価方法の開発などを踏まえた住宅・建築物の省エネ推進、輸

送部門における省エネ対策の普及・促進、複数事業者間連携による省エネ

対策の推進、中小企業を含めた産業部門・民生部門対策の推進など分野別

対策の充実、省エネに係る人材育成、「省エネルギー技術戦略」に基づく

重点的な技術開発など、温室効果ガスの排出削減をめぐる内外の動向を踏

まえつつ、我が国のエネルギー消費効率が改善することを目指し、取組を

進める。 
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（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 

バイオ由来燃料、クリーンディーゼル、次世代バッテリー・モーター、

水素・燃料電池、ＩＴＳを我が国の強みを活かす形で組み合わせて推進す

ることにより、エネルギー安全保障、環境保全、産業競争力強化の同時達

成を図るための「次世代自動車・燃料イニシアティブ」等により、「バイ

オ燃料技術革新計画」等に基づく食料と競合しないセルロース系バイオエ

タノールの製造技術開発の推進を通じたバイオ由来燃料を始めとする新

燃料の供給確保や利用拡大に向けた流通環境・制度インフラの整備等の加

速化、「クリーンディーゼルに関する懇談会」に基づくクリーンディーゼ

ル車の普及に向けた環境整備の促進、電気自動車・プラグインハイブリッ

ド車等の基盤技術である次世代バッテリーや燃料電池車など次世代ク

リーンエネルギー自動車に関する技術開発、「ＥＶ・ｐＨＶタウン構想」

等による普及促進、エネルギーＩＴＳの推進等を図る。これらにより現在

ほぼ 100％石油に依存している運輸エネルギーの石油依存度を、2030 年ま

でに 80％程度とするとともに、2015 年度燃費基準などを通じた自動車の

低燃費化や海上輸送効率の大幅な向上、さらに、「省エネルギーフロント

ランナー計画」を踏まえて、運輸部門のエネルギー消費効率の改善を目指

し、環境を整備する。 

（３）新エネルギーイノベーション計画 

太陽光発電、風力発電、バイオマスなどの新エネルギーについて、それ

ぞれの特性に応じた支援、関連モノ作り企業の参入促進やエネルギーベン

チャー企業の支援などに取り組み、新エネルギー市場の拡大を強力に推進

する。また、超・燃焼、エネルギー貯蔵技術などエネルギー需給構造の抜

本的改革を促す革新的なエネルギー高度利用を促進するとともに、次世代

エネルギーパークなどを通じた国民の新エネルギーへの理解を促進する。

また、バイオマスエネルギーの原料となる農林漁業由来の未利用資源や

廃棄物等の収集・輸送並びにこれらのバイオマスエネルギーへの転換及び

転換後の利用を促進するため、「次世代自動車・燃料イニシアティブ」に

基づき策定した「バイオ燃料技術革新計画」等により、食料と競合しない

セルロース系バイオエタノールの製造技術開発・大規模実証等を通じ、バ

イオエタノール混合ガソリンの高濃度化に向けた対応を促進するなど、発

電・熱利用や輸送部門でのバイオマスエネルギーの普及加速化に取り組む。
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（４）原子力立国計画 

エネルギー安全保障の確立と地球温暖化問題の解決を一体的に図るた

め、「原子力政策大綱」及び「原子力立国計画」を踏まえつつ、原子力の

研究開発や利用を計画的かつ総合的に推進するとともに、国際的にも核不

拡散、原子力安全及び核セキュリティを大前提とした原子力の平和利用拡

大のための取組を推進する。 

具体的には、原子力発電拡大と核不拡散の両立に向けた国際的な枠組み

づくりへの積極的関与、米国等との戦略的関係構築（日米原子力エネル

ギー共同行動計画、日仏原子力協力の推進）など国際的な政策協調の強化、

次世代の技術開発や人材の維持・強化、放射性廃棄物対策の強化などを行

い、より効果的な安全規制と保障措置体制の導入・定着を図りつつ、既設

炉が本格的代替期を迎えると予想される 2030 年前後も、原子力発電が発

電電力量に占める比率を 30～40％程度以上とする。また、プルサーマルを

含めた核燃料サイクルの着実な推進、高速増殖炉サイクルの早期実用化へ

の円滑な移行を実現するとともに、核融合エネルギー技術の研究開発を国

際協力の枠組みで着実に推進する。 

我が国は、世界で唯一着実に原子力の新規建設を実現してきたことによ

り、製造技術を中心に世界の中で高い技術力を保持している。この結果、

昀近の原子力メーカーの国際再編の中でも日本メーカーが中核となって

いる。昀近になり、エネルギー安全保障と地球温暖化対策が世界的な課題

となる中で、多くの国が原子力に回帰する動きを見せ、世界の原子力発電

所建設市場は急激に拡大する見込みである。我が国に蓄積された技術や経

験を活かすため、米国等海外で日本企業が参加する原発建設・運営に対す

るＪＢＩＣ融資等の活用を通じた金融面の支援に取り組む。官民一体と

なって、世界標準を獲得し得る次世代軽水炉を開発するとともに、高速増

殖炉サイクルの開発についても、核不拡散と安全の確保を大前提としつつ、

枢要技術の世界市場での採用を通じた国際標準化を目指し、米国等との協

力を戦略的に推進する。 

（５）資源外交、環境・エネルギー協力等の総合的な強化 

資源外交及び環境・エネルギー協力等の総合的な強化を通じ、エネル

ギー供給の大宗を占める石油・天然ガス等の安定供給確保と、世界のエネ

ルギー市場の安定に貢献する。また、東アジアにおいて、包括的な環境・

エネルギー協力を我が国が積極的に推進するとともに、世界全体での省エ
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ネルギー等の推進をリードする。 

① 総合資源確保戦略 

中核的企業を始めとする我が国資源開発企業へのリスクマネーの供給、

積極的な首脳レベル・閣僚レベルでの資源外交、人材育成や産業多角化を

支援する産油国・産ガス国協力等を通じたエネルギー以外の分野も含めた

資源国との総合的な関係強化、資源確保指針（平成 20 年３月に閣議了解

済）を踏まえ、政府開発援助、政策金融、貿易保険などの経済協力との戦

略的な連携の推進、非在来型資源の生産・利用技術などでの技術開発の推

進、先端科学技術分野における研究開発協力の推進、我が国における石

油・天然ガスの開発の推進などにより資源開発を戦略的かつ強力に推進し、

我が国の石油の自主開発比率を 2030 年に 40％程度とすることを目指すと

ともに、石油・天然ガスの供給源の多様化を戦略的に推進する。 

また、国際的な協同研究の推進や国内研究拠点の連携・強化により、高

効率石炭火力発電などクリーンコール技術、残渣油の有効活用技術、ＣＯ

２回収・貯留技術の開発・普及などを通じ、化石エネルギーのより高度か

つ環境にも配慮した活用を促進する。 

さらに、需給逼迫が進みつつあるウラン資源や、電子部品、自動車など

の製造に不可欠なレアメタル等の鉱物資源についても、我が国の強みを活

かした積極的な資源外交、リスクマネーの供給、周辺インフラ整備支援等

の経済協力や貿易保険との連携等を通じた資源の探鉱及び開発に対する

支援、代替材料の開発や川上・川下の事業者のすりあわせを通じた製品設

計・生産プロセスの改善による省資源化対策、廃小型電子・電気機器等か

らのレアメタルの高効率回収技術開発等の支援、海外からの未利用副産物

の輸入円滑化等を通じたリサイクルの促進など総合的な対策を推進する。 

② アジア環境・エネルギー協力戦略 

エネルギー需要が急増するアジア諸国に対し、第２回東アジア首脳会議

において表明した日本のエネルギー協力イニシアティブを推進する。また、

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（ＡＰＰ）の

枠組みを通じてセクター別アプローチを官民一体となって推進する。さら

に、第３回東アジア首脳会議において表明した低炭素・循環型社会の構築

等に向けた日本の環境協力イニシアティブ等の環境・エネルギー協力を引

き続き推進する。 
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具体的には、省エネ、新エネ分野での協力として、研修生の受入や専門

家派遣を通じた制度の構築・執行強化のための人材育成、モデル事業等を

通じた技術等の普及促進、二国間での官民合同フォーラム等を通じた民間

の省エネビジネス等の後押しを引き続き推進する。また、省エネビジネス

の国際展開のための民間プラットフォームへの支援など、民間の省エネビ

ジネス支援を強化する。さらに、東アジアの省エネ政策の効果分析やバイ

オ燃料を推進するためのＥＲＩＡでの共同研究プロジェクト等を実施す

る。加えて、発電部門における石炭のクリーン利用の促進、エネルギー貧

困の解消に向けた資金・技術協力の着実な実施、アジアにおける効果的な

備蓄スキームの構築、アジアを始めとする原子力発電導入・拡大を検討し

ている国への適切な支援、交通分野におけるベストプラクティスの共有、

水質汚濁防止及び大気汚染防止に向けた協力の展開、アジア共同の環境危

機情報システムの形成、エコタウン等を含む３Ｒ技術・システムの展開・

人材の養成等、循環型社会構築・公害対策の一環として研修の実施、森林

保全に係る協力、国際共同研究、アジアにおける環境大学院間のネット

ワーク形成、環境リーダー育成に係る協力、さらには、気候変動に係る政

策の基礎となる気候変動の観測・予測体制の強化等を実施する。 

③ 世界全体での省エネルギー等の推進 

エネルギー安全保障、経済成長、気候変動の一体的な解決を図っていく

ことが必要である。世界全体での省エネルギー対策等のエネルギー施策を

推進するため、省エネポテンシャルの大きい国を取り込んだ国際的な枠組

みの下、各国が省エネ目標・行動計画を策定するとともに、核不拡散、原

子力安全及び核セキュリティの確保を大前提とした原子力の推進や再生

可能エネルギーの利用拡大などを通じたエネルギー源の多様化、さらには

「環境エネルギー技術革新計画」や「Cool Earth-エネルギー革新技術計

画」に基づき、国際連携の下で長期的視点に立った革新的な技術開発を進

める。 

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 

主要な資源の大部分を輸入に依存する我が国の経済発展に不可欠なマ

ラッカ・シンガポール海峡等の海上輸送の安全、海洋環境の保全等を確保

するとともに、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、マ

ラッカ・シンガポール海峡における航行安全対策について、沿岸国と利用
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国間での協力の枠組みを具体化した「協力メカニズム」に参画し、航行援

助施設の維持管理等に協力するなど、必要な国際協力を推進する。 

（６）エネルギーの供給途絶に備えた緊急時対応の充実 

製品備蓄の導入を始めとする石油備蓄制度の見直し・機能強化、天然ガ

スに関する緊急時対応体制の整備、供給途絶時の緊急時対応マニュアルの

総点検など、万が一、供給途絶に陥った場合の緊急時対応体制を充実・強

化する。 

（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 

以上の取組を効果的かつ戦略的に進めるため、官民連携して中長期的に

取り組む必要のある技術開発をロードマップの形で提示し、研究から市場

へ鋭い軸が通るような取組を促す。また、革新的技術の市場化や海外にお

ける資源権益の確保などを主導できるような強いエネルギー産業の実現

に向け、それぞれの政策目的に合わせた支援や市場制度整備を進める。 
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第２．生産性の向上（ＩＴとサービス産業の革新）

産業横断的に生産性向上の昀重要の手段となるのはＩＴである。ＩＴに

よる「つながり力」強化に向けたＩＴ経営の推進、電子商取引や電子タグ

などによる「情報共有基盤」の構築、ＩＴを活用した地域活性化・中小企

業の経営力の向上などにより我が国産業全体の競争力強化を図る。あわせ

て、コンテンツ市場の拡大を図るとともに、ＩＴ革新を支える産業・基盤

の強化や高度ＩＴ人材の育成を実現する。

また、日本経済の７割を占めながら、生産性向上で出遅れているサービス

産業の革新が欠かせない。重点分野を中心にその生産性を抜本的に向上させ

ることにより、製造業と並ぶ「双発の成長エンジン」を創る。

１．ＩＴによる生産性向上と市場創出 

（１）ＩＴ新改革戦略・ＩＴ政策ロードマップの推進

「ＩＴ新改革戦略」（平成 18 年１月 19 日）、これに加えて、2010 年以降

の政策展開も視野においた上で今後の方向性と具体的段取り（工程表）を

示した「ＩＴ政策ロードマップ」（平成 20 年６月中決定予定）、及びそれ

らに基づく「重点計画-2008」それぞれにおける生産性向上に資する施策

の着実な実施を通じて、ＩＴの「つながり力」を発揮し、経済成長の実現

を図る。 

（２）ＩＴによる「つながり力」強化 

①ＩＴ経営の推進 

戦略的なＩＴ投資によるＩＴ経営を推進することにより、我が国の生産

性を向上させていく。 

   幅広い業種の経営者らによる「ＩＴ経営協議会」を設置し、産学官が連

携してＩＴ経営実践に向けて必要な環境整備・制度整備等の提言を行う。

具体的には、ＩＴ経営に悩む企業のカイゼン活動に基づくＩＴ経営実践の

ガイドラインの策定・改訂を行うほか、業種横断的なデータ連携に向けた

標準作り、ユーザー企業における人材育成、システム信頼性確保に向けた

制度設計、ＩＴ環境経営のあり方、情報の利活用を支える情報セキュリ
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ティの実現方策などに取り組む。これらにより、ＩＴ経営の抜本的な普及

を図り、2010 年までに世界トップクラスのＩＴ経営を実現するとともに、

2015 年度までに企業間でＩＴを昀適に活用している企業の割合を２割程

度に引き上げることを目指す。 

さらに、ＩＴ投資の効率性の向上を図るために、ＩＴ投資を「競争領域」

と「非競争領域」に峻別し、戦略的なＩＴ投資の選択と集中を促していく。

具体的には、情報家電やロボット等に搭載する共通的な制御ソフトウェア

の技術開発を進めるとともに、2008年度内にユーザ産業と組込みソフト

ウェア産業との対話の場の設定などを行う。 

また、ＩＴを活用した就業の機会の拡大を図るため、「テレワーク人口

倍増アクションプラン」（平成19年5月19日）に掲げる政策を実施し、2010

年までにテレワーカーが就業者人口の２割を達成することを目指す。 

②電子商取引や電子タグ等による「情報共有基盤」の構築 

流通・物流分野では、物流の効率化やセキュリティ向上、国際標準化の

検討が進む業界が中心となり、関係省庁とも協働して電子タグ等の活用促

進や標準化を進める。また、標準化の検討が進むインターネットＥＤＩ（電

子データ交換）等の対象商材・業界の拡大を図る。 

さらに、取引に関する情報に加えて、製品安全、環境、化学物質管理な

ど、様々な社会的課題への対応上必要となる情報について、ＥＤＩや電子

タグ等を活用し、企業・業種・業界の壁や直接の取引関係を超えた情報共

有の仕組み（電子商取引・電子タグ基盤）を2010年度までに構築する。具

体的には、昨年12月に設立した業種横断的なコンセンサス形成の場である

「次世代ＥＤＩ推進協議会」を活用し、中小企業などへのＥＤＩの普及促

進、業種横断的な取引を可能にする共通辞書の整備、化学物質管理・製品

安全等トレーサビリティ確保に必要な情報項目の整備等を行う。加えて、

引き続き関係省庁の連携の下、電気・電子、繊維、建材・住宅設備産業の

ほか、幅広い分野への取組の拡大を図る。 

③「つながり力」強化に向けた電子流通業の振興 

ＩＴを活用した流通チャネルである電子流通業について、情報流・金

流・物流の３要素からなる「流通網の強化」、その土台として不可欠な「安

全・安心への配慮」、我が国産業の国際競争力強化のため必要な「国際展

開の促進」の観点から、その健全な発展のための方策と社会的責任の遂行
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のあり方についてとりまとめを行う。 

流通網の強化のため、ＥＤＩ・ＧＤＳの標準化の推進、廃棄物削減に向

けた物流システムの見直し等について検討する。安全・安心については、

国際的な取引も視野に入れて、業界による自主的取組を支援する。また、

電子流通業の国際展開を促進するため、海外ビジネス情報の提供体制の整

備、電子流通を通じて購入可能な商品の試験輸出、電子流通を支援するた

めの海外見本市の開催等に着手する。これらに加え、産業の基礎的な分析

を行うために不可欠な統計情報の整備も検討する。 

こうした取組を通じて、電子流通の市場規模を今後とも順調に拡大させ

る。 

（３）ＩＴを活用した中小企業の経営力の向上 

ＩＴに関して専門知識のない中小・小規模企業でも、安価かつ容易に、

ＩＴを活用した財務会計等の業務の効率化を行えるように、中小企業向け

オンライン版ソフト（ＡＳＰ・ＳａａＳ）を開発し、国のポータルサイト

から廉価で提供し、業務改革を支援するとともに、公的手続きの電子申請

による円滑化を図る。合わせて、安心してＳａａＳを利用できるようにす

るため、利用者と提供者間で合意すべきサービス内容やその具体設定例等

について規定した「ＳａａＳ向けＳＬＡガイドライン」の普及を促進する。

また、「ＩＴ経営応援隊」の活動を強化し、中小企業等の経営力の向上

に資するＩＴ活用の研修機会の拡充、「中小企業ＩＴ経営力大賞」による

先進的事例の表彰などを全国規模で展開することにより、ＩＴを活用した

中小企業等の経営革新を促進する。また、これまでに蓄積したＩＴ経営の

先進的事例も踏まえ、経営課題に応じたＩＴの導入や利活用の具体的方法

をわかりやすく示した「ＩＴ経営ガイド」の普及・促進を図る。さらに、

ＩＴを利活用しようとする中小企業が直面する問題にきめ細かく対応す

るため、求めに応じて外部専門家を派遣するなど、中小企業のＩＴ利活用

の底上げを図る。 

（４）世界昀先端の電子政府の実現 

行政の電子化について、政府のみならず民間における生産性向上を促進

する観点から、行政の簡素化・効率化・国民サービスの向上に資する電子

政府システムを構築し、「５年以内を目途に国民に使い勝手の良い世界昀

先端の電子政府を実現する」（経済財政改革の基本方針 2007）を前倒しし
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て実施する。 

オンライン利用の促進に関しては、電子政府・電子自治体実現のための

基本構想(e ワンストップ・イニシアティブ)に基づき、2008 年６月末まで

に、オンライン手数料の引下げや添付書類の削減・省略等の抜本的改善策

の策定、引越や退職に関するワンストップ化の実証実験などの「先行プロ

ジェクト」や、電子政府を強力に推進するための基本法制や推進体制の整

備に関するアクションプラン（骨格）をとりまとめ、ワンストップ電子行

政サービスを早期に実現する。 

また、行政運営の簡素化、効率化、高度化及び透明性の向上については、

それぞれの業務・システム昀適化計画に示された運用経費及び業務処理時

間の削減効果を更に高めるため、継続的に見直しを行っていく。特に、旅

費や物品調達等の政府の内部管理業務については、本年５月にとりまとめ

られた「ＩＴを活用した内部管理業務の抜本的効率化に向けたアクション

プラン」に基づき、民間の先駆的な取組を参考にしつつ、業務の徹底した

見直しを行った上で、ＩＴを活用した抜本的な効率化を実現する。 

（５）ＩＴの創造的活用とコンテンツ市場の拡大 

日本コンテンツのグローバルな発信に向け、「ＪＡＰＡＮ国際コンテン

ツフェスティバル」「メディア芸術祭」「アジアＣＧサミット」「地域コン

テンツフォーラム」等を開催し、国内外への発信強化に取り組むとともに、

コンテンツを通じた環境問題への認識浸透を図るための「環境国民運動」

を実践することで、国境・地域の垣根を越えた人的交流を促進し、「つな

がり力」を強化する。上記に加え、感性価値創造イニシアティブに係る海

外への情報発信の取組も含め、クリエイティブ産業の発信力強化に向けた

取組を進める。 

また、「コンテンツ技術戦略マップ」を踏まえ、技術開発に戦略的かつ

積極的に取り組む。さらに、デジタルコンテンツの流通を促進する法制度

や契約ルールなど新しい時代にふさわしい知財環境の整備、ビジネス

フォーマットの検討、コンテンツに関する情報の集約、公開を行う取組と

連携したコンテンツ取引市場の整備による流通経路の多様化などを行い、

「技術革新への対応」を促進する。 

さらに、「アジア・コンテンツ・イニシアティブ」を策定し、日本コン

テンツの製作環境のグローバル化に向けた取り組みを強化することで「ア

ジアを中心とするグローバル化への対応」を進める。 

こうした、「つながり力強化」、「技術革新への対応」、及び「アジアを中
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心とするグローバル化への対応」により、2015 年までにコンテンツ市場を

約５兆円拡大させることを目指す。 

（６）ＩＴ革新を支える産業・基盤の強化 

①情報通信機器産業の競争力強化 

   ＩＴ産業における更なる「選択と集中」を促進するとともに、半導体や

情報家電分野等における標準化・研究開発、製品開発力の強化を推進する。

特に、半導体の利用が飛躍的に拡大し、社会の様々な局面で生じている

新たなニーズに応えるため、半導体技術と実装技術、ＭＥＭＳ（注）技術、

アーキテクチャ技術などの他分野技術とを融合させた先端的機能を持つ

半導体素子やその利用技術を開発する。 

さらに、持続的なＩＴの活用を可能とするため、技術開発などにより半

導体やＩＴ機器・システムの更なる省エネルギーを強化する「ＩＴの省エ

ネ」と、ＩＴを活用した社会全体の省エネルギーに貢献する「ＩＴによる

省エネ」を両輪で進める「グリーンＩＴ」を推進する。 

（注）ＭＥＭＳ：微小な機械要素部品（センサー、アクチュエータ等）と電子回路を一

つのシリコン基板上に集積化した素子

②情報サービス・ソフトウェア産業の競争力強化 

ＩＴ社会における情報サービス・ソフトウェア産業の重要性の一層の増

大に鑑み、組込みソフトウェア産業の競争力や情報サービス産業の課題解

決力（「ソリューション提供力」）の強化、ソフトウェアベンチャー発のイ

ノベーションの推進に取り組む。特に、自動車、ロボット、情報家電、携

帯電話等の製品の高度化が進む中で、組込みソフトウェア基盤の重要性が

増大していることを踏まえ、組込みソフトウェア基盤の開発・充実を図る。

また、情報システム・ソフトウェアの信頼性・生産性を向上させるソフ

トウェアエンジニアリングの高度化を行うとともに、モデル取引・契約書

の普及など、ユーザ・ベンダ間の取引の在り方の見直しを促進し、取引環

境の透明化と高度化を図る。 

多種多様な大量の情報の中から必要な情報を検索・解析する技術や、情

報システムの統合を効率的かつ安全に実現する技術など次世代を担う

ＩＴ関連技術の展開を推進する。 

加えて、今後のＩＴ社会においては、個人のニーズに応じ情報が的確に
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提供される未来型の生活空間のいち早い実現による新たなサービスの創

出が必要である。そのため、ＩＴを活用した新たな商業空間を積極的に創

出するとともに、我が国ＩＴ関連技術の新たな市場化出口とすることによ

り、イノベーションの活性化を図る。 

「情報システムに係る政府調達の基本指針」（ＣＩＯ連絡会議決定）に

おいてオープンな標準に基づく要求仕様が優先されることになったこと

を受け、昀適な情報システム調達に資する「オープンな標準」のリストや

技術情報を提供するための技術参照モデル（ＴＲＭ）を策定し、普及する。

また、標準に関する評価等を行うためのテストベッドの構築といった、

オープンイノベーションプラットフォーム構築に向けた取組を行う。 

③高度ＩＴ人材の育成 

   大学院を核に、他大学及び産業界との効果的な連携体制を構築し、世界

昀高水準の専門的スキルを有する高度ＩＴ人材を育成する拠点の形成を行

うとともに、各拠点において得られた成果の効果的・効率的な普及展開を

行い、高度ＩＴ人材育成方策の全国展開を図る。 

また、産業界のニーズに対応したＩＴ分野・エレクトロニクス分野の優

秀な人材を安定的・継続的に育成し輩出するため、産学が連携して高度

ＩＴ人材の人材像を共有し、産学双方の課題及びその方策について検討し

ている産学連携人材育成パートナーシップにおける議論を加速する。具体

的には、ＩＴ社会において求められる人材像の産学官での共有と必要な

キャリア開発計画の提示、専門家コミュニティの形成、人材育成に活用さ

れる情報のデータベース化、優れた人材が活躍できる環境整備、長期イン

ターンシップやＰＢＬなどの実践的教育の推進など、様々な方策を検討す

る。 

また、ＩＴ産業の競争力強化に必要な人材像を踏まえた共通キャリア・

スキルフレームワークを構築し、ＩＴスキル標準、組込みスキル標準及び

情報システムユーザースキル標準を体系的に位置づける。情報処理技術者

試験制度については、同フレームワークに基づき見直しを行い、2009 年度

から新たな試験制度を実施することを目標とする。特に、職業人として昀

低限備えておくべき基本的な知識を図るためのＩＴパスポート試験を創

設する。さらに、ＩＴ革新を支える創造性に優れた人材の早期発掘及びそ

うした人材の起業支援を行う。あわせて、高度ＩＴ人材育成のための裾野

の拡大に向け、情報教育やＩＴを活用した教育を推進する。 
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２．サービス産業の革新 

（１）サービス産業のイノベーションと生産性改革のための体制整備 

①	 「業種別生産性向上プログラム」の着実な実行 

サービス産業等の生産性向上に向けて、個別業種の特性・課題に対応し

たきめ細やかな対応を行う必要がある。そのため、関係省庁において、付

加価値の向上および効率化を通じたコスト削減の双方の観点からの施策

を盛り込んだ生産性向上プログラム（具体的取組と工程）を着実に実行す

る。生産性向上プログラム策定の対象業種については、適宜見直し、順次

追加していくことを検討する。 

（業種別プログラム策定業種） 

ＩＴ（ソフトウェア・情報サービス）、通信・放送・コンテンツ、 

建設・住宅・不動産、宿泊・旅行、小売、食品製造、物流、 

人材ビジネス、サービス産業９業種（研究開発サービス、認証サービス、 

プラントエンジニアリング、プラントメンテナンス、総合商社、 

対個人サービス、業務プロセスアウトソーシング、 

環境装置のサービサイジング、自動車販売） 

② 	サービスへの科学的手法の導入とサービスプロセスの改善（サービスイ

ノベーション波及プログラム）

サービス産業への科学的・工学的手法の導入は、サービス受容者の潜在

ニーズを発掘する等、サービスの新規需要開拓と効率化・高付加価値化の

実現に有効な手段であり、サービス産業の生産性向上に効果が高い。この

ため、平成 19 年度には、「サービス工学分野技術戦略マップ」を策定し、

今後サービス産業において開発や導入が期待される技術を示した。今後は

同マップに示された様々な技術の開発・導入を一層推進するとともに、こ

れら技術の専門家のネットワーク化と、人材育成に取り組むことが重要で

ある。 

また、産学連携は、イノベーションの促進による新たなビジネスモデル

の創出や、既存のビジネスモデルがより高付加価値、高効率なものになる

事例の創出が期待される有用な手段である。そのため、(独)産業技術総合

研究所に設置された「サービス工学研究センター」や「サービス産業生産

性協議会」を産学連携のハブとして機能させる他、大学の産学連携本部・
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ＴＬＯ等と連携・協力した産学連携の更なる促進、技術相談、連携コーディ

ネート等を行う相談窓口の整備、事業化支援などの施策を講じる。 

さらに、製造業ＯＢ人材のネットワークや相談窓口について関係機関と

連携して整備し、製造業ノウハウの活用によりサービス提供プロセスを改

善する。 

③ サービス提供者と消費者等をつなぐ民間による情報提供の仕組み作り

サービス品質の「見える化」を図り、第三者認証制度の構築やＡＤＲ機

関の立ち上げを支援するとともに、より高品質なサービスの評価について

検討する。 

また、日本版ＣＳＩ（顧客満足度指数）については、モデル開発を行う

とともに、３業種（百貨店、総合スーパー、フィットネス）を対象とした

試行調査を実施済み。今後、対象業種を拡大してモデルの信頼性を高めて

いくことで品質評価のための分野横断的ベンチマーキングとして整備、普

及を図り、本格運用を目指す。 

④ サービス産業における人材育成 

サービス産業の人材育成を推進するため、「サービス産業生産性協議会」

などの場において、サービス産業界における人材ニーズを把握するととも

に、求められる人材像や企業における将来のキャリアパスを明確にし、産

業界と大学等教育機関との対話を通じた教育体制の充実に向けた取組を

支援する。特に観光分野では、「観光関係人材育成のための産学官連携検

討会議」の開催における情報の共有化及び連携方策の検討により、人材育

成に関する積極的な取組を行う。また、大学等において、経済学などの社

会科学、工学などの自然科学等の融合による新たな知識の体系化等を通じ、

我が国経済におけるサービス産業の重要性に対応した教育プログラムの

構築を図る。 

さらに、「成長力底上げ戦略」に位置づけられているジョブ・カードの

早期の活用促進や、能力評価システムの導入促進を図るなど、サービス人

材育成に取り組む。 

⑤ サービス産業におけるＩＴ活用 

中小サービス業のＩＴ活用の支援、社会インフラとしての電子タグ・電
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子商取引基盤の整備、ソフトウェア共通化による企業の投資効率、生産性、

競争力の向上に向けた取組を展開する。 

⑥ 産業活力再生特別措置法に基づく事業者の取組の促進 

生産性の向上が特に必要な分野について、昨年度、産業活力再生特別措

置法に基づき、ゲームソフトウェア業、情報サービス業、小売業の事業分

野別指針を策定した。今後、業種別生産性向上プログラムの策定状況も踏

まえつつ、新たな業種の事業分野別指針の策定について検討するとともに、

同法による生産性向上に向けた事業者の取組を促進する。 

⑦ 国際展開支援 

少子高齢化の進展など社会構造の変化を鑑みると、今後、これまで同様

の国内需要は見込めない一方、グローバルな視点で市場を捉えると市場拡

大の可能性は広がりを見せる。「アウトバウンド（日本から海外へ）」の視

点から国際展開の成功要因や制約要因について把握・分析を行い、広く情

報を共有していく。また、同時に、「インバウンド（海外から日本へ）」の

視点から訪日外国人の我が国における消費実態について調査を行い、海外

からの需要の獲得のための検討を行う。 

⑧ その他

情報提供等による事業者のグローバル展開の支援、サービス産業におけ

るグリーン経営の推進、サービス産業の生産性向上に資する先進的な取組

の表彰（「ハイ・サービス日本 300 選」）、産学連携の促進、サービス分野

の企業が取り組みやすい生産性指標の開発などにも取り組む。また、着実

に拡大している公的サービス市場を活発で魅力あるものにしていくため

の検討を行う。 

（２）今後発展が期待されるサービス分野への政策の重点化 

① 今後有望とされるサービス６分野への重点化 

少子高齢化の進展や各サービスの所得弾力性等を踏まえ、今後発展が期

待される重点サービス６分野（健康・福祉、育児支援、観光・集客、コン
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テンツ、ビジネス支援、流通・物流）において、需要の創出・拡大、生産

性の向上の両面から重点的に政策を講じることにより、2015 年までに、70

兆円の市場規模拡大を目指す。 

例えば、観光・集客分野においては、様々な産業が連携した地域ぐるみ

の取組の支援、成功・失敗要因分析に基づく「観光・集客力向上への手引

き」の普及等を通じ、「産業観光」、「文化観光」、「ヘルスツーリズム」等

の「ニューツーリズム」を含め、顧客ニーズや地域の観光資源の特性を踏

まえた新たな観光・集客ビジネスモデルの確立等を支援する。 

育児支援サービス分野においては、「新雇用戦略（案）」や「新待機児童

ゼロ作戦」に基づき、保育サービスの量的拡充と提供手段の多様化を図る

等、希望する全ての人が安心して子どもを預けて働くことができる環境整

備に今後３年間で集中的に取り組む。具体的には、保育に係る潜在的ニー

ズも踏まえた上で、保育施策を質・量ともに充実・強化するなど、すべて

の子どもの健やかな育ちの支援を前提に、利用者の立場にたった保育サー

ビスのあり方について検討し、サービスの多様化・柔軟化などを進める。

特に「認定こども園」については、「二重行政」の解消策を検討し、平成

20 年度中に結論を得る。 

また、「放課後こどもプラン」については、更なる一本化の方向で改善

方策を検討し、平成 21 年度から実施する。 

保育所については、特定の法人格であることのみをもって応札者が優遇

されたり排除されたりすることがないよう、平成 20 年４月の厚生労働省

保育課事務連絡に基づき、地方公共団体の公募において適正な制度運用が

図られるよう取り組んでいるところである。 

また、多様な主体の子育て支援への参画・協働については、今後、さら

に一層の制度の見直し等を行うことを通じて、地方における状況に応じ、

地域住民、ＮＰＯ、企業など、多様な主体が積極的に協働・参画すること

により、地域の力を引き出していくべく検討する。同時に、地方公共団体

における政策決定過程やサービスの現場等においても、親を一方的なサー

ビスの受け手としてではなく、相互支援やサービスの質の向上に関する取

組などに積極的に参画を得る方策を検討していく。 

さらに、民間企業の事業所内託児施設に対する支援等、少子化対策のあ

り方についても検討していく。 

健康・福祉分野においては、2007 年５月にとりまとめられた「医療・介

護サービスの質向上・効率化プログラム」に基づき、各取組について可能

な限り定量的な指標を掲げ、ＩＴ技術の積極的な活用を図るなど、ＰＤＣ

Ａの下に必要な検証を行いながら、必要なサービスの確保と質の維持向上
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を図りつつ、効率化等を図る。 

また、科学的・工学的手法を活用したサービス提供現場のプロセス改善

に加え、現場で利用される機器やＩＴ技術などをパッケージとした全体的

なプロセス改革を推進していく。 

同時に、「遠隔医療の推進方策に関する懇談会」の議論を受け、遠隔医

療の推進に向けた具体的な取組方策について検討を行う。 

さらに、科学的根拠に基づいて確実に効果を生み出す、健康関連産業の

育成や予防を重視した健康づくりを進めるため、2007 年４月に取りまとめ

られた「新健康フロンティア戦略」等を踏まえ、個人の健康状態を生涯を

通じて把握・活用できる情報基盤の整備、個人・地域・企業の健康増進へ

の動機付与や「健康会計」等を推進する。 

② 生活直結型産業の発展に向けた取組 

国民の潜在的ニーズが高い健康や生活に関わる産業は、今後の成長分野

である（具体的には、医療・健康支援、保育、介護・生活支援、教育、移

動などのサービス分野が該当）。これら生活直結型産業は、需要（＝高齢

化によるニーズ増大）、技術（＝ＩＴ等の発展）、人材（＝高齢者・女性

の活躍）の面で好条件下にあるにもかかわらず、本格的な発展に至ってい

ない。利用者の立場からの規制改革、ＩＴ等新技術の活用、団塊世代や女

性の参画など、関係各省の横断的な取組により、障害の克服に努めていく。

３．世界昀先端の通信・放送に係るインフラ・サービスの実現 

2011 年の「完全デジタル元年」に完成する世界昀先端の通信・放送イン

フラを活用した多様なサービスを実現し、通信・放送事業の競争力強化を

図るため、「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」（平成 18 年６月

20 日）に基づき、通信・放送分野の改革を推進する。 

４．経済社会や産業構造の変化に即応した統計改革の加速化 

我が国経済・産業における生産性を向上させるためには、業種別、規模

別、国際間等の生産性比較が可能となるよう、経済社会や産業構造の変化

に迅速に対応した統計整備が不可欠である。 

そのような状況の下、戦後 60 年ぶりに抜本的に改正された統計法（平

成 19 年 5 月 23 日公布）に基づき、施策の総合的かつ計画的な推進を図る
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ため、統計委員会の調査・審議を踏まえ、政府全体として 2008 年度中に

公的統計の整備に関する基本的な計画を定めるなど、統計改革を加速化す

る。 

具体的には、我が国における、包括的な産業構造等の経済活動を同一時

点で網羅的に把握するとともに、より高い精度の事業所母集団情報の整備

を行うため、2009 年及び 2011 年に経済センサスを実施する。 

また、サービス統計の抜本的拡充、統計作成の効率化のための行政情報

の活用、定量的な経済社会・産業分析に必要な統計データの二次利用等を

積極的に推進する。 
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第３．地域・中小企業の活性化（地域活性化戦略）

構造改革の中で、経済状況や成長力の回復に遅れが見られる地域や中小

企業の活性化に思い切って取り組むことが重要である。

我が国経済の活力の底力となっている、中小企業や小規模企業などの活

力を高めることは、我が国経済の活性化のために重要であるとの認識の

下、付加価値の創造、経営力の向上、事業環境の整備等により、中小企業

の生産性向上に取り組んでいく。

具体的には、農業と商工業が連携して行う新事業の創出支援、地域にお

ける支援機関同士をつなぎ、中小企業者へのワンストップ支援サービスを

行う地域力連携拠点の整備、「下請かけこみ寺」本部及び 47 都道府県の窓

口を開設などの下請適正取引の推進、中小企業の国際展開支援などを行っ

ていく。

さらに、農商工連携の促進、地域発イノベーションの加速、地域資源を

活用した地域産業の発展、コミュニティビジネスの振興、地域の強みを活

かした企業立地等の促進、公的サービスのコスト低減・質的向上などを総

合的に推進するとともに、地域の声を踏まえつつ、地域が創造力を発揮し

て作成する地域再生計画について、省庁連携により一体的・重点的に地域

活性化を支援する施策の充実を図る。

加えて、地域の活性化に資する都市再生・中心市街地活性化を戦略的・

重点的に推進する。

これらにより、地域の活性化を図るとともに、国内のみならず世界を視

野に入れた地域の競争力強化を実現する。

１．中小企業の生産性向上 

（１）付加価値の創造 

①中小企業者と農林漁業者との連携促進 

地域経済の中核をなす中小企業者や農林漁業者の活性化を図る。具体的に

は第 169 回通常国会において成立した「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」を中核として、中小企業者と農林漁業者

とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を
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促進することにより、地域を支える中小企業の経営の向上及び農林漁業経営

の改善を図るため、総合的な支援措置を講ずる。 

②地域資源活用プログラムの推進 

地域の中小企業の知恵とやる気をいかした事業展開を支援することによ

り、経済の活性化を図り、中小企業の活力による自立型の産業構造を強化し

ていく。 

このため、総合的な支援策である「中小企業地域資源活用プログラム」を

推進し、地域の中小企業による地域資源（産地の技術、地域の農林水産品、

観光資源等）を活用した新商品・新サービスの開発・市場化をさらに促進し、

平成 24 年度までの５年間で 1,000 の新事業創出の取組を地方において創出

することを目指す。 

③中小企業の人材確保及び育成に向けた取組 

新現役（大企業等の退職者及び近く退職を控える層）の有する技術・ノウ

ハウ等を中小企業や地域に活かすために、平成 20 年度より「新現役チャレ

ンジプラン」を実施し、新現役と中小企業とのマッチングを、地域力連携拠

点等を通じて全国規模で展開する。平成 21 年度末までに、登録新現役人材

３万人の実現を目指す。また、高等専門学校・工業高校等におけるものづく

り技術者等の人材育成の充実を図っていく。 

また、中小企業において生産性の向上に資する基盤人材などを新たに雇い

入れた場合等に助成金を支給する制度を平成 20 年度より創設し、生産性向

上に資する人材確保に向けた支援を推進していく。 

（２）経営力の向上 

①地域力連携拠点の整備等による支援体制の強化 

経験豊富な大企業の退職者、中小企業、農業、大学等が相互に連携し、

ＩＴを活用した経営支援や政策金融を始めとする各種支援措置の積極的活

用等を通じて、中小企業の経営力向上、新事業展開や事業承継を支援するた

めの拠点を全国で 316 箇所整備するとともに、当拠点を活用して、中小企業

者への支援体制を強化していく。 
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②ＩＴ化や省エネルギーの推進等による生産性向上・経営改善 

中小企業や小規模企業の生産性・付加価値向上を図るためには、様々な経

営課題に対する専門家によるコンサルティング、ＩＴ化による業務改善や人

材育成、技術力の向上などが重要である。 

特に、販路拡大や生産管理、顧客管理等経営の中でＩＴを有効に活用して

いくことは中小企業全体の底上げにとって不可欠な要素であり、ＩＴ推進ア

ドバイザー等を活用し、商店街全体のＩＴ化、業種特性に応じた組合毎の

ＩＴ化等を進めていく。また、ＡＳＰ（Application Service Provider）や

ＳａａＳ（Software as a Service）など中小企業にとって使いやすい新た

なサービスの利用の円滑化を図る。 

また、中小企業における省エネルギーの推進が、コスト削減等を通じて中

小企業の基盤強化・生産性向上につながることを踏まえ、金融、人材・ノウ

ハウ面などで省エネルギー対策を推進する。 

さらに、平成 20 年度より、ＩＴ化等を活用した設備投資を行い、新たに

必要な人材を雇い入れた場合にその設備投資に要した費用の一部を支援す

る助成金制度を創設し、生産性向上のための雇用環境の高度化支援を推進し

ていく。 

併せて、中小企業の生産性向上に資する設備投資・人材投資等の加速を

図っていく。 

（３）事業環境の整備 

①中小企業金融の円滑化 

担保や自己資本が不足しがちな中小企業の多様な資金ニーズに対応でき

るよう、政策金融や信用保証制度を活用しながら、中小企業の資金調達の円

滑化を図る。 

不動産担保や個人保証に過度に依存しない金融を推進するため、無担保や

無保証での政府系金融機関の融資などを引き続き推進する。また、在庫や売

掛債権を担保として活用する流動資産担保融資・保証を引き続き推進する。

平成 20 年 6 月に成立した「中小企業信用保険法の一部を改正する法律」、

「中小企業金融公庫法の一部を改正する法律」及び「信用保証協会法の一部

を改正する法律」により、中小企業の有する売掛債権の早期現金化を支援す

るための制度や、ワラント（新株予約権）付保証制度等を整備する。また、

急な資金ニーズに対応するための保証枠を予め確保する予約保証制度、新事
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業や企業再建等に取り組む中小企業に対する資本的性質を有する劣後ロー

ン（挑戦支援資本強化特例制度）など、中小企業の新たな資金調達手段を導

入し、活用を図る。 

また、創業・第二創業を図る中小企業、経営改善・再建を図る中小企業に

対する政府系金融機関による融資を推進するとともに、新規立地など地域活

力の向上に資する中小企業の取組に対し金融面での支援を行う。 

あわせて、資金調達当初の負担軽減を可能とする成功払い型融資等のデッ

ト・エクイティ双方の性質を活用した、いわゆるハイブリッド金融について、

政府系金融機関の取組を進めること等により、その普及と推進を図る。加え

て、中小企業向け貸出債権の流動化支援の強化（政府系金融機関におけるＣ

ＤＳ契約を活用した証券化支援業務の推進）を図る。 

原油価格高騰その他の要因により売上高減少など業況の悪化が著しい中

小企業に対して、政府系金融機関や信用保証協会によるセーフティネット金

融を的確に実施し、中小企業の資金繰りを支援する。 

また、地域密着型金融を引き続き推進するなど、中小・地域金融機関等の

金融仲介機能の強化等を図る。 

②下請適正取引等の推進 

成長の成果を中小企業にも波及させる観点から、下請代金法・建設業法・

独禁法による取締を強化するとともに、下請適正取引等の推進のためのガイ

ドラインの普及等を行う。また、平成 20 年４月１日に開設した「下請かけ

こみ寺」をはじめ、建設業における法令違反行為の通報窓口である「駆け込

みホットライン」、トラック運送業における「適正取引相談窓口」及び、内

航海運業における「燃料油高騰問題や適正な取引の確保等をするための相談

窓口」において、下請取引の各種相談等を広く実施するとともに、ガイドラ

インに記載されたベストプラクティス等が広く活用されていくよう一層の

普及啓発等を行うなど、元請・下請の望ましい取引が可能となる環境整備を

図り、下請適正取引等を推進していく。特にトラック運送業においては、「軽

油価格高騰に対処するためのトラック運送業に対する緊急措置」を踏まえ、

燃料サーチャージ制の導入促進、荷主と運送事業者の協働によるパートナー

シップ会議の開催等を行う。 

また、売り手と買い手の効率的なマッチングを図るため、インターネット

を活用した取引マッチングシステム（ＢＭＳ）等についても、引き続き推進

していく。 
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③中小企業の事業承継の円滑化 

中小企業の事業の継続・発展を通じた雇用確保や地域経済の活力維持の観

点から、極めて重要な課題である中小企業の事業承継の円滑化を以下の取組

により総合的に支援する。 

平成 20年５月に成立した｢中小企業における経営の承継の円滑化に関する

法律｣により、遺留分に関する民法の特例を定めるとともに、金融支援措置

等を講じる。 

また、上記の法律の制定を踏まえ、平成 21 年度税制改正において、事業

の後継者を対象とした｢取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制

度｣を創設する。 

さらに、開廃業マッチングや専門家派遣を始め事業承継に係るワンストッ

プサービスを提供する「事業承継支援センター」の全国展開や事業承継関係

セミナーの充実等を行うとともに、制度融資を抜本強化し、事業承継に際し

てのあらゆる資金ニーズに対応する。 

④中小企業の事業再生の円滑化 

公正な取引環境の整備に併せて、中小企業の事業再生が円滑に行われる環

境の整備を進めることが重要である。事業環境の変化等によって経営環境が

悪化した企業が事業の立て直しを図り、その経営者等が、再チャレンジする

ことができる環境の整備を進めていく。 

今後、各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会及び 19 年度に発

足した再生支援協議会の全国組織（中小企業再生支援全国本部）における常

駐専門家の増員等を通じ、平成 21 年度までに、中小企業の再生案件の処理

能力を強化することを目指す。 

また、平成 20 年 6 月に成立した「信用保証協会法の一部を改正する法律」

により、信用保証協会による債権譲り受けを可能とするなど、信用保証協会

の再生支援機能を一層充実させ、中小企業再生支援協議会と密接に連携しな

がら、中小企業の事業再生に取り組む。 

２．中小企業の活性化 

（１）新事業の創出、新分野への展開の促進 

地域力連携拠点等において、経営分析等の徹底を図るとともに、新事業、新
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分野への進出支援を積極的に進めることにより、新事業の創出、新分野への展

開を目指す中小企業者への総合的な支援を検討する。 

（２）情報、人材、資金等の環境整備を通じた中小企業の国際展開 

アジア規模での効率的な生産ネットワークの追求など産業構造の高度化を

図っていく観点から、中小企業の海外展開支援を図るため、海外展開時におけ

る「新連携支援制度」の活用促進を含め、資金調達及び情報提供・相談等に関

する支援制度の充実・相互連携を推進するとともに、人材育成面から研修生受

入、専門家派遣制度等の活用を図る。 

また、地方の中小企業の潜在的な国際化ニーズを掘り起こす意味で、海外に

通用するブランドの育成の促進等を通じて、中小企業産品の輸出促進を図る。

（３）地域の活力を生み出す拠点としての商業集積 

「中心市街地の活性化に関する法律」（「中心市街地活性化法」）に基づき、

地域経済の中核である中小小売商業に対して重点的な支援を講ずる。 

また、少子化対策や就業機会創出など、今後の地域経済が直面する課題に対

応すべく、地域コミュニティの「顔」である商店街を活用するとともに、少子

高齢化への対策や安全・安心なまちづくり、空き店舗を活用した農産物直売所

やアンテナショップ等の設置・運営、ＩＴの活用等の取組を促すことにより、

商業集積地としての魅力向上を図る。これらの取組等により地域商業モデルの

創出・普及を図るとともに商業者の意識改革を推進する。 

同時に、面を構成する個店の経営力及び魅力の向上を図る。そのため、中小

小売業を含む中小企業の抱える課題に対し、事業者の視点に立ってワンストッ

プで支援を行っていく地域力連携拠点事業を活用するとともに、情報及び物流

ネットワークの強化を促し、個別企業の経営力向上・生産性向上に向けた取組

について支援を行う。 

（４）ものづくり中小企業の競争力強化 

我が国製造業の強みの源泉である、鋳造、プレス加工、めっきなどのものづ

くり基盤技術を担うものづくり中小企業の競争力強化を図り、その厚みを増し

ていく。 

このため、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（中小も

のづくり高度化法）」に基づき、技術力高度化のための指針の提示、研究開発
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に対する支援を行うとともに、課題解決の環境整備として、川上・川下間の連

携に対する支援、高等専門学校・工業高校等におけるものづくり技術者等の人

材育成の充実、技術継承の円滑化、知的財産管理のための体制づくりなど、総

合的な施策を引き続き強力に推進する。この中で、多数のものづくり中小企業

の技術力の底上げも図る。これにより、５年間で 500 のプロジェクトから成果

を得て、優れたものづくり中小企業の厚みの倍増を目指す。 

それに加え、「中小企業技術革新制度（日本版ＳＢＩＲ制度）」の充実・強化

を図るため、段階的競争選抜方式の導入・拡大、政府調達における情報開示、

ＳＢＩＲ特定補助金等の拡充、参加機関の拡大に取り組むとともに、申請手続

きの簡素化、事後評価などの実施の徹底を図る。 

３．地域経済の活性化 

（１）農商工連携の促進による地域経済の活性化 

地域経済の基幹産業である農林水産業と商業・工業等の産業間での連携（農

商工連携）を強化し、相乗効果を発揮することで、地域経済活性化につなげ

るため、食料産業クラスターの形成等による地域産品に関する販売促進・新

商品開発の支援、ＩＴの導入による中小企業経営や農業生産の効率化の推進

等、地域産業におけるイノベーションの促進、地域における知的財産の「創

造・保護・活用」の更なる促進、地域産品の輸出促進、農業関連施策と中小

企業関連施策の連携の推進等を行う。 

また、農商工連携の先進事例、「農商工連携88選」を広く関係者にＰＲす

るほか、「まるごと食べようニッポンブランド！」及び「ニッポン・サイコー！

キャンペーン」を共同で実施することにより、国民的な運動への展開を促進

していく。 

さらに、商工業と農林水産業の業種を超えた連携や農林水産関連産業の企

業立地促進を図るため、「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」及び「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」の農商工連携関連２

法により支援を行う。 

（２）科学技術による地域活性化 

①「科学技術による地域活性化戦略」の実行 

「科学技術による地域活性化戦略」（平成 20年 5月総合科学技術会議決定）

50




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

に基づき、地域の主体性確保を前提としつつ、各府省が所管する地域科学技

術施策を抜本的に強化し、これを地域科学技術拠点に重層的・重点的に投入

することにより、「地域拠点のエコシステム」の形成を目指す。 

すなわち、「多様性強化戦略」により、人材育成及び人材循環の強化、地

域の多様性強化、大学等の産学官連携機能の強化、事業化支援機能の強化、

国の制度改革等、地域主体の自立的発展を後押しするとともに、「グローバ

ル拠点強化戦略」により、各府省が技術開発支援などの政策資源を重点投入

し、強い拠点をより強くする。 

②地域発イノベーション加速プランの推進等 

○地域科学技術クラスター施策の更なる推進と成長 

産学官ネットワークの拡充・緊密化、地域における技術開発等を重点的に

実施し、産業クラスター計画で重点化した対象分野及び対象地域において新

事業創出を目指す。また、知的クラスターと産業クラスターの更なる連携を

図りつつ、政府一体となって「地域科学技術クラスター」の形成を目指す。

このほか、特色ある地方大学等の「知恵」を活用し、産学官連携による新規

事業の創出や研究開発型の地域産業の育成など、地域が主体的に策定する構

想に柔軟に対応した支援や、優れた技術やアイデアを持ちながら、資金不足

や販路不足に悩む地域・中小・ベンチャー企業と、大手企業を結びつける実

効ある仕組みの構築を支援する。 

○地域発イノベーションの加速 

産学官の連携体制を強化し、地域の大学等の研究機関が有する設備機器や

人材等の相互活用を進めるとともに、企業への利用開放、産学共同研究によ

る実用化技術開発を促進する。さらに、国の委託費で取得した研究機器を大

学や公設試等に集約し、地域の中小・ベンチャー企業等に利用開放できるた

めの取組、コーディネータ人材のネットワーク化及び研修の充実、キャリア

パスの確立等のための支援、大学等と連携したインキュベーション施設や産

学共同研究施設等産学連携拠点の充実、技術シーズの創出から実用化までの

切れ目のない研究開発の支援等、地域発イノベーション加速のための所要の

支援を行う。 

（３）広域連携による地域活性化 

中心市と周辺市の協定により、東京圏への人口流出防止、分権型社会にふ
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さわしい社会空間の形成、ライフステージに応じた多様な選択肢の提供を行

う定住自立圏の形成を推進する。 

また、市町村の区域にこだわることなく、場合によっては県境をも越えて

複数の市町村に広域的にまたがるような経済的社会的に一つのまとまりを

もつ地域（市町村合併などにより単独の市町村が経済的社会的に一つのまと

まりを成している場合を含む）を単位として、地域活性化を図るための総合

的な支援を行う。 

（４）ＩＴを活用した地域活性化 

ＩＴ戦略本部で決定された「ＩＴによる地域活性化等緊急プログラム」（平

成 20 年２月 19 日）に基づき、地域への支援をより強力かつ迅速に政府一体

として実施する。 

具体的には、今年度末までを支援強化期間と位置づけ、施策を前倒しで実

施する等、取組の加速化を行うとともに、本年２月に内閣官房ＩＴ担当室に

設置した「ＩＴサポート本部」において、地方自治体等からの相談を受け付

ける等の支援を行う。 

また、生産者と消費者が活発に情報交流を行うことができる機能を有した

地域産品向け直販サイトを廉価に提供するとともに、同サイトを使いこなせ

る人材の育成や、電子タグ等のＩＴ技術を活用して生産・流通工程を管理す

る情報システムの構築などの取組を通じ、ＩＴを活用した地域産品の商品価

値の改善や販路の拡大、生産・流通の効率化等に取り組むなど、地域におけ

るＩＴ利活用の取組及びその普及展開等を支援する。 

合わせて、情報通信基盤の整備はＩＴ活用の大前提であるので、2010 年度

のブロードバンド・ゼロ地域の解消の実現に向け、過疎地域等の条件不利地

域において、ブロードバンド基盤の整備等の支援を行う。 

（５）地域の特性を活かした地域産業の発展 

「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」

に基づく支援策の活用等により食品、繊維、木製品等の生活関連製造業、農

林水産業等に係る地域の資源をいかした新商品開発や販路開拓を強力に進

めるとともに、産業観光、エコツーリズム、文化芸術、スポーツの活用等に

よる観光の振興、まちづくりの核となり地域の産業や活力を生み出す基盤で

ある文化財の保護、コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスの振興等を

強力に進める。 
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特に、事業性と公益性を兼ね備えるコミュニティビジネス、ソーシャルビ

ジネスは、成熟した社会における地域活性化やコミュニティの再生に関して

大きな潜在力を有する。このため、資金調達、人材育成・確保等、その起業

や経営管理に関する課題に対応した支援や成功モデルの他地域展開による

新たなコミュニティビジネス、ソーシャルビジネスの創出、全国・地域協議

会を通じた環境整備の充実を図る。 

また、地域の生み出す特色ある製品・サービスを売り込んでいくためには、

地域経済全体を展望したビジョンが必要であり、地方公共団体を中心に、経

済団体や地域金融機関等の地域関係者が連携したビジョン策定の取組みを

推進する。 

（６）地域の自立や競争力強化と戦略的な基盤づくり 

地域の自立と競争力強化に向けて頑張る地域を応援するとともに、地域が

自律的・持続的に成長できる基盤を確立するため、地域の特性を活かしなが

ら企業立地の促進等を通じて産業集積の形成や活性化を図るための取組を

関係省が一体となり総合的に支援する。具体的には、「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（企業立地促進

法）」に基づき、企業立地促進に係る地方交付税措置、農地転用等の各種手

続きの迅速化・簡素化、企業立地に対するワンストップサービス体制の整備、

立地企業のニーズに対応した人材育成等を行う。さらに、企業立地促進法を

改正し、農林水産関連産業の立地を促進する取組を支援する。 

また、地域経済の活性化や地域の活力の再生のために必要な道路、港湾等

の基盤への戦略的投資を推進するとともに、東アジア等との交流を深めつつ

ある広域ブロックの自立・活性化を促進するため、「広域的地域活性化のた

めの基盤整備に関する法律」等により、民間と連携した地域の発意による

ハード・ソフト一体となった広域的な地域活性化の取組を総合的に支援する。

地域の生活を支える地域公共交通については、「地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律」等により、地域の公共交通の活性化・再生に主体的に創

意工夫して頑張る地方を、総合的かつ強力に支援を行うとともに、また、地

域に不可欠な公共交通機関として良質なタクシー輸送サービスの提供を図

る。 

あわせて、「頑張る地方応援プログラム」により、地方自治体による地域

経済の再生・活性化を目指す取組や人材育成等を支援する。 

さらに、地域振興の核となる大学システムの構築を図るため、地域の大学

が協同で行う地域貢献活動や地域ニーズに対応した人材育成の促進を図る。
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加えて、持続可能な地方再生の取り組みを抜本的に進めるため、平成 20

年度より「地方の元気再生事業」を創設し、地域住民や団体の発意を受けた

地域主体の様々な取組を立ち上がり段階から包括的・総合的に支援するとと

もに、地域力再生機構を創設する。 

また、地域の創意工夫や発想を活かして行われる事業に対する金融面での

支援を強化するため、地域再生法の改正により創設した地域再生支援利子補

給金制度を推進する。 

（７）地域のひとづくり・雇用の創出 

雇用環境が依然として厳しい地域があることから、「地域の雇用再生プロ

グラム」を踏まえ、ひとづくり・雇用創出を図る地域再生計画の実施を省庁

連携により一体的・重点的に支援する。特に、「地域の雇用再生プログラム」

の一環として、雇用情勢の地域差を是正するため、平成 19 年に改正された

地域雇用開発促進法に基づき、雇用情勢が厳しい地域に支援を重点化する。

また、地域の中小企業の人材確保・定着にも資する地域密着型の職業訓練

等を実施する。 

さらに、大都市居住者の地方への定住や二地域居住等の促進により地域活

性化を図るため、地域へ移動する人・受け入れる地域双方のニーズや地域の

様々な情報についての情報提供環境の整備を推進すること等により、現在退

職期を迎えている団塊の世代を中心に、地域への人の誘致・移動による人材

の蓄積を図る。 

（８）地方再生に向けた農山漁村活性化対策の展開 

活力ある農山漁村の再生に向けて、「地方再生戦略」に即し、地域リーダー

の育成やアドバイザーからの指導・助言による地域活性化を担う人材の育

成、祭りや伝統文化の保全・復活等による集落の再生、農商工連携など、地

域の主要産業である農林水産業を核とした地域経済の活性化に向けた取組

を積極的に支援する。子ども達の農山漁村での宿泊体験を行う「子ども農山

漁村交流プロジェクト」を推進し、将来的に、毎年、全国の小学生（１学年

規模）が参加できるよう、モデル地域における受入体制の整備を推進する。

引き続き、団塊世代や若者の活力を昀大限活用する地域の創意工夫を後押

しするため、2011 年度までに全国の市町村の過半（1,000 以上）で居住者、

滞在者の増加につながる農山漁村の活性化に向けた新たな取組を創出する

ことを目指す。 
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また、「立ち上がる農山漁村」や「オーライ！ニッポン」等の優良事例を

分析し、ネットワーク化を進めることにより、全国的な取組への発展を図る。

「農地・水・環境保全向上対策」による創意工夫を生かした地域活動や環

境負荷を低減する先進的な営農活動への支援、都市と農山漁村の共生・対流

の一層の推進、中山間地域等の条件不利地域への支援、暮らしを守る鳥獣害

対策の充実・強化等を通じて、豊かな田園環境を保全し、活力ある農山漁村

地域の実現を図る。 

（９）公的サービスのコスト低減・質的向上 

広域的に連携することにより、医療・福祉・介護を始めとする公的サービ

スを効率化し、コスト低減・質的向上を図る必要がある。 

具体的には、ＮＬハイブリッド（ＮＰＯが、ＬＬＰに参加する形）等の形

態を活用した地域の公的サービスを担う事業に対し、支援を行う。 

４．都市再生・中心市街地活性化 

（１）都市再生の推進 

良好な都市空間の創造、災害リスク軽減のための取組、不動産投資市場

の持続的な成長等を通じて、「活力の源泉」である都市の競争力や成長力

を一層高めるとともに、様々な担い手による自主性と創意工夫に富んだ全

国の都市再生を進め、地域経済の成長につながるよう、「都市再生特別措

置法」等に基づき、優良な民間都市開発への支援、民間の資金・ノウハウ

の活用等によるまちづくりを推進する都市再生関連施策を戦略的・重点的

に推進していく。その一環として、国際金融拠点機能の強化、歴史・文化

資産等の活用による魅力あるまちづくり推進、都市部における地籍整備を

推進していく。 

（２）密集市街地の緊急整備 

地震時に大きな被害が想定される危険な密集市街地のうち、特に危険な

市街地について、道路等の基盤整備を推進しつつ、老朽化した建築物の建

替えの促進を図ることにより、密集市街地のリノベーションを戦略的に推

進する。具体的には、未整備都市計画道路、地区防災施設の整備等防災上

有効な公共施設の重点整備と、これと一体となった沿道建築物の整備、従
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前居住者用住宅対策、低未利用地を活用した市街地整備を進めるとともに、

緩和型地区計画等の活用を推進する。また、リノベーションへの合意形成

を円滑に進めるため、協議会や専門家の更なる活用等住民組織への支援を

行う。さらに、密集市街地における基盤整備と沿道建築物の建替えとを一

体的かつ強力に進める事業手法の拡充や道路等と一体的に整備される受

け皿住宅等の建築に係る規制の合理化策等を内容とする「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」等の改正を受け、これらの制度

の活用を促進する。 

（３）中心市街地の活性化 

今後の人口減少・超高齢社会の到来を踏まえ、都市計画制度の活用によ

り都市機能の適正立地を誘導しつつ、「中心市街地活性化法」及び「中心

市街地の活性化を図るための基本的な方針」に基づき、コンパクトでにぎ

わいあふれるまちづくりをより一層進める。 

このため、中心市街地において、学校・病院等の公共公益施設の立地、

空きビルの再生、優良な共同住宅の供給等を促進するとともに、まちぐる

みで取り組む意欲的な商業活性化の取組に対して重点的な支援を講ずる。

また、まちづくりに関わる活動を総合的に実施する中心市街地活性化協

議会への支援に積極的に取り組む。 

さらに、中心商店街区域などにおける空洞化対策として、不動産の「所

有」と「利用」を分離し、まちづくり会社等に利用権を集約するなどによっ

て、当該区域をコンパクトにまとめ、活性化につなげる方策の具体化や活

性化に係る資金調達の円滑化等を推進する。 
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第４．改革の断行による新たな需要の創出

人口の減少は供給力を低下させるだけでなく、需要面でもマイナスの影

響を及ぼす。供給面の対策と同時に、需要拡大につながる政策努力が欠か

せない。

イノベーションの加速による需要の創出に加え、官業の民間開放や思い

切った規制改革といった改革努力により新たな需要を創出する。また、市

民・民間活動を引き出すことにより、地域の活力を向上させる。

（１）イノベーションの加速による需要の創出 

イノベーションが新しい需要や市場を生み出すという好循環を加速する

ため、新たな技術の市場化を妨げている規制の見直し、公的部門における調

達の改善（新技術等の一層の活用）など、研究開発の成果を迅速に初期需要

創出につなげるための環境整備を行う。 

（２）民間の創意工夫を活用した公共サービス等の改革（官製市場改革） 

公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現するため、「競争の導

入による公共サービスの改革に関する法律」の着実かつ適正な運用を図るこ

とにより、国民の立場に立って、国・地方ともに公共サービスの不断の改革

を推進する。特に、国民各層との対話をすすめ、公共サービスの総点検に取

り組む。 

ＰＦＩについては、その一層の推進を図るため、発注者と民間事業者との

意思疎通をより円滑に行うための具体的方法等に関し、2006 年 11 月に取り

まとめられた「ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定及び協定手続きについ

て」の周知・徹底に努める。また、2007 年 11 月に公表された PFI 推進委員

会報告に示された、「標準契約書モデル及びその解説」及び「要求水準作成

指針」の作成、関係省庁の連携・協力による他の官民連携手法とノウハウの

共有、地球温暖化への対応等、重点的に検討し速やかに措置を講ずべき事項

及びその他の個別課題について、取組を推進する。指定管理者制度について

は、引き続き透明性の高い選定プロセスの普及を図る。 

また、2008 年３月に改定された「規制改革推進のための３か年計画」に基

づき、経済社会の構造改革を進める上で必要となる規制改革を一層推進し、

イノベーション・生産性向上や質の高い国民生活の実現を図る。 
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（３）地域の創意工夫を促す構造改革 

構造改革特区制度については、構造改革の一層の推進等を図る観点から、

2007 年に設置された評価・調査委員会の積極的な活用を図るとともに、地域

の創意工夫を高める取組を着実に推進する。 

（４）市民や民間が主役の「ソーシャル・キャピタル」の充実支援 

多様な公的サービスへの多様なニーズに質の高いサービスで応えるため、

多様な公共の担い手（自治会、農山漁村集落、企業、大学、非営利法人等）

の育成を推進し、地域における人々のネットワーク、信頼といった「ソーシャ

ル・キャピタル」の充実を図る。 

このため、地域再生法を改正し、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

議会を組織するよう要請することを可能としたところであり、併せて、個

人・企業における積極的な社会活動への参加、仕事と生活のバランスの取れ

た働き方の実現促進を図るとともに、住民満足度を高めるような担い手と地

方公共団体の連携手法の充実や担い手に対する省庁連携による支援等、施策

の充実を図る。また、既存ストックを上手く活用した持続可能なまちづくり

を推進するため、意欲ある民間の担い手組織が、質の高いまちの管理や投資

に総合的、持続的に取り組むまちづくり活動の一層の促進を図る。 
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第５．生産性向上型の５つの制度インフラ

産業横断的に、生産性の抜本的な向上を実現するため、思い切った制度

改革等が必要である。

「ヒト」「モノ」「カネ」「ワザ」「チエ」の５分野に関して、ＩＴ革新も

含め、世界で昀も優れた産業競争力インフラを構築する。

１．ヒト：「人財立国」の実現 

（１）一人ひとりが能力を昀大限発揮できる社会の構築 

① 教育の質の向上及び社会人としての基礎的な能力の養成・強化 

教育の質の向上は、成長力・競争力を支えるヒトづくりのために非常に

重要である。教育の質の向上を図り、子どもたちの個性を尊重しつつ能力

をのばし、個人として、社会の一員として生きる基盤を育てる観点から、

全国的な学力調査の継続的な実施、及びその調査結果の分析等を踏まえた

更なる教育内容・方法の改善・充実（習熟度別・少人数指導の推進、言語

に関する能力の育成、理数教育・情報教育の充実、小学校低・中学年（た

とえば３年生）からの英語教育の必修化を目指し、モデル的な取組を含め

た検討や高校生留学の推進）等により、2010 年までに国際学力調査におけ

る世界トップレベルの達成を目指すなど、成長力・競争力強化を支える人

材を育成する。さらに、教育委員会の活動内容の透明性向上、第三者評価

を含む学校評価の充実、コミュニティ・スクールの設置促進、地域の実情

に応じた学校選択制の普及、社会の多様な分野からの優れた人材の活用、

教員養成・免許制度や採用等の改善と教員免許更新制の円滑な実施による

教員の質の向上、能力・実績に見合ったメリハリのある教員給与体系の構

築、学校施設やＩＴ環境等の教育環境の整備の推進、地域住民など社会総

がかりの力で学校を支援する取組の推進、飛び入学の促進等により、教育

の質の向上を図る。 

また、課題解決型の授業や実践的インターンシップの推進、長期宿泊体

験などの体験活動、若年者の就職基礎能力の修得支援や勤労観・職業観の

養成等により、知識やノウハウを実践に結びつける力などの「人間力」、「社

会人基礎力」等社会人としての基礎的な能力の養成・強化を図るとともに、

国際的な比較調査の検討を進める。 
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② 世界をリードする大学・大学院への改革 

大学全入時代の中、社会人として求められる能力を備えた大学生を社会

に送り出すため、各大学の入試科目の設定にあたっては、各大学のアド

ミッションポリシーに基づき、文系学部における理系受験科目の設置など、

文系・理系の区分に関わらず入学志願者の幅広い学力を問えるものとする

よう促すとともに、教育内容・方法の改善や卒業認定も含めた厳格な成績

評価等を通じた学士課程教育等の質の向上、社会や産業界との深い連携に

よる実践的教育に基づいた基礎的能力と専門的能力を併せ持つ人材の育

成など、大学の教育の質の向上を図る取組を支援する。同時に、事業の健

全性を確保しつつ充実した奨学金事業を推進する。また、学長のリーダー

シップの下で、効率的な大学運営マネジメントが可能となる環境を整備す

る。 

加えて、大学・大学院の国際化に対応した取組を促進し、国内外から優

秀な学生や教員が集まる環境を整備する。「留学生 30 万人計画」の策定状

況を踏まえつつ「大学グローバル化プラン（仮称）」を可能な限り早期に

策定し、国際競争力のある卓越した教育研究拠点の形成等により、世界

トップレベルの教育提供のための取組を推進するとともに、アジアを含め

た海外の有力大学等との国際的な相互連携プログラムの促進等により、大

学の国際化を推進する。また、国内外の大学・機関との連携強化等を通じ、

単位互換やダブル・ディグリーの実施を促進する。 

さらに、アジア・太平洋域内における大学間交流を飛躍的に拡大させる

ため、欧州の「エラスムス計画」のアジア版ともいうべき大学間の交流を

支援する制度（「アジア・太平洋域内大学交流促進計画」（仮称））の立ち

上げを検討する。 

さらに、知識基盤社会の進展に伴う新たな教育研究ニーズに的確に対応

するため、大学・学部の再編統合や、国公私を通じた大学院等の共同設置

等の大学の自主的な取組を支援する。 

こうした大学の取組を着実に実行するため、これらの取組状況を示す客

観的な根拠資料、データをもとに、客観的かつ公平な評価に基づいた適切

な資源配分を実現する。 

③ 人材育成パスの複線化と人材の横の移動の促進 

すべての人が、安心・納得して学び方・働き方を選択することができ、
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やり直しが可能となる社会を実現するため、大学や大学院及び専修学校等

における社会人の「学び直し」の機会の拡大等、人材育成パスの複線化を

進める。また、個人の能力が昀大限に活用・発揮されるよう、産学官の人

材の流動化を図るとともに、任期制の広範な定着、競争的資金の研究促進

のための人件費への活用等、必要な施策を講ずる。 

④ 全員参加の社会の実現 

働く意欲を有する全ての人の就業を実現するため、今後３年間を集中重

点期間として、ニーズに応じたきめ細やかな支援施策を展開し、誰もが能

力を十分に発揮できる「全員参加の社会」の実現を目指すため、「新雇用

戦略（案）」を策定・推進し、2010 年度までに、若者、女性、高齢者の 220

万人の雇用充実を目指す。 

また、平成 19 年 12 月に政労使の合意により策定された「仕事と生活の

調和（ワークライフバランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のため

の行動指針」に基づき、国民運動の展開、制度的枠組みの構築、取組企業

への支援等の取組を進めることにより、「行動指針」に掲げる 2012 年及び

2017 年の数値目標を社会全体として達成することを目指す。 

⑤ 人材投資の加速 

次世代を担う若者への投資を加速するため、若手研究者に対するフェ

ローシップの充実や、競争的かつ自立的研究環境の整備及び海外や産業

界・異分野に挑戦する環境の構築など、大学等における人材投資への支援

の充実を図る。 

また、企業・労働環境の変化に迅速に対応し、一人ひとりの能力が昀大

限発揮されるよう、企業における人材投資の加速を図っていく。 

（２）産学連携による人材育成の強化 

① 経済社会のニーズに柔軟に対応できる高等教育の展開 

産業界や国際社会のニーズに柔軟に対応し、知の拠点として地域に貢献

する高等教育が実現されるよう、機動的な学部・学科の創設・再編を推進

し、基盤的資金と競争的資金を有効に組み合わせて教育研究のための資金

を確保した上で、評価の充実等による質の保証と向上を図るとともに、産
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業のニーズも踏まえた第三者評価に基づく重点的な教育研究投資を推進

し、また、イノベーションを担う実践的・創造的技術者の育成や、女性研

究者の活躍促進のための環境整備等を行う。 

② 産業界との連携による実践的教育・訓練の導入 

専門職大学院を始めとする大学、高等専門学校、工業高校などの専門高

校、公共職業能力開発施設等において、産学連携により、高度な職業人材

を養成するための実践的教育・訓練（企業実習、長期インターンシップ等）

を促進するとともに、地域の中小企業の人材確保・定着にも資する地域密

着型の職業訓練等を実施する。 

加えて、地元の企業技術者や研究者、高度技能者等の経験・能力を活か

した理科授業づくりや、実際の社会・経済における理科・工学の貢献を伝

え、理工系人材の育成・確保に資する教育、各学校段階におけるキャリア

教育の推進、女子の理工系進路選択支援を図る。 

企業が主体となり、座学と実習とを組み合わせて行う訓練システム（実

践型人材養成システム）の周知・普及や熟練技能の継承に取り組むことな

どにより現場を支える人材の能力開発機会の拡充を図る。また、「技能五

輪国際大会」や「ものづくり日本大賞」の実施を契機として、モノ作りに

対する若者始め国民の関心を高め、人財立国実現への国民全体の取組を強

化する。 

③ 産学双方向の対話と行動の実現 

経済成長の鍵となる人材育成機能について、大学が注力している点と産

業界が大学側に期待する点は必ずしも一致していないという指摘がある

とともに、産業界が求める人材像が大学に対して明確に伝わっていないな

どの指摘もある。このため、平成 19 年 10 月に産学双方向の対話と取組を

推進するために設立された「産学人材育成パートナーシップ」において、

関係府省とも連携しつつ、横断的課題や業種・分野別課題など、引き続き

幅広く議論を行っていく。併せて、これらの議論に基づき、産学連携によ

るモデルプログラムの開発やインターンシップの推進など、産学双方の具

体的な行動につなげる。 
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（３）人材の国際競争力の強化 

① 世界的な教育研究拠点の飛躍的な拡大（2010 年：30 拠点程度） 

世界トップレベルの研究拠点の形成を目指すとともに、信頼される学部

教育を実現する取組を推進した上で、国際競争力のある卓越した教育研究

拠点の形成、大学院教育の抜本的強化、学生等（特に博士課程学生）に対

する経済的支援の充実を通じて、世界的に魅力ある大学院の構築の取組を

加速し、世界的「ブレイン・サイクル」を取り込む。 

② アジア等の優れた人材の受入れ促進等 

日本を世界により開かれた国とし、アジア、世界との間のヒト・モノ・

カネ・情報の流れを拡大する「グローバル戦略」の展開の一環との位置付

けの下、新たに 2020 年の実現を目途として「留学生 30 万人計画」を策定・

推進し、外国人留学生の受入れの促進を図る。留学生 30 万人計画の実現

に向けて、国際化の拠点となる質の高い国公私立大学を全国 30校程度（「グ

ローバル 30（仮称）」）選定し、重点的な国際化の取組を支援する。 

産学官が連携して、我が国企業で働く意志のある能力・意欲の高いアジ

ア等の留学生を対象に、専門教育、ビジネス日本語教育、インターンシッ

プ等を活用した就職活動支援などをパッケージで提供することにより、ア

ジア等の優秀な人材の産業界での活躍を促進する「アジア人財資金構想」

を着実に実施していく。 

加えて、世界から高度人材の受け入れを加速するため、産官学労で構成

する「推進会議」を設置し、数値目標の設定や必要な施策について検討し、

平成 20 年中に関係府省でアクションプログラムの策定・推進を行い、優

れた外国人研究者・技術者・経営者等の高度外国人材の受入れを拡大する

とともに、日本企業における外国人材活用を促進し、優秀な人材を惹き付

けるため、企業の人材国際化水準を測る「国際化指標」を策定・公表する

など、人材マネジメントについての検討を進める。 

また、現在専門的・技術的分野と評価されていない分野の受入れについ

て、その問題点にも留意しつつ検討を行う。また、研修・技能実習制度の

運用の適正化及び制度の見直しを図る。 
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③グローバル化に対応する多文化共生社会の構築 

加えて「「生活者としての外国人」に関する総合的対応策」（平成 18 年

12 月 25 日）に基づき、日本語教育の充実、標識・各種表示等の外国語表

記の拡大、実効性のある在留管理システムの構築、住宅確保、外国人児童

生徒の教育の充実などについて実施していく。 

また、地域における多文化共生社会を構築するための指針「地域におけ

る多文化共生推進プラン」（平成 18 年３月 27 日）を踏まえ、都道府県・

政令指定都市・市町村において、それぞれの指針・計画等を策定するよう

推進を図る。 

（４）職業能力形成の強化等 

「能力発揮社会」の実現に向けて創設したジョブ・カード制度について、

国、産業界、労働界、教育界等からなる「ジョブ・カード推進協議会」を

設置し、ジョブ・カードの推進基本計画を策定、平成 20 年度からの本格

実施及び普及促進を図る。また、「福祉から雇用へ」の基本的考え方を踏

まえ、「「福祉から雇用へ」推進５か年計画」を着実に実施するとともに「工

賃倍増５か年計画」による福祉的就労の底上げを図る。 

こうした取り組みの他、「人財立国」の実現に向け、必要な施策を着実に実

施する。 

２．モノ：生産手段・インフラの革新 

（１）生産手段の新陳代謝の加速 

   企業の国際競争力・日本経済の成長力を強化する観点から、関連制度を

国際的に遜色なく、技術革新や経済環境の変化等に対応しやすいものとし、

企業の投資や設備の新陳代謝を加速する。 

（２）アジア地域の経済一体化、企業の国際競争力を重視した物流インフラの

重点的・戦略的な整備 

   我が国の国際競争力の強化等に資する社会資本整備については、ストッ

クの観点も踏まえ、中長期的（20～30 年）に見た我が国経済社会の姿を念
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頭に、真に次の世代に必要な社会資本整備を行う。 

アジア地域の経済一体化を踏まえ、企業の国際競争力強化の観点から、

「総合物流施策大綱（2005－2009）」に基づき、ハード・ソフトの物流イ

ンフラを、官民がスピード感を持って戦略的・重点的に整備する。スーパー

中枢港湾において、2010 年度までに、港湾コストを約３割低減、リードタ

イム（船舶入港から貨物引取りが可能となるまでの時間）を１日程度に短

縮するとともに、港湾の広域連携を推進し、我が国港湾の国際競争力の強

化を図る。また、臨海部におけるコンテナターミナル等と一体的に機能す

る高度で大規模な物流拠点（ロジスティクスセンター）やインランドデポ

等の広域ロジスティクス基盤の形成の促進による物流の効率化・シームレ

ス化を図るとともに、貨物鉄道、はしけ、内航フィーダー等国内輸送との

連携強化を図る。成田空港については、2009 年度内に約１割の能力増強の

ための施設整備、羽田空港については 2010 年度内に約４割の能力増強の

ための施設整備とともに国際定期便の就航を図り、関西国際空港について

は、2008 年度において物流施設の二期島への展開や連絡橋道路の通行料金

引下げをはじめとするアクセス改善を推進し、大都市圏拠点空港の機能強

化を図る。また、アジアとのゲートウェイとなる港湾の機能向上、港湾・

空港アクセスを含む、国際物流に対応した道路網・鉄道網の戦略的な構築、

物流結節点におけるロジスティクス機能の高度化、空港、港湾の 24 時間

化、ＩＴＳの活用等による国内外一体となった物流ネットワークの構築に

取り組む。 

その際、物流インフラの整備に当たっては、我が国財政の厳しい現況を

踏まえ、事業評価の厳格な実施、コスト縮減、事業の迅速化等により、重

点的、効果的かつ効率的に実施するとともに、既存社会資本の有効活用を

進める。 

３．カネ：金融の革新 

（１）金融イノベーションの実現 

① リスクを適切に評価する金融の促進 

不動産担保や個人保証に過度に依存しない融資を推進するため、ＡＢＬ

（Asset-Based Lending:動産・債権担保融資）の実務指針（ＡＢＬガイド

ライン）の策定、ＡＢＬ実態調査等を行い、ＡＢＬの普及のための環境整

備を進める。 
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加えて、中小企業者等の事業者の資金調達の円滑化等を図るため、電子

記録債権の手形代替的活用（電子手形）や売掛債権流動化目的の活用等、

電子記録債権が様々なニーズに活用されるよう、電子記録債権制度の早期

実現を推進する。 

また、事業資産を包括的に担保化することを可能とするよう、企業担保

制度を見直す。 

さらに、企業の高度なリスクマネジメントを支えるため、リスクファイ

ナンス手法の活用に関し、国際的に遜色のない環境整備について検討する。

② イノベーションを支えるリスクマネー供給の拡大  

産業がイノベーションや事業再編等を図るために、どのような資金調達

や金融サービスを必要としているかについて正確に把握するため、これま

での設備投資調査に代えて、企業金融調査を実施する。 

あわせて、ファンドからのリスクマネー供給を拡大し、産業がファンド

を有効に活用できるための環境整備を図ることに加え、成長企業に対する

適切な評価と資金供給が行われるよう、第169回通常国会に提出した「金

融商品取引法等の一部を改正する法律案」によりプロ向け市場の制度整備

を促進する。 

さらに、研究開発・ベンチャー支援、レアメタル探鉱・開発等の国家的

プロジェクト、環境・アジアへの投資の促進等のリスクマネーが必要とさ

れる分野について、政策的な支援について検討する。 

（２）利用者の視点に立った金融の活性化等 

① 安心して利用できる金融商品・サービス等の普及促進 

適切な利用者保護ルールの徹底を通じ、利用者が安心して金融商品・

サービスを利用できるよう、引き続き金融商品取引法の円滑かつ適切な運

用を行うとともに、規制の簡素化・明確化等を通じて利用者利便の向上を

図るため、銀行代理業制度の適切な運用を図るなど、販売チャネルの多様

化を推進する。また、取引信用保険の普及・促進に取り組む。さらに、い

わゆる電子マネー等の支払サービスを含む新しい決済サービスについて、

情報通信技術の高度化等に対応するため、決済の安全性・効率性・利便性

の向上、イノベーションの促進、消費者等の保護の観点から、制度的枠組

みのあり方について検討するとともに、インターネット取引の促進の観点
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にも配意し取引ルールのあり方について検討する。併せて、引き続き確定

拠出年金の普及・魅力向上に取り組む。 

② 公正かつ透明で魅力ある市場の整備 

我が国金融・資本市場の公正性・透明性を一層向上させ、国際的にも信

頼される市場を構築していくため、国際的に昀高水準の証券取引所システ

ムを構築するとともに、証券取引等監視委員会等の機能強化・体制整備、

市場参加者のモラルと責任ある行動の確保に向けた自主規制機関との連

携強化を行う。さらに、企業統治の見直し等を通じて市場監視機能を強化

するとともに、2009年に向けた会計基準の国際的動向を踏まえ、会計基準

の国際的な収斂及びこれを通じた相互承認の推進を図る。あわせて、金融

商品取引の法令遵守の担い手となる専門家の育成等に向けた体制・資格制

度等の整備を検討する。また、金融行政の行動規範（code of conduct）

を着実に遂行し、金融行政の一層の透明化や効率化を進める。 

こうした取組により、約1,500兆円に及ぶ我が国家計の金融資産の運用

を活性化するとともに、「間接金融から直接金融へ」の流れを支援する。

（３）我が国がアジアの資金循環の中核となるための取組の強化 

① アジア企業が活用しやすい我が国金融市場づくり  

我が国金融資産の投資効率向上と有効活用を促す観点からも、我が国金

融市場をアジアの成長企業にとって活用しやすい魅力ある金融市場とす

るため、英語及び国際会計基準等による上場申請や情報提供を容認する等、

十分に規制緩和されたプロ向け市場の創設を可能とするなど、内外の資金

調達者の多様なニーズに応えることができるよう、多様性、利便性を高め

る市場インフラの整備を推進する。また、証券決済期間短縮など証券取引

システムの高度化に向けた取組を推進する。 

② 我が国金融サービスの国際展開  

我が国企業のアジアでの活動を支援し、また、我が国金融サービスの国

際競争力強化と、国際展開を促進するため、ＥＰＡ等を通じ、アジア市場

における規制の緩和・適正化を各国に働きかけるほか、アジアにおける市

67




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

場インフラの整備を促すことで、アジアにおける国際的な財務活動や金融

サービスを円滑化していく。さらに、資金循環の拡大に対応したリスクを

管理するため、金融監督当局間の連携に積極的に取り組む。  

（４）高度金融人材の育成強化 

イノベーションを担う高度金融人材の育成・活用を推進するため、「高度

金融人材産学協議会」の場を通じて、キャリアパスの複線化に向けた、経営

層の意識改革や転職市場の環境整備について検討を進めるとともに、金融工

学のトップ人材育成のための大学間連携プログラムや、事業会社における金

融初歩教育を充実させるための夜間プログラム（金融初歩コース）等の実施

について検討を進める。また、大学院における金融人材の養成に向けた教育

の充実を促す。さらに、金融の高度化等の進展を通じた経済成長の果実を国

民が安心して享受できるよう国民への金融経済教育の充実を図る。 

４．ワザ：技術革新 

（１）融合・協働によるイノベーションの促進 

より複雑化・高度化する技術的課題を解決するために、様々な知識・技術

の融合や基礎研究から応用・実用化研究までに至る研究開発の強化を図り、

イノベーションの連続的な創出を促進する。具体的には、「技術戦略マップ」

の毎年度の改定、研究開発と市場化政策を一体化したイノベーションプログ

ラムの策定、研究開発プロジェクトの追跡評価の充実、研究・技術人材の育

成・流動化促進、産学官連携の戦略的展開、シームレスな研究資金供給のた

めの仕組みの確立、先端的な研究開発基盤の強化、先端的な研究施設の共用

の促進、異分野融合・府省間連携による革新的研究開発の促進、競争的資金

の拡充（若手研究者への支援を含む。）、研究開発サービス業の生産性向上、

技術評価手法の確立、技術情報管理の徹底などを行う。 

（２）世界的な環境の変化に対応した知的財産政策の推進 

経済のグローバル化が進展する中、世界の特許出願件数は近年急増してお

り、各国で重複して審査される出願も増加していることから、各国特許庁に

おける特許審査のワークシェアリングや特許制度の国際的な調和を推進す

ることが一層重要となっている。このため、第１国で特許となった出願につ
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いて、その審査結果を活用し、第２国で早期に審査を受けることを可能とす

る「特許審査ハイウェイ」を推進し、既に開始している米国・英国・韓国、

また 2008 年 3 月より試行を開始しているドイツに加え、今後もこのネット

ワークを拡大すること等により、「仮想的な世界特許庁」の構築を目指す。

また、特許制度の国際的な調和を目的とした、「実体特許法条約」の実現に

向けた取組も推進する。 

また、2007 年現在約 27 ヶ月の審査順番待ち期間を 2013 年に 11 ヶ月に短

縮し、昀終的にゼロとする目標の達成に向け、引き続き必要な審査官の確保

や先行技術調査の外注拡大等の取組を強化するとともに、出願人の多様な

ニーズに柔軟に対応しながら、特許審査の一層の迅速化を推進する。 

模倣品・海賊版の拡散を防止するため、昨年 10 月以来「模倣品・海賊版

拡散防止条約」（ACTA）構想の実現に向けた協議を知的財産権保護に関心の

高い関係国と進めており、引き続き議論をリードするとともに、当該構想の

早期実現に向けた取組を加速する。また、侵害発生国に対し、官民一体となっ

て取締り強化の要請及び執行能力の向上に資する協力を行うとともに、侵害

発生国や主要先進国の取締執行機関等関係当局との連携を強化する。 

更に、意図せざる技術流出を防止するため、特許出願しない技術の的確な

管理、技術系人材の流出防止など、企業の技術管理の強化を促すとともに、

産業競争力及び安全保障の観点から、技術情報等の適正な管理のための諸方

策を総合的に検討し、グローバル化・情報化の進展による技術流出リスクの

増大に対応した所要の措置を行う。 

知的財産専門人材を約６万人から約 12 万人に倍増することを目指す。ま

た、知財専門職大学院や法科大学院などにおける知財教育の充実等を図る。

「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に

関する指針」に従って、リサーチツールデータベースの構築を開始する。そ

の際、大学等や民間企業が所有し供与可能なリサーチツール特許等が、当該

データベースに円滑に登録、更新され、そのデータベースの活用が促進され

るよう努める。

（３）イノベーションを加速化する戦略的な標準化 

研究成果の市場展開を加速するため、「国際標準総合戦略」に沿って、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。このため、ＩＳＯ・ＩＥＣにおけるデジュール標準の獲得を目

指して設定した「国際標準化戦略目標」の達成等に向けて、官民が連携して、

経営戦略と研究・知財戦略の一体化した国際標準化を実現するとともに、標
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準化活動を専門的に従事する人材の育成など民間企業、研究機関等の国際標

準化活動を支援する。また、特許を含む国際標準開発のための戦略的研究開

発を推進する。さらに、研究開発の出口の一つである標準化を引き続き推進

するとともに、研究開発段階からの標準化の一体的推進を加速化する。加え

て、アジア域内の基準認証体制の強化を図るとともに、欧州とのさらなる連

携を目指す。 

また、研究結果の正確な評価・比較に必要となる物差し（計量標準）の開 

発を引き続き推進する。 

あわせて、我が国の優れた技術による環境制約の克服を下支えするため、

例えば、我が国が開発した省エネルギー技術の国際標準化提案を強化するな

ど、国際標準化活動を通じた環境問題の解決により一層貢献していく。 

５．チエ：経営力の革新 

（１）知的資産経営の実践・技術経営力の強化 

人材、組織力、技術力など財務諸表には現れない知的資産を価値創造の

源泉である強みとして認識し、昀大限に利用した経営（知的資産経営）の

実践を促進する。また、中長期的な利益へとつながる知的資産情報を開示

し外部からの評価を実現することで、持続的に知的資産経営を取り組むこ

とが可能な環境を整える。そのために、適切な企業評価が可能となる経営

指標の選別や、企業が適切に管理を行った知的資産情報が有効に保護され

るための情報管理手法について検討を進める。また、中小企業においても、

知的資産経営に取り組む企業の円滑な資金調達が可能となるような環境

整備の検討など、経営革新、技術、金融等に関する施策と一体となった知

的資産経営への取組促進を図る。 

また、技術を核として事業を行う者にとっては、技術経営力が知的資産

経営の能力に他ならないため、関連研究開発独立行政法人の機能を活用し

つつ、企業の技術経営力の強化のための取組を支援する。さらに、企業が

技術経営力を活かした知的資産経営を実践していることを対外的にア

ピールすることにより、企業自身の評価が高まるような環境作りを行う。

（２）Ｍ＆Ａルールの整理・透明化 

買収防衛策について、司法判断に至った事例も出てきているが、その判

断に対する理解の混乱が生じるおそれが出ている。金銭等の支払いにより、
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安易に防衛策が発動されることのないよう、投資家・株主の利益保護の視

点を含めて、買収防衛策の在り方について、再整理を行う。 

（３）独占禁止法の改正及び企業結合審査の適切な執行 

独占禁止法に基づく企業結合審査について、「企業結合審査に関する独

占禁止法の運用指針」に基づき、透明かつ適切な審査を行うとともに、個

別事例の公表内容を引き続き充実させることにより、企業の予見可能性の

一層の向上を図る。また、審査結果の評価分析・公表や経済学的な分析手

法の審査への活用など透明性の高い企業結合審査を実現する。 

課徴金の対象となる行為類型の拡大等を通じた違反行為に対する抑止

力の強化、企業結合に係る届出制度の改正等を内容とする「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」を第 169 回国会に提出した。審判制度について

は全面的に見直し、平成 20 年度中に検討を加え、その結果に基づいて所

要の措置を講ずる。 
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