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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 3月 3日（火） 17:30～18:54 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    麻 生   太 郎   内閣総理大臣 

議員    河 村   建 夫   内閣官房長官 

同     与謝野     馨   内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

                     （兼）財務大臣 

同     鳩 山    夫   総務大臣 

同     二 階   俊 博   経済産業大臣 

同     白 川   方 明   日本銀行総裁 

同     岩 田   一 政   内閣府経済社会総合研究所長 

同     張     富士夫   トヨタ自動車株式会社取締役会長 

同     三 村   明 夫   新日本製鐵株式会社代表取締役会長 

同     吉 川      洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員  塩 谷      立   文部科学大臣 

同     舛 添   要 一   厚生労働大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

成長戦略集中審議：その１ 

１）健康長寿 

２）底力発揮（人財力） 

３）底力発揮（コンテンツ） 

３．閉会 

 

（説明資料） 

○成長戦略の重点プロジェクトの基本的考え方について（有識者議員提出資料） 

○健康長寿分野における成長戦略について（有識者議員提出資料） 

○成長戦略について（健康長寿）（舛添臨時議員提出資料） 

○成長戦略（健康長寿）について（二階議員提出資料） 

○地域における医療連携等について（鳩山議員提出資料） 

○「人財力」分野における成長戦略について（有識者議員提出資料） 

○企業等における「人財力」強化の取組への支援について（舛添臨時議員提出資料） 
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○我が国の成長を支える人材養成・研究基盤の充実について（塩谷臨時議員提出資料） 

○ＩＣＴ分野の人財力の育成について（鳩山議員提出資料） 

○コンテンツ分野における成長戦略について（有識者議員提出資料） 

○成長戦略（ソフトパワー分野）について（二階議員提出資料） 

○日本の魅力を発信する文化振興について（塩谷臨時議員提出資料） 

○放送コンテンツの海外展開に向けて（鳩山議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○成長戦略の論点と提言例（内閣府提出資料） 

○健康長寿社会を支える ICT（参考資料）（鳩山議員提出資料） 

○我が国の成長を支える人材養成・研究基盤の充実について（参考資料） 

（塩谷臨時議員提出資料） 

○ＩＣＴ分野の人財力の育成について（参考資料）（鳩山議員提出資料） 

○放送コンテンツの海外展開に向けて（参考資料）（鳩山議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○成長戦略集中審議：その１ 

（与謝野議員） ただいまから経済財政諮問会議を開催いたします。 

 まず初めに、議長から御発言をいただきます。 

（麻生議長） 今回から３回にわたって、前々からお願いしておりました成長戦略に

ついての集中的な審議をさせていただきたいと存じます。 

 以前から、短期的にはいわゆる景気対策、中期的には財政健全化、そして中長期

的には経済成長と言われるものを改革によって成し遂げねばならぬということを

申し上げてきたのですが、経済状況が我々の予測を非常に超えて、混沌としており

ます今だからこそ、将来への道筋というものをはっきりわからせるようにしておく

必要がある。それが責任だろうと存じます。 

 基本的には、成長戦略というのは、わかりやすく、国民から見て夢を感じさせる

ようなものができなければならないのだと思っておりますが、利害調整など、いろ

いろ難しいところもあろうかと存じますので、頑張り抜かねばならない大事なとこ

ろだと思っております。いろいろな活発な議論をよろしくお願い申し上げたいと思

います。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

（報道関係者退室） 

 

（麻生議長） しかし、これは漢字で４文字が欲しいのですよ。この国は、常に漢字

で４文字です。文明開化、富国強兵、殖産興業、所得倍増、構造改革、すべて漢

字で４文字なんです。これを考えないといけなくて、どうも何をやっても字余り
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になってしまって、私の頭は固過ぎていかぬですね。 

（与謝野議員） 初めに、三村議員から、成長戦略の基本的考え方について、御説明

をお願いします。 

（三村議員） それでは、資料に基づいて御説明いたします。 

まず、重点プロジェクトの対象とする課題につきましては、いわゆる今日的課題、

成長のボトルネックの解消になるようなもの、新しい時代に活用できる日本の実力

です。それから、今、議長がおっしゃったように、何よりも国民に明るい未来を感

じさせるようなプロジェクトであるべきだと思っております。１番目のジャンルは、

成長のボトルネック解消。環境制約、エネルギー制約、資源制約の克服という課題。

２番目のジャンルは、やはり高齢化・少子化社会というのは避けられないわけであ

りまして、それを解決するようなプロジェクト、あるいは日本の資源である人材を

活用するようなプロジェクト。３番目のジャンルは、地域経済の活性化。農林業、

観光業がそれに当たると思いますが、言ってみれば、自然資源を経済資源にという

もの。それから４番目のジャンルは、世界の成長センターであるアジアの成長力の

強化及びアジアのダイナミズムを日本の成長に活用できるようなプロジェクトを

考えております。 

 次に、選定に当たっての基本的な考え方です。１番目として、やはり実現可能性

のあるプロジェクト。しかも、３～５年程度で具体的な成果が上がることが必要だ

と思っております。２番目として、経済波及効果の高いプロジェクトであり、なお

かつ雇用創出効果も配慮しなければいけない。これを考えるに当たっては、技術開

発要素が非常に大きいようなプロジェクト、しかし重要なものをどう位置づけるの

かということは、今後の考えどころだと思っております。３番目として、産官学の

資源を集中的・継続的に投入して推進できるようなプロジェクトであること。４番

目として、省庁横断プロジェクト。したがって、政府全体として取り組む必要性の

高いプロジェクト。こういうものを是非とも基準にしたいと思っております。重点

プロジェクトに対しては、政府としての支援を聖域なく、包括的に講じるもの。し

たがって、どういう名前にするのかということは非常に大切です。言ってみれば、

ナショナルプロジェクトという記載のものであるべきだと思っております。 

 ２つ付け加えますが、１番目は、これはプロジェクトオリエンテッドな仕事の進

め方。総論ではなく、各論における仕事の進め方が非常に大事なことだと思ってお

ります。２番目は、このプロジェクトを進めるにあたって、どうしても省庁連携が

絶対必要になってまいりますので、そういうものも仕事の中にビルトインすること

は非常に大切なことだと思っています。 

 

○１）健康長寿 について 

（与謝野議員） ただいまの御提案を踏まえまして、今後各分野について議論を進め

てまいりたいと思います。最初に、健康長寿について御審議をいただきます。こ

れは舛添臨時議員、塩谷臨時議員にも御参加いただきます。初めに、吉川議員、

お願いします。 
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（吉川議員） 民間議員ペーパー「健康長寿分野における成長戦略について」を御説

明いたします。 

 医療・介護分野は、高齢化の下で今後大きな成長が予想され、サービス創出が期

待されております。現行の体制や課題の改善を図りつつ、ばらまきではなく、最適

な形で資源投入を行っていく必要がある。 

 ３つの論点を挙げさせていただきました。 

 論点１は、地域医療・介護の強化の「モデル圏域プロジェクト」を実施する。救

急医療の確実な実施、過疎地等での医師確保、勤務医の過重労働解消ということで

す。その際、地域の実情を踏まえて、政策パッケージを集中的に実施することが有

効。具体的には、都道府県が市町村と連携の下で「モデル圏域」を設定。国や関係

機関も参加・協力し、当面３年間、ソフト・ハード両面の資源を集中投下する。と

りわけ、地域の病院を広域的・一体的に運営していく体制を目指すことが望まれる。

２ページ目にまいります。ＩＴネットワークの整備と活用、社会保障カードの実験

的導入ということを具体的に言っておりますが、医療ＩＴ推進に関しては、レセプ

トオンライン化の実現に向け、全国的な取組として、診療所や薬局等への支援を行

うべき。 

 論点２は、医療・介護分野の雇用創出と人材確保です。介護については、キャリ

アが給与・処遇に活かされるような共通的な職業能力評価の導入と介護報酬体系の

構築を目指す。「推進方策」の中の２番目でありますが、ステップアップを希望す

る人を総合的に支援するワンストップ・センターの設置を挙げている。介護現場で

のキャリアが給与・処遇に活かされるような共通的な職業能力評価システム（日本

版ＮＶＱ等）の導入とそれに配慮した介護報酬体系の構築である。最後にあります

が、スーパー特区として、地域介護拠点整備の前倒し等の実施を挙げている。 

 論点３は、医薬品・医療機器・医療技術開発の加速化。未承認薬等の集中的治験

と新型インフルエンザが発生した際のワクチン供給体制強化のための国家プロジ

ェクトである。３ページ目になりますが、医療現場での要望の強い、がん未承認薬

等の革新的技術について、国の強力な支援により集中的に治験を行い、開発を促進

する国家プロジェクトを立ち上げるべきである。国民の生命と経済活動の脅威とな

る新型インフルエンザ対策を世界トップレベルにまで強化すべきである。具体的に

は「推進方策」の一番下に飛びますが、新型インフルエンザが発生した際のワクチ

ン（パンデミックワクチン）の全国民への提供期間（現行１年半）を大幅に短縮す

るための開発・生産体制の抜本的強化が必要であると言っております。 

 資料には書いていないのですが、舛添臨時議員が御臨席ですので、最後に一言付

け加えさせていただきます。医療の問題山積ということで、医療の整備を進めると

いうことですが、診療報酬体系が大変重要だということは、改めて言うまでもあり

ません。これは 2010年度改正ということで、今年議論する必要があるわけですけ

れども、是非とも舛添臨時議員のリーダーシップの下で、診療報酬体系についても

踏み込んだ見直し等を進めていただければと考えております。 

（与謝野議員） ありがとうございました。 
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 次に、舛添臨時議員からお願いいたします。 

（舛添臨時議員） 「成長戦略について（健康長寿）」という横長の資料をご覧いただ

きながらお願いいたします。 

 まず１ページ目ですが、健康長寿分野、中でも医療・介護サービス分野は、雇用

誘発効果や生産額等に与える影響も高いなど、雇用の創出という意味でも、また国

民経済を支えるサービス業という意味でも、極めて将来的に有望である。機能強化

が図られた医療・介護サービス市場を構築しつつ、健康産業や地域医療等のイノベ

ーション、住宅サービスといった新たな産業市場と雇用の創出を図ることをねらい

としております。 

 ２ページ目にお進みください。左側でございますが、「地域医療強化プロジェク

ト（仮）」です。地域によって高い水準の医療を提供するために、地域医療の強化

を目指した政策を展開する。医療機関の更なる機能分化・連携、在宅医療・在宅介

護の充実、医療計画、診療報酬などの政策体系の改革である。今、御指摘のありま

した診療報酬体系は、中央社会保険医療協議会の在り方を含めて見直さないと、余

りに聖域化しているなというのが現場の私の感触なので、これはまた更に進めたい

と思っています。また、救急医療や周産期医療などの体制整備と並行して、医師不

足についても、今度、養成数を約 700人増やします。その他、研修制度の見直し、

勤務医の環境改善ということをやろうとしております。 

 それから、右側の「介護基盤強化プロジェクト（仮）」です。これはやはり高齢

者の割合が高まる地域において、介護基盤の強化を目指す。具体的には 24時間対

応の訪問介護サービス、居住系サービス、住宅サービスの拡充、個室化・ユニット

化、その他の施策をやりたいと思っています。 

 そして、「医療・介護人材育成サブプロジェクト（仮）」ですけれども、今、スキ

ルアップ、キャリアアップが必要なので、資料に書いてあるようなことをやりたい

と思っています。 

 ３ページ目にお進みください。左側の「新技術イノベーションプロジェクト（仮）」

で、創薬・治験イノベーションや、二階議員と一緒に介護ロボットなどの開発を行

っております。ＩＴ技術を含めて、健康長寿のための技術イノベーションを進めた

い。 

 右側の「地域再生・活性化サブプロジェクト（仮）」ですけれども、これは地域

で介護サービスをきちんとやろうということで、住宅政策を含めて、健康増進、介

護予防などを行う。 

 その下の「少子化対策プロジェクト（仮）」ですけれども、これはやはり地域で

子育てできる体制を作るとともに、人材の育成をやる。 

 これらは本当に多岐にわたっておりますので、経済産業省、文部科学省をはじめ、

関係省庁と連携をとりながら、更に進めてまいりたいと思っております。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

 次に、二階議員からお願いします。 

（二階議員） 説明資料「成長戦略（健康長寿）について」に基づき説明する。 



 
平成 21年第５回 議事録 

 

 6 

健康長寿社会の実現でありますが、経済産業省としても、医療の情報化、ロボッ

ト開発など、ただいま舛添臨時議員がおっしゃったとおりであります。創薬・医療

機器の開発など、多岐にわたる施策を今までも講じてまいりましたが、これからは

この分野のキーワードは、「地域」と「イノベーション」だと思います。そこで２

つの政策を提案したいと思います。 

 第１の柱は、地域密着型の総合健康サービス産業の創出であります。自治体等が

地域において医療機関等の協力の下に、住民の健康情報を収集、活用する基盤を整

備する。これに基づいて、地域の多様な健康事業者、例えばフィットネス、あるい

は外食、流通、スパ、エステ等、個人のニーズ、健康状況に応じたサービスメニュ

ー、例えば食生活プログラム等を考えるなど、提供する地域ぐるみの取組を支援し

なければならないと思っております。これにより、医療機関等と地域の多様なサー

ビス事業者との連携モデルを作り出し、その全国展開を図っていきたいと思います。 

 第２の柱は、イノベーションの促進であります。我が国には、医薬品、医療機器

分野でｉＰＳ細胞など、誇るべき基礎研究成果がありますが、これらが現場に届か

ないという課題が、依然として存在しております。省庁が一丸となって実用化が進

む仕組みを考える必要があります。経済産業省としても、スーパー特区への支援の

拡充、有望なバイオベンチャーに対する産業革新機構等を通じた支援、臨床研究等

を迅速に実施できる拠点整備等を進めていきたいと思います。厚生労働省が進めて

いる治験、薬事審査の迅速化等と合わせて、特にがん等の戦略分野で実用化のスピ

ードを加速する必要があると思っております。 

 また、生活支援ロボットの実用化に向け、来年度から生活支援ロボット実用化プ

ロジェクトを立ち上げ、安全性と有効性の実証に取り組むこととしております。将

来は、アジアロボットコンクールなども検討したいと思っております。引き続き、

関係各省庁の御協力をお願いしたいと思います。 

（与謝野議員） 次に、鳩山議員、お願いします。 

（鳩山議員） 説明資料「地域における医療連携等について」に基づき説明する。 

これは全部吉川議員のお話から出た話ですが、地域の医療連携というのは、「定

住自立圏構想」というのが既に先行実施いたしておりますが、今年４月から本格展

開をいたしまして、これは「中心市」と「周辺市町村」が協定を締結して１つの圏

域となる。医療とか交通など、安心して暮らせる機能の確保が目的ということです

が、とりわけ医療で威力を発揮できると思っております。 

特に医療提供体制の確保は重要な問題ですから、医師不足など、医療資源に制約

がある中で関係市町村が連携して、病診連携、夜間・休日医療の輪番制、小児救急

センターの運営、遠隔医療などを進めていこうというものでございます。 

 協定締結、つまり「定住自立圏構想」は、今、22圏域ありますが、この半数以

上が医療分野の連携を考えているようでございます。この「定住自立圏構想」によ

る医療連携の取組を重点的に支援してまいります。具体的には、圏域の中核的な病

院を中心にして、周辺の市町村が負担金を支出して、診療所等に対する医師派遣や

巡回診療、夜間・休日等の救急医療対応、画像診断等の遠隔医療、これらには特別
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交付税を措置いたします。医療連携のモデルとなるものではないかと考えておりま

す。 

 ２枚目は、これも先ほど吉川議員から出ておりますが、健康長寿を支えるＩＣＴ

ということで、我が国が抱えるさまざまな課題の解決に役立つものであって、健康

医療分野でもＩＣＴの活用により、多様な貢献が可能です。 

 ＩＣＴ活用の最大のポイントは、大きいコンピュータに全部連携して入れておけ

ば良いということなのでしょうが、医療機関、医師、個人、患者などの関係者が、

カルテや検査画像、血圧といった健康医療情報の徹底活用や共有化を通じて、医療

の質の向上や重複検査の排除、効率化が図れるということでございます。 

 総務省は厚生労働省と提携して、統合性のある医療機関連携、生涯を通じた健康

管理、安心・安全な医療の実現の総合的な推進ということで、積極的に取り組んで

まいりたいと存じます。 

（与謝野議員） それでは、御自由に御発言をお願いいたします。 

（岩田議員） それでは、１点よろしいでしょうか。 

まず、民間議員のペーパーですが、最初の書き出しの３～４行目に、社会保障国

民会議で示された数字が挙げてあります。2025年における市場規模拡大は 50兆円、

雇用の創出は 285万人増えるということが、吉川議員が御説明になったペーパーの

上から４行目、50兆増えて、雇用の方も 285万人増えるという数字が示されてお

ります。一見すると、かなり数が大きいようにも見えるのですが、私、ちょっとチ

ェックしたことがありまして、平成 13年から平成 17年にかけて、やはり雇用をサ

ービス部門で増やそうということを、実はこの経済財政諮問会議でも決めて、５年

間で 530万人増やそうということを計画したことがございます。 

結果をレビューしてみますと、400万人が増えておりまして、特に医療関係、介

護サービス、これを含めると５年間で 100万人ほど増えているのです。そうします

と、１年間に 20万人増えている。20万人ですので、2025年まで、仮に過去の実績

どおりでいくと、320万人増えてもおかしくない。ですから、ある意味では社会保

障国民会議の数字は控え目ではないかと思います。 

 ですから、例えば今後３年で集中的にこれを増やすということを考えた場合、相

当雇用の吸収余力がある。特に高齢者のケアの部分の伸びが極めて大きいのです。

予想していたよりも大きかったということがございますので、ここは前倒しで、し

かも集中的にやるに値する分野だと思っております。 

（与謝野議員） 三村議員、どうぞ。 

（三村議員） 説明資料「健康長寿分野における成長戦略について」の論点１にある

地域医療介護の「モデル圏域プロジェクト」についてですけれども、公立病院を

中心とする地域医療が、いろんな面で問題を抱えて、持続可能性が疑われている

ということで、何らかの手を打たなければいけないのですけれども、なかなか答

えを見出されていないということも、いま一つの事実だと思います。 

 ですから、これに対しては全国一律、一斉に解決の方向を見出せれば、それに

越したことはないわけでありますけれども、命に関わることでもあり、また、地



 
平成 21年第５回 議事録 

 

 8 

域の事情もあることなので、なかなかこれは難しいということであります。 

 そこで、今回、民間議員の提案のように、「モデル圏域プロジェクト」を設定し

て、国と地元、関係省庁とが連携を図って運営ノウハウを含め支援を重点的に行う

ことで、持続可能な地域医療制度に向け、具体的な道筋をつけることができれば、

他の自治体でも地元住民の理解も得られやすいということなので、是非ともモデル

圏域プロジェクトというものを実行に移していただきたいと思います。 

（与謝野議員） 他に御発言ありますか。どうぞ。 

（鳩山議員） そのことに「定住自立圏構想」を御利用いただいて、選んでいただけ

ればと思います。 

（与謝野議員） 塩谷臨時議員、どうぞ。 

（塩谷臨時議員） ただいまの「モデル圏域プロジェクト」につきまして、文部科学

省としても、厚生労働省と連携して、実効ある取組を進めてまいりたいと思って

おりますが、特に医師派遣の問題について、やはり大学が医師養成、あるいは再

教育をしっかりとその機能を備えて、大学病院の医師派遣機能をもう一度しっか

りと再構築する必要があると思っておりますので、今、臨床研修等の問題で舛添

臨時議員とも協議してやっておりますので、今の医師不足という点をしっかりと

とらえて、その対応をしてまいりたい。もちろん、医師養成の人数も来年度から

大幅に増やして、これも長期的にはしっかりと医師不足に対応していきたいと思

います。 

（麻生議長） 地域の医師不足の問題については、何故そうなったのかという理由も

しっかり考えないといけないのではないかと思う。 

（与謝野議員） 他に御発言ございますか。 

 二階議員、どうぞ。 

（二階議員） 健康長寿の分野で、明るい未来を作っていくためには、やはり地域の

医師不足、先ほど舛添臨時議員からも御説明がありましたが、更に不安定な病院

経営などの問題の解決、それを速やかに行うことが重要であり、成長戦略におい

てこのことをしっかり支えていくようにしなければならないと思っております。 

 また、地域でモデル地域をつくって集中投資することも必要だと思います。 

 イノベーションでありますが、我が国の優れた研究成果を一日も早く患者さんに

届ける。このことが一番大事なところであって、これを重要視していかなければな

らない。 

 がん対策では、厚生労働大臣と文部科学大臣と経済産業大臣が担当大臣に指定さ

れており、この対策を講じていかなければならないのですが、我々３人の間では、

しょっちゅうそういうことを話し合うわけですけれども、事務当局の方で３省が共

同して、そういう問題にしっかりとした取組がなされておるかということを危惧す

るものであります。 

 そこで、これらのことについて、しっかりした提案、１つの省ならばできなかっ

たこと。２つの省ならばできなかったこと。それを３つの省が一体になって対応す

ることで、今度の成長戦略の中に盛り込んでいただけるように、これは頭の中には
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みんな構想があるわけですから、直ちにその作業を進めていただきたい。そしてで

きるだけ早い機会に３大臣の会議もやって、また経済財政諮問会議に御提案をさせ

ていただきたいと思っています。 

（与謝野議員） 張議員、どうぞ。 

（張議員） 現在、片方で失業者の問題、片方で介護の人材不足の問題ですけれども、

なかなかマッチングしないといいますか、行ってもすぐに辞めてしまうという現

状がございます。介護の人材確保につきましては、説明資料「健康長寿分野にお

ける成長戦略について」の論点２に書いてございますような制度的な見直しが必

要だと思いますけれども、そもそも介護事業で利益を上げて給料を上げられる産

業にすることができないものかということを考えております。 

 そのために、事業規模の適正化を図るとともに、より付加価値を付けた上乗せサ

ービスの拡大、あるいは健康ビジネスなどの周辺産業への取組、こういったことで

収益が上げられるビジネスモデルを構築する必要があると思います。 

（麻生議長） それは正しい。やはりもうからなければやらないのでしょう。 

（与謝野議員） 塩谷議員、どうぞ。 

（塩谷臨時議員） 臨床研究についてでありますが、これについては我が国が諸外国

と比べてなかなか難しい状況にあるということで、昨年、健康研究推進会議とい

うものを内閣府に置いて、司令塔的役割を立ち上げたわけでございます。これも

厚生労働省と合わせて、今、基本計画を立てつつありますが、この分野はやはり

医薬品とか医療機器、これをいかに早くに認証できるような、人材とか、いろい

ろな資金的な問題も含めてやることが、これから国家戦略としては大きな課題だ

と思いますので、経済産業省とも協力してこの点を進めていかなければならぬと

思っております。是非またこの中でも大きなテーマとしていただきたいと思いま

す。 

（麻生議長） この間、総合科学技術会議に出て、二階大臣や塩谷大臣と一緒だった

のだけれども、脳で指令すると足が動く、脳波が出るとちゃんと手が動くわけで

す。どういう仕掛けかと思って、手品かと思っていたのだけれども、本当に脳波

で動くんですね。あれを見ていて面白かったのは、これを医療機器でやったら、

医者と厚生労働省と検査だけでは云十年かかってもできませんと、だから、経済

産業省のスポーツ支援でやったらできるのだというわけです。 

どうしてスポーツ支援なのですかと聞いたら、タイガー・ウッズの脳をそのまま

ロボットに覚えさせると、タイガー・ウッズと同じスウィングをするのだそうです。

それで体に覚えさせるというから、本当かと思って聞いていたのですけれども、そ

れを発明された方は極めて真面目にそういうことを言うわけです。何か希望が湧い

てきたと思って聞いていたのですけれども、そういうものでやって、スポーツで入

ってくれば、医療だとちょっと問題が起きるかもしれないけれども、スポーツでや

ればいいアイデアが出ると思って聞いていたのですけれども、３省庁でそこのとこ

ろを。 

（与謝野議員） どうぞ。 
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（舛添臨時議員） 健康長寿分野における成長戦略なのですが、例えば今の薬の話と

か、ｉＰＳ細胞も含めてなのですけれども、今まで我が省に欠けているのは、薬

の安全ばかり考えて、これを産業として育成する、特に輸出産業として育成する

ということがなくて、官民対話でこの大臣が全部入ってやっていますけれども、

世界の 100ぐらいのトップクラスに日本のいい薬が相当入っています。 

 だから、国全体を考えれば、それは食料を買ったり、油を買ったりしないといけ

ないので、今は車とか家電製品で稼いでいる。しかし、薬を売って稼ぐということ

を考えて、その戦略を今やっているんですが、ですから、是非論点３に医薬品・医

療機器の開発があるのですが、これを輸出産業に育てていくのだという視点を、も

うちょっと前に出せれば、国家百年の大計として取り組みたいと思っております。 

（与謝野議員） それでは、ここで次の議題に移りますが、議長より御発言をいただ

きます。 

 議長、お願いいたします。 

（麻生議長） この分野は、雇用を生み出す可能性が一番高いと思って、舛添臨時議

員には将来のキャリアアップに応じて、処遇と賃金というものが高まるような環

境整備を具体的に検討してもらいたい。先ほど張議員も言われたことと同じよう

に、これが収益を上げるビジネスになり得る可能性があるように、今、大事なと

ころだと思っております。 

 地域の医師不足、高度医療の不足というのは、結構深刻なのですけれども、これ

は正直言って総務大臣だけでできる話ではなくて、総力を挙げて政府でやらなけれ

ばいけない課題だと思っております。是非これは厚生労働大臣、総務大臣、文部科

学大臣、経済産業大臣が連携してやっていただかなければいけないところだと思っ

ております。 

 最後に医療のＩＴ化というのは、前から言われているレセプトのときからずっと

やっているのですけれども、正直お医者さんの例で、今さらＩＴでもなかろうとい

う方もいらっしゃるし、各大学によって医療の用語が違ったり、ちょっと難しい話

もいっぱいありまして、なかなか進まなかったところでもあるのですが、とにかく、

これは待ったなしのところに来ていると思いますので、ＩＴ化の推進とか、今、鳥

インフルエンザや新型インフルエンザ対策というのは、スペイン風邪とかよくテレ

ビで見ていますけれども、ヨーロッパに行くと本当に深刻な話をしますので、そう

いった意味ではしっかり取り組んでいかなければいかぬと思っておりますので、是

非よろしくお願い申し上げます。 

 

○２）底力発揮（人財力） 

（与謝野議員） それでは、次の議題、底力発揮のうち「人財力」の分野について御

審議いただきます。 

 まず初めに、岩田議員からお願いいたします。 

（岩田議員） それでは「『人財力』分野における成長戦略について」ということであ

ります。 
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今、日本の経済は極めて厳しくて、輸出及び生産が急減しておりますが、特に１

月の実質輸出の急減の度合いは激しくて、ピークと比べますと、実は４割ぐらい落

ちている。1930年代の初めに、世界貿易は半減したのです。その理由の半分が所

得が各国で落ちた。もう半分は保護主義で落ちた。その２つの要因が同じぐらい寄

与したと言われております。日本の実質輸出は、既にピークから４割落ちている事

態にございます。 

 こういう事態の下で、ある学者が、「保護主義が台頭しやすい。保護主義と闘う

ためにはどうすればいいか。国内ではケインズ、対外面ではアダム・スミスを実践

すべきである」という、非常に明解なことをおっしゃる方がいるのですが、ケイン

ズであるという意味では、やはり雇用だと思います。日本の場合には、しかし、そ

の雇用等の数だけではなくて、質を高めるということを同時にやらないと、労働力

人口自体は 0.5～１％減っていってしまいますので、日本の成長戦略を語る上では、

量の拡大と質的な向上、それをまとめると「人財力」ということだと思います。極

めて重要な課題だと思っております。 

 しかも、その「人財力」をどういう分野で増やしたら良いかといいますと、日本

経済の将来にとって戦略的に重要である分野で増やしていくということでありま

す。特に質的な向上ということ考えますと、非正規労働者を含めて人材育成を強化

していく。それから、新しいフロンティアを生み出すような研究基盤、イノベーシ

ョンを推し進める。こういうことが極めて大事だと思います。 

 ということで、論点の第１では、企業等における人材育成の強化、特に非正規労

働者の能力開発を社会全体で支援していく取組を強めるということであります。こ

の１枚目の真ん中に、企業の教育訓練投資の割合が出ておりますが、やはり大企業

と中小企業では相当の差があって、特に中小企業にはそうした支援が必要ではない

かと思います。 

 正社員と正社員以外では、やはり人材育成について、相当企業の中でも格差が大

きい。更に財政支出の方で見ますと、前回も私、申し上げましたけれども、各国の

教育訓練の費用が、財政支出で見ている分で日本はＧＤＰの 0.04％で、あと４倍

ぐらい増やしてようやくＯＥＣＤの平均という数字になっております。 

そういうことで、この人材育成の強化ということが、極めて大事だと思います。 

 既にジョブ・カード制度等が実施されておりまして、企業内の実習の機会を、非

正規労働者を対象として行われている部分があります。こういうものも飛躍的に拡

大する必要があると思います。 

 ここに※印で出ておりますが、イギリスの「若者ニューディール・プログラム」、

これは 1998年～2002年にかけて、これで約 41万人の新しい雇用を生み出したと

いわれております。これはステップを踏んで、職が見つからない、特に若者に個人

的なアドバイザーが付いて、少しずつ初歩的な職業訓練から始めて、最終的には正

規の職業までいけるようなプログラムが、このトランポリン型支援というものです

けれども、こういう人を大事にする、育てるような施策を取っている。 

 フランスの派遣労働者の訓練基金、これも以前申し上げたことがありますが、こ
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れは労使で協調して基金をつくって教育訓練を保証する。こういうことが行われて

おります。 

 更に派遣会社につきましては、派遣事業者が現在持っている人材育成の機能を更

に活用することが重要だと思います。 

 ２ページ目の論点２で、先ほどのイノベーションの部分でありますが、世界最先

端の研究を支えるハード・ソフト両面にわたる研究体制の刷新。特にここでは環境

エネルギー技術革新特区というものを、既に先端医療開発特区というものをスーパ

ー特区として位置づけておりますが、環境エネルギー分野について、こうしたスー

パー特区をもう一つ設けたらどうかということであります。 

 論点３としては、人材育成ということで、これは小学校から高校、大学、大学院

に至るまで、人材を育成するようなプログラムを強化する。特に社会人が小学校等

で教育を強化するための人材として活用できるのではないかということ。あるいは

海外の有力大学との交流・連携ということ。大学を見ますと、日本の大学で圧倒的

に弱いと思いますのは、外国人の研究者、あるいは教官の比率が４分の１か５分の

１か、平均と比べるとかなり少ない。こういったことも含めて人材育成を強化する

必要があると思います。 

 論点４としては、日本でも博士課程修了者が随分増えております。毎年 1.6万人

修了する方が出ております。ところが、就職できる方がそのうちの６割で、残りの

４割の方は就職できない。ポストドクターだといわれておりまして、何らかここに

はミスマッチがあるのかなと。もう少し産学連携の一環として、ポストドクターの

方々の職がうまく見つかるような工夫をする必要があるのではないかと思います。 

（与謝野議員） 次に舛添臨時議員、お願いします。 

（舛添臨時議員） お手元にあります資料「企業等における『人財力』強化の取組へ

の支援について」をご覧いただきながらお願いします。 

 今日は、企業等における「人財力」強化の取組ということで、ジョブ・カード制

度について御説明をいたします。 

 これは、昨年４月からスタートしました制度で、フリーターや子育て終了後の女

性、母子家庭への反映などの、これまで職業能力形成機会に恵まれなかった方を対

象に、ハローワーク等におけるきめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意

識啓発、課題の明確化を行った上で、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業

訓練を提供し、企業からの訓練の評価結果や職務経歴等を「ジョブ・カード」とし

てとりまとめることによって就職活動に活用していただいて、安定した雇用へ移行

していただく。 

 ジョブ・カード制度の職業訓練には、企業が訓練生を雇用して行う雇用型訓練、

それから、民間教育機関に委託して行う委託型訓練があります。 

この制度を更に使いやすいようにするために、雇用型訓練については訓練要件を

緩和するとともに、本年度第二次補正予算におきまして、訓練を実施する企業に対

する助成を大幅に拡充しております。 

 また、委託型訓練を受講する方に対しては経済的な不安を抱くことなく安心して
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訓練が受講できるように、訓練期間中の生活費に係る貸付制度について、本年度の

補正予算において貸付額の対象額を拡充するとともに、就職した場合の返還免除制

度も設けてございます。 

 進捗状況ですが、２ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 ジョブ・カード取得者の累計は、年間目標数 10万人に対して、１月末で４万 8,000

人。それから、訓練受講数の目標５万 4,000人に対して１月末で３万 1,000人とな

っております。 

 雇用型訓練については、１月末で、対象者が 1,200人となっておりますが、現在

2,000社以上の企業から申し込みをいただいております。 

 先ほど申し上げましたように、第二次補正予算で企業に対する助成率を引き上げ

ておりますので、是非、中小企業の方々も御利用いただきたいと思っております。 

 こういう公共職業訓練において、中小企業の労働者のスキルアップを図っていき

たいということで、引き続きこの制度を周知徹底していきたいと思っております。 

（与謝野議員） 続きまして、塩谷臨時議員。 

（塩谷臨時議員） 資料の１ページから御説明をいたします。 

 まずは、教育全般については文部科学省として、教育基本法を改正した後、昨年

は学習指導要領を改定して、その一部を前倒しして今年からスタートするわけです

が、企業あるいはいろいろな社会に出て、どうも最近の若い人たちは基本的なとこ

ろがなかなかできない、再教育しなければならないというところが多く聞かれるわ

けでございまして、まずは教育基本法と新しい学習指導要領に基づいて、まず、基

本的なところを押さえようということで「生きる基本」というものをしっかりと明

確にして、道徳あるいは基礎学力、更には職業観、そして体力というようなところ

に重点を置いて、これを新しい教育の中で、まずは基本として、それから世界のト

ップレベルの学力を育てていこうということを考えております。 

 そういう中で、論点の中にもありましたが、１つは理数教育の問題でありまして、

これについては、新しく理数の時間を増やしたり、内容も増やしたわけであります

が、それを指導する教員の養成、そして配置、これも予算で計上しておりますが、

やはりなかなか定数の問題が非常にネックになっている。この教育面での定数問題

はもう一度根本的に考えて、いわゆる 40人学級を基本としておりますので、なか

なかこれが公務員の削減と合わせて、小人数学級になかなか向かないというところ

がある。その辺のところを検討してしっかりと方向性を定めて新しい、いわゆる理

科教師、これは後で申し上げますが、特に高校レベルでは、ポスドクの人たちを高

校教師にふんだんに使っていく。そうなると、子どもたちも、そういったレベルの

先生方が来れば、やはり全然興味も違うと思いますので、そういった活用の仕方を

することが大事だろうと思っております。 

 しかしながら、教育の中で体験教育とか、今まで実際にできなかったことをふん

だんに入れて、やはり基本的に好奇心とかチャレンジ精神とか、そういったものが

ないと、なかなか研究に没頭することができませんので、そういった新しい義務教

育での教育を進めてまいりたいと思っております。 
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 ２ページ目でありますが、成長力強化のための高度専門職業人の養成ということ

で、いわゆるポスドクの問題でありますが、なかなか企業が求める人材と研究者と

のミスマッチが多くて、これにつきましても、できるだけポスドク、研究者のキャ

リアパスのいろいろなパターンを考えることが、まず一つある。 

 そして、先ほど申し上げましたように、高校の教師などは、非常にいいキャリア

パスの一つになると思っておりまして、そういったシステムを是非これから開発し

て、できるだけそういうところで教育者としても自分の知識、技能を教えるという

ことの中から、今度、企業へ行っても使える人間になるということだと思いますの

で、この辺を大いに活用してもらいたいと思っております。 

 それから、特に若手研究員が少なくなってきたということで、資料の別紙にあり

ますが、特に平成 10年辺りでは 25.2％だったのが、平成 19年では 21.3％と下が

っておりますので、これも実は人件費抑制の壁にぶち当たって、これにはやはり大

学の基盤的経費を大幅に増やしていかないと、そこら辺の限界にぶち当たっている

のが現実でございまして、ここも是非検討していただくことが大事だと思っており

ます。 

 それから、我が国の大学について、特にアメリカ等の大学と比べると、渉外機能

といいますか、簡単に言うとセールスマンですね。大学でこういう人材がいるから

使ってくれという、そういう専門的な人材を養成して、すばらしい人材を売り込む、

そして研究をアピールして寄附を勝ち取るというような、大学にはそういう機能が

少ない。アメリカなんかは相当その辺で、企業側もそれにかなり誘発されるという

ことがありますので、日本の場合は、そこら辺のところが少ないと思っております。 

 それから、国際的なプレゼンス強化を目指して、グローバル 30という形で、30

大学ぐらいを、いわゆる海外からの研究者を入れて、英語だけの講座もたくさん作

って、研究交流をすることを現在進行中でありまして、それを一つの契機として、

多くの人材を養成する。 

 もう一方では、今、各大学が海外とのつながりで、例えばある大学は中央アジア

が強い。ある大学は、南アフリカが強い。今、そういった統計を全部出しています

ので、そこら辺は連携して、国家戦略としてそういった中央アジアとの学術交流的

な人的なつながりを付けて、効果的な両国の交流を進める中で、やはり人材も養成

していく。外交も含めて、それで学術を通じた人間関係というのは、かなり強いも

のが出てくると思いますので、各大学でそれぞれ強いところを持っていますから、

そういうところをしっかりとうまく束ねて国家戦略的な方法で進めていくことが

大事だと思っております。 

 ３ページ目は、世界をリードし、将来の技術革新を生む研究開発の強化。特に、

昨年はノーベル賞の受賞者４名と大変画期的な年でありまして、改めて基礎研究の

レベルの高さを証明したわけでございますので、今年は、実は文部科学省としては、

いわゆる基礎科学力強化年というふうに位置付けまして、ノーベル賞受賞者の皆さ

ん方からいろんな御意見をお伺いして、新たな強化推進本部を立ち上げながら、そ

の構想を６月か７月ごろには構想を練ってまいりたいと思います。 
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これについても若手研究者が自由な発想ができるということが１つの大きなポ

イントだと思っておりますので、それには、今までの研究者の在り方、先ほどのポ

スドクの話もあり、また、若手教員の話あり、できるだけ研究体制を厚くして、そ

ういう中からいろいろなアイデアが出てくると思っていますので、特に基礎科学力

強化ということを一つの柱として、今後、技術革新あるいは研究開発に力を入れて

いくことが、この分野で人材を育成するということが我が国にとって大きな一つの

方向性だと思っております。 

（与謝野議員） 次に、鳩山議員、お願いします。 

（鳩山議員） ＩＣＴ分野は、我が国の経済成長の約４割を寄与度として担うと言わ

れております。ところが、人が足りないということでございまして、資料にある

ように、現状で高度ＩＣＴ人材が 35万人不足している。それから、経団連のお話

によりますが、トップレベルの高度ＩＣＴ人材候補、年間 1,500人ぐらい育てて

ほしいということですが、これは大課題になってまいります。 

 それで、インド、中国、韓国等、皆ＩＣＴ人材の育成に非常に戦略的に取り組ん

でいるわけでございますから、負けるわけにはいかないということで、世界最先端

のＩＣＴ技術を活用して産学連携で、高度ＩＣＴ人材育成のための体制を早急に整

備しなければならないだろうと考えております。 

（与謝野議員） 続いて二階議員。 

（二階議員） 現在の非正規労働者の能力開発支援についてですが、雇用保険で守ら

れない失業者に、先ほどからそれぞれ御説明がありましたが、生活支援付きの職

業訓練を提供することが極めて重要なことだと思っております。産業間の労働移

動の円滑化を図っていくためにも大事なことだと思っております。 

 厚生労働省が、「技能者育成資金制度」の拡充に努力をいただいておりますが、

併せて企業訓練希望者のニーズを踏まえて、職業訓練を更に強化すべきだと思って

おります。 

 そして、前は職業訓練といっても、すべて国立でやっておりました。それを国立

ではなくて民間でやるのがいいのだということにしたわけでありますが、大工さん

にしても、どんな立場の人であっても、国立のそういう研究所ということによって、

皆そこに励みをもって進んでいったのから比べると、私はそのレベルはやや低下し

ているのではないかということを心配しております。そういう面についても、我々

も御協力を申し上げ、努力をしていきたいと思っております。 

 研究開発設備の拡充についてでありますが、人、技術、情報が集積するイノベー

ション拠点を作ることが重要だと思っております。私どもは第二次補正においても、

京都大学の先端電池拠点や、あるいは慶應大学のがん治療拠点等を支援しておりま

す。今後もこのようなイノベーション拠点の整備を支援してまいりたいと思います。 

 ポスドクの話がありましたが、有能な研究人材等の活用が重要であることは申す

までもありません。経済産業省では、産業技術総合研究所において、企業との共同

研究を通じたポスドク等の就職支援を実施しておりますが、200人の定員で始めま

したところ、女性あるいは派遣労働者も含めて 500人以上の応募があり、引き続き
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このことに取り組んでいきたいと思っております。 

 環境エネルギー技術の技術革新特区創設による新しい社会の実現ということに

ついては、低炭素社会の実現には、新技術の導入と、そのための実証が必要であり

ます。特区制度により、社会実証の場を設け、インフラ整備、人材投入、規制の見

直しを一体的に進めるべきであって、積極的に取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

 なお、今、太陽光発電のことにつきまして、関係者の皆さんの御協力をいただい

て、かなり積極的に進もうとしておりますが、小学校、中学校、高等学校、更に高

等専門学校等に太陽光発電を導入しようとしているわけでありますが、私は、単に

それを導入するだけではなくて、太陽光発電の導入によって、それぞれの学校の理

科教育の推進に、もっと収益的に対応していく必要があるのではないかと考えてお

ります。 

（与謝野議員） それでは、何か御発言のある方はいらっしゃいますか。 

何か追加で御発言はありますか。 

河村議員、どうぞ。 

（河村議員） 先ほど鳩山議員の提出された資料で、ＩＣＴ分野の「人財力」の重要

性が指摘されると同時に、日本は育成が遅れているのではないか、人材不足であ

る、これは国際競争に関わる問題だという指摘がありました。これは、今日は文

部科学大臣がお見えでございますが、この総務大臣が指摘されていることに対し

ては、日本は育成にもっと力を入れなければいかぬということで言われたもので

ありますが、世界に比べて非常に弱いということですか。 

（鳩山議員） 私は、ＩＣＴ産業といえば二階議員かもしれませんけれども、ＩＣＴ

分野を担当している者としてそういう実態があるというように聞いておりますか

ら、結局は企業にもやっていただくことになるかもしれませんが、塩谷臨時議員

の分野にも大きく関わってくると思っております。ですから、私はＩＣＴ産業と

の日々のつき合いの中で不足しているという声を聞いているということを申し上

げているのです。 

（張議員） 今の話で、特にソフトの技術者が足らないということです。 

（与謝野議員） すみません、今日はものすごく議題があるので、議長に御発言いた

だいて、次の議題に移りたいと思います。 

（麻生議長） 「人財力」の話ですけれども、これは間違いなく国の基盤。日本は特

に資源がありませんから、これは絶対のところで、今、ＩＣＴのソフトの話が出

ましたけれども、これは国を挙げて「人財力」の強化に取り組む必要があるのだ

と思います。 

舛添臨時議員、それから、塩谷臨時議員は離職者に対する職業訓練の話をしてお

られましたけれども、これはすごく大事だと思います。キャリアアップの話が出て

いますけれども、やはり、今度やりました予算の中で一番短期間で効果が出たとい

うものは、私は景気対策で言えば、１つは経済産業省のところのいわゆる９兆円の

資金繰り支援の話。やはり、もう１つは雇用調整助成金です。これは大きかった。
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企業の経営者に会ったら、まずお礼を言うのはこれですね。みんな、まず、これを

必ず言うから、大企業で３分の２、中小企業で５分の４ですか、何かをやって、そ

れで職業訓練といいますから、本当にうちは採った人を手放さないで済むようにな

って助かりましたと言うから、よほど、これは効果があったのだと思います。つま

り、この勉強とかこういった訓練というものは、私はいい機会ですから、とても大

事にした方がいいと思いますので、この職業訓練を軸にしたセーフティーネットと

いうものはすごく大事なのだと思っておりますし、これは充実をしていただかなけ

ればいかぬと思っておりますのが１点。 

もう一つは、ポスドクの活用などいろいろあります。このポスドクというものは、

海外でＤｒ．が付いているか、Ｍｒ．かでは、えらく扱いが違います。ですから、

ドクターを十分活用しないといけないところだと思います。 

（与謝野議員） わかりました。 

それでは、ここで舛添臨時議員が退席されます。 

 

（舛添臨時議員退室） 

 

○３）底力発揮（コンテンツ） 

（与謝野議員） 最後に、底力発揮のうち、コンテンツの分野について御審議をいた

だきます。 

 張議員から御説明をお願いします。 

（張議員） それでは、私から御説明申し上げます。 

先日、日本の映画２作品が米国アカデミー賞の部門賞を受賞いたしました。この

例だけでなく、日本の漫画やアニメなどのコンテンツは、海外において高く評価さ

れておりまして、中には世界 40か国以上で放映されているアニメ作品も登場して

おります。そのように、日本のコンテンツは非常に層の厚い底力を持っているとい

うことが言えると思います。しかし、こういった底力が、実際に外貨を獲得できる

有力な輸出産業となったり、国内における若年層の就職の主要な受け皿となるとい

うところまではまだ結び付いていないのが現状でございます。 

これらの点をブレークスルーし、今後の発展につなげていくために２つの論点を

申し上げたいと考えます。 

１つは、コンテンツ産業が有力な輸出産業となるためには、コンテンツの海外展

開を支援する体制が必要ではないかという点でございます。このためには、国際共

同制作といった形でのコンテンツの海外展開を本格的に支援する体制を、産官学で

連携しながら整備し、国は、そのための金融支援を民間資金と協調して強化する必

要があると考えます。 

また、この支援体制を整備していく上では、支援先の選定などにおいて、海外の

コンテンツ市場に詳しい民間人材、海外人材の知見を積極的に活用することや、コ

ンテンツの権利関係をより流通しやすい形にするための著作権管理の仕組みを整

備することに十分配慮して取り組んでいくことが非常に重要でございます。 
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２つ目の論点でございますが、コンテンツ分野を志す若者の雇用拡大をするため

の施策を強力に進めるべきではないかという点でございます。このためには、コン

テンツを実際に作っている現場である中小企業に対する支援を強化するというこ

とで、若手クリエーターの雇用機会の拡大を図るべきであると考えております。 

また、地域資源の活用や観光振興など、地域と一体となった取組を支援すること

によって若手クリエーターの活躍の場を提供することも考えられます。 

世界のコンテンツ市場は、1.3兆ドルと言われております。この大きな市場にお

いて日本のコンテンツの底力を発揮するためには、こうした論点を踏まえて成長戦

略を選ぶ必要があると考えております。 

（与謝野議員） 次に二階議員からお願いします。 

（二階議員） 簡単な資料をお配りしておりますが、ただいま張議員からも御指摘が

ありましたように、先般のアカデミー賞のダブル受賞ということは、日本のいわ

ゆるソフトパワーに火をつけるといいますか、大変大きな役割を果たしてくれた

と賞賛すべきだと思います。 

そこで、日本の若者のファッションは、新宿につくられた新しい商業施設に多く

の外国人客を集めるなど、着実に市場を広げております。また、日本のアニメブー

ムは秋葉原の観光客を５年間で 300万人増やしたというように報告を受けており

ます。また、現にフランスに伺いますと、フランスの子どもたちは日本のアニメで

育った。そして、そういう日本のいろいろな映像の中に日本語のままで海外に行っ

ているものがありますから、そのことによって日本の文化、日本の言葉がフランス

においては子どもたちの方が先に覚えているというような現象も出ているという

ことですから、この文化ということは、経済の面も大事でありますが、大きな役割

を果たすだろう。 

次に、このソフトパワーの海外展開の支援でありますが、これは官民の専門家の

力を結集して、私はファンドを創設して、コンテンツの海外展開に集中的に取り組

むことが大事ではないか。電子商取引や現地日本人ネットワークの活用等による地

域産品の海外販路獲得に取り組むことも大事だと思っております。 

そして、次世代の著作権取引システムの整備を行うことも重要であります。具体

的には、権利の所在をリアルタイムで捕捉できるデータベースを提供する。著作権

の情報集中処理機構、いわゆる民間機関の設立をはじめ、次世代の著作権取引シス

テム作りによって新たなコンテンツビジネス開発の阻害要因となっている、複雑な

権利処理をスムーズにすることが大事だと思っております。 

次に、地域発のソフトパワー発信機能の強化を行うことが大事であります。具体

的には、地域ブランド・農商工連携による食文化、地域産品の創出と海外販路開拓、

観光客誘致を更に強化する。また、自然、地域産品等地域の魅力を若手クリエータ

ーの力によって映像コンテンツ化し、これらの活動を戦略的に活用していく。 

こうした取組を通じて、ソフトパワーと新規市場創出・海外市場開拓の好循環を

確立することが期待されます。コンテンツ産業を 20兆円産業にすることを呼びか

けておりますが、ソフトパワー分野を一大産業へと育成することは決して夢ではな
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いと思っております。 

また、あるとき、私は著名な方々の何名かにお願いしてシンボルマークの作成を

やったことがありますが、これではだれが考えても十分ではない。若い人たちでこ

ういうことをやっている人たちにということでお願いしましたところ、500人ぐら

いの応募が来ました。その中で、やはりすばらしいものがあって、今、何年経って

も、そのシンボルマークは継続して使われているということは、それだけ若い人た

ちに力がついてきているのだと思うのですが、そこをどう育てるか。そこをどう誘

導していくかということ。これは先ほどお話があったとおり、若手の育成に御協

力・御努力いただくことが大事だと思っています。 

（与謝野議員） 続きまして、塩谷臨時議員、お願いします。 

（塩谷臨時議員） 資料に従って御説明申し上げます。 

まずは「我が国の国際プレゼンスを高める文化芸術の振興」ということで、ただ

いま、それぞれお話がございましたように、アカデミー賞の受賞で我が国の、いわ

ゆる、この分野における底力があるのだということを証明したわけでございまして、

特に、この新しい監督と、また、俳優も含めて、メディア芸術やポップカルチャー

について、今後、積極的に海外でもいろいろな形で取り組むと同時に、メディア芸

術創造の中心的な役割を日本の文化芸術が担えるように戦略的な取組を行ってい

く必要があると思っております。作品の制作の支援や、国内外での活躍できる機会

の拡大を図ってまいりたいと思います。 

また、流通についても、その促進や人材育成等といった総合的な支援に加え、日

本映画等のナショナル・アーカイブスの充実を図るなど、さらなる振興策を検討し

ていきたいと思います。 

次に２ページ目ですが、「デジタルコンテンツの流通促進と海賊版対策」という

ことで、著作権の問題でございますが、著作物の違法流通の規模の拡大やインター

ネットを利用した事業等の立ち遅れが喫緊の課題であります。今国会で提出を予定

している著作権法改正案においてはこうした問題に取り組むこととしており、概要

について簡単に説明申し上げます。 

違法な著作権の流通を抑止するための措置として、権利侵害品、海賊版と承知の

上で行うインターネットは販売の申し出を権利侵害とすること。それから、違法な

インターネット配信からの音楽・映像の複製行為について、違法と知りながら複製

することを私的使用目的でも権利侵害とすること。 

そして、著作物利用の円滑化を図るための措置として、Ｙａｈｏｏ！やＧｏｏｇ

ｌｅなどのインターネット上での情報検索サービスを実施するための複製や、過去

の放送番組等の権利者が不明の場合に、インターネット等で二次利用を円滑に行え

るようにすること等の内容を盛り込んでおりますので、まずは本法案を早急に成立

することに尽力していきたいと思っております。 

（与謝野議員） 続きまして、鳩山議員からお願いします。 

（鳩山議員） アカデミー賞で久々に受賞ということで、これはいいニュースですが、

映像コンテンツの市場は約 5.4兆円と言われておりますが、その７割は放送コン
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テンツでございます。この分野の海外展開の強化がコンテンツ全体の海外展開を

牽引するのだろう。ナショナルジオグラフィックとか、メディカルディテクティ

ブとか、向こうのものは随分こちらで見られておりますが、こちらからの発信力

は残念ながらまだ弱いということだと思います。 

実際『北海道アワー』という放送番組を北海道のローカル局が流して、アジアの

放送局を利用し、台湾に向けて発信して、台湾の方がそれを見て、観光客が、つま

り、台湾から北海道に来る人が２年間で 12万人から 28万人に増加したという実績

がございまして、日本の自然や文化を放送コンテンツとして海外に発信するとさま

ざまな効果があると思います。日本の魅力をコンテンツの形にしていく力、すなわ

ち制作力の強化が大事なので、日本の魅力の素材は地域にある。ところが、地域の

コンテンツ制作力、地方放送局等は非常に弱くなっておりますので、放送局や番組

制作者への支援が必要になります。 

海外展開の前提は権利所有の円滑化でございまして、私も文部大臣をやったこと

があって、著作権法というものは本当に時代についていけるのだろうか。やはり、

この映像コンテンツなどでも権利処理の集中的に処理できる機構が必要になって

いくんでしょう。 

あとは、日本のコンテンツを海外の人たちに知ってもらう機会の拡大でございま

して、これはやはり海外の放送局の時間枠を確保することがこれからの課題だろう

と思います。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

それでは、まず二階議員からお願いします。 

（二階議員） 先ほど申し上げればよかったのですが、ちょうど塩谷臨時議員が御出

席の中でありますから、私は映画産業等をもっと活発にしていくためには、映画

大学というものが先進国にはあるわけでありますから、そして、マン・ツー・マ

ンで映画の技術者を教えている。マン・ツー・マンというよりも、１人に５人か

かって教えているような現場もあります。私はそういうところからやはり優れた

映画が出てくる可能性がある。 

次には、これはフランスの例ですけれども、映画庁というものがあります。この

間、映画庁長官を東京国際映画祭に呼んで、麻生総理にお会いいただいて、相手も

大変感激しておりましたが、この映画庁長官などが次の大きな映画祭のトップリー

ダーになっていくというような仕組みができているわけですけれども、我々はそれ

から見ますと少し立ち遅れているという感じですから、このことに塩谷臨時議員の

リーダーシップを期待してお願いしておきたいと思いますし、麻生内閣として打ち

出すのにはもってこいのことではないかと思います。 

（与謝野議員） 東京芸大が横浜校というものを持っているのです。ここはコンテン

ツとかそういうものをやろうというので平山郁夫先生が一生懸命やったのですけ

れども、例えば文部科学省が余り予算をけちけちして付けてやらないのではない

かと思うのですけれども、こういうところをちゃんと応援してあげれば、そうい

う素地はあるのです。 
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（塩谷臨時議員） 日本の場合は、映画に関する学部とかそういうものは全くないと

思うのです。 

（与謝野議員） いや、芸大はあります。 

（塩谷臨時議員） 日大の芸術学部とかはね。 

（与謝野議員） 芸大は平山郁夫先生がやられたので、それをもう少し充実させれば

と思うのです。 

（二階議員） 今のフランス映画庁長官は、今度、カンヌ映画祭の委員長になるそう

なのです。ですから、そういうところから行きますと、幾らでも新しいコンテン

ツを生み出していく道筋ができているわけです。我々の方は参加するだけで精一

杯です。 

１回のカンヌに映画が３万本集まってくるのです。 

（鳩山議員） 映画の保存センターみたいなものがまだ全然だめで、このところはよ

ろしくお願いします。 

（与謝野議員） これは文部科学省がやっているのです。 

（鳩山議員） だけれども、結局、十分でない。 

（麻生議長） 少なくとも、こういったものはコンテンツとしていいものが産業にな

らないのです。ですから、ちゃんと体系化されて、すごいクリエーターがいっぱ

いいるのですけれども、それをまとめて営業する人、資金をちゃんと集める人な

どが育たないのです。ですから、産業化していかなければいけませんね。 

（塩谷臨時議員） 今回、アカデミー賞で短編アニメーション賞を取った「つみきの

いえ」は、今年の文化庁のメディア芸術大賞を取ったのです。そのときに私も行

きましたけれども、メディア芸術というものが新たな分野で、日本の新しいコン

テンツのジャンルとして、盛り込んであるのです。こういったことを、海外でも

開催をするとか、大いに売り込めると思いますので、そこら辺は自信を持ってや

る必要があるのかなと、今回、こういう受賞があったから、また、そんな気持ち

でおりますので、海外へ売り込むという点では、そういった日本のメディア芸術

というものは相当力があると思いますので、そこら辺もまた、特に二階議員とや

っていきたいと思います。 

（麻生議長） やはり、この種のものの持っている可能性とかポテンシャルはすごい

ものだと私は思っているのです。「COOL JAPAN」などというテレビの番組は、外国

人はあれが日本に来て一番面白い番組だと言うのです。 

（二階議員） この前、総理に来ていただいた秋葉原での漫画家の大家の人たちの討

論会だったのですが、その先生と話をしていると、どこからいろいろなああいう

アイデアを仕入れてくるかといいますと、１日に映画を10本見ると言ったんです。

どうして 10本見られるかといいますと、早送りでしょうね。それで頭の体操をし

ているのだと思うのです。 

（塩谷臨時議員） 昨年、ノーベル賞の授賞式でスウェーデンのストックホルムへ行

って町を歩いて、普通の書店へ行ったら漫画がわんさと置いてあったのに私はび

っくりしました。 
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（麻生議長） ＭＡＮＧＡと書いてあるのです。フランスはＢＤと書いて漫画のこと

なのですけれども、日本のものは全部ＭＡＮＧＡで、今、漫画はフランス語にな

りましたものね。国立出版協会で正式に漫画をジャンルとして立てたのですけれ

ども、あれはびっくりしました。 

（与謝野議員） さて、それでは最後に議長から御発言をいただきたいと思います。 

（麻生議長） いろいろ御意見をいただきまして、ありがとうございました。今、お

話がありましたように「おくりびと」にしても「つみきのいえ」にしても、アカ

デミー賞受賞というので、ノーベル賞が４つ、アカデミー賞が２つと、いい意味

での刺激になったのだろうと思います。 

 とにかく、コンテンツがあることは確かなので、この強みをうまく産業化して、

海外市場を獲得していくというのはすごく大事なことで、かつて自動車がメード・

イン・ジャパンとして出ていったのと同じように、これはメード・イン・ジャパン

の漫画、コミックというようなものが出てくる可能性は、今、ものすごく広まって

いるのだと思う。是非、知的財産本部とかいろいろなものがあるのだと思いますけ

れども、経済産業省は文部科学省や総務省とうまく連携して、具体的検討をよろし

くお願い申し上げる。これは本当に可能性としては大きいと私は思います。 

（与謝野議員） 成長戦略では、あと２回、更にこの分野をやってまいりますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 本日は、以上をもって終了にさせていただきます。ありがとうございました。 

（以 上） 


