
  

  

  

    

    

    

    

 

 

     

     

      

               

       

     

       

     

    

     

         

          

     

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平成 21 年第５回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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）

○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）
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(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）

（概要）

○成長戦略集中審議：その１

（麻生議長） 成長戦略について、今回から３回にわたり集中的な審議をさせていただき

たい。

   以前から、短期的には景気対策、中期的には財政健全化、そして中長期的には経済

成長を改革によって成し遂げねばならないと申し上げてきたが、経済状況が非常に混沌

としている今こそ、将来への道筋をはっきりわからせるようにしておく必要がある。

   成長戦略は、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

ばならないと思う。いろいろ難しいところもあろうかと思うが、頑張り抜かねばならな

い。活発な議論をよろしくお願いしたい。

（与謝野議員） 今日は時間が大変立て込んでいるので、それぞれ簡潔な御発言をお願い

したい。初めに、三村議員から、成長戦略の基本的考え方について説明をお願いしたい。

（三村議員） 民間議員ペーパー「成長戦略の重点プロジェクトの基本的考え方について」

に基づいて説明する。

   まず、重点プロジェクトが対象とする課題については、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ある。

それから、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。

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、高齢化・少子化社会は避けられず、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う

が、言ってみれば、自然資源を経済資源にというもの。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。

   次に、選定に当たっての基本的な考え方。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。２番目と

して、経済波及効果の高いプロジェクト。なおかつ雇用創出効果も配慮しなければいけ

ない。技術開発要素が非常に大きいようなプロジェクトだが、重要なものをどう位置づ

けるかは、今後の考えどころ。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。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。重点プロジェクトに対しては、政府としての支援を包括的に講じていくというこ

とで、言ってみれば、ナショナルプロジェクトであるべきだ。

   ２つ付け加えるが、１番目は、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。２番目は、このプロジェ

クトを進めるに当たって、どうしても省庁連携が必要になってくるので、そういうもの
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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。

○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て、今後各分野について議論を進めてまいり

たい。最初に、健康長寿について御審議をいただく。これは舛添臨時議員、塩谷臨時議

員にも参加いただく。

（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」について説

明する。

   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

されている。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」の実施。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。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ページ目では、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を具体的に述べているが、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

援を行うべきだ。

   論点２は、医療・介護分野の雇用創出と人材確保。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番目では、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。最後のポツでは、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ページ目にあるように、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。また、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。具体的には、「推進方策」の一番下

のポツであるが、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。

資料には書いていないが、舛添臨時議員が御臨席であるので、最後に一言付け加えさ

せていただく。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だが、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ない。これは 2010年度改正に
向けて、今年議論する必要があるが、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いる。

（舛添臨時議員） 	資料「成長戦略について（健康長寿）」について説明する。
   １ページ目。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
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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いる。

   ２ページ目。左側の「地域医療強化プロジェクト（仮）」。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。御指摘のあった診療報酬体系は、中央社会保険医療協議会の在り方を含めて

見直しを更に進めたい。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人増やす。その他、研修制度の見直し、勤務医の
環境改善をやろうとしている。

それから、右側の「介護基盤強化プロジェクト（仮）」。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。

そして、「医療・介護人材育成サブプロジェクト（仮）」。スキルアップ、キャリアア

ップが必要であり、資料に書いてあるようなことをやりたい。

   ３ページ目。左側の「新技術イノベーションプロジェクト（仮）」。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いる。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）」。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。

そして、「少子化対策プロジェクト（仮）」。地域で子育てできる体制をやるとともに、

人材の育成をやる。

   これらは本当に多岐にわたっているので、関係省庁と連携をとりながら、更に進め

てまいりたい。

（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。
   健康長寿社会の実現であるが、舛添大臣から医療の情報化、ロボット開発などへの

取組みについて説明があったが、経済産業省としても同意見である。今までも創薬、医

療機器の開発など、多岐にわたる施策を講じてきたが、これからのこの分野のキーワー

ドは、「地域」と「イノベーション」だと考えている。そこで２つの政策を提案したい。

   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る。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、個人のニーズや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みを支援しなければならない。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つくり出し、そ

の全国展開を図っていきたい。

   第２の柱は、イノベーションの促進である。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るが、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いる。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

る。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

いきたいと考えている。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考えている。

   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組むこととしている。将来は、アジア
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ロボットコンクールなども検討したい。引き続き、関係各省庁の御協力をお願いしたい。

（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。

地域の医療連携については、「定住自立圏構想」に基づき既に先行実施団体が先行し

て取り組んでおり、今年４月から本格展開する。これは「中心市」と「周辺市町村」が

協定を締結して１つの圏域となるもの。医療や交通など、安心して暮らせる機能の確保

が目的であるが、とりわけ医療で威力を発揮できると考えている。

   特に医療提供体制の確保は重要な問題であるから、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ある。

「定住自立圏構想」の先行実施団体は、現在、全国で 22圏域あるが、この半数以上
が医療分野の連携を考えているようである。この「定住自立圏構想」による医療連携の

取組みを重点的に支援していく。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を行う場合、この負担金に対して特別交付税を措

置する。医療連携のモデルとなるものではないかと考えている。

   次に、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

ある。

   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だろうが、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、効率化が図ることができる。

   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を、積極的に取り組んでまいりたい。

（岩田議員） 「健康長寿分野における成長戦略について」という民間議員ペーパーの最

初に、社会保障国民会議で示された数字を載せている。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示されている。一見すると、か
なり数が大きいようにも見えるが、実はこの経済財政諮問会議でも平成 13年～17年の
５年間で、サービス部門で雇用を 530万人増やそうという決定を行い、計画したことが
ある。

結果を見ると、400万人が増えており、特に医療関係、介護サービスで５年間で 100
万人ほど増えている。１年間に 20万人増えている。年間 20万人なので、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。だから、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う。

   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。予想していたよりも大き

かったということがあるので、ここは前倒しで、しかも集中的にやるに値する分野だと

考える。

（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」についてであるが、公立病院を中心とする地域

医療が、色々な面で問題を抱えて、持続可能性が問題となっており、何らかの手を打た

なければならないが、なかなか答えを見出されていないということも、一つの事実であ

る。

   だから、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

ことはないが、命に関わることでもあり、また、地域の事情もあることなので、なかな
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かこれは難しい。

そこで、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。

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

考えている。

（塩谷臨時議員） 「モデル圏域プロジェクト」について、文部科学省としても、厚生労

働省と連携して、実効ある取組みを進めてまいりたいと考えているが、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行うことができるよ

う、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考えている。

今、臨床研修等の問題で舛添厚生労働大臣とも協議しているので、今の医師不足という

点をしっかりと捉えて、その対応をしていきたい。勿論、医師養成の人数も来年度から

大幅に増やして、長期的にはしっかりと医師不足に対応していきたいと考えている。

（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。

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

師不足、先ほど舛添臨時議員からも説明があったが、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。

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である。

イノベーションであるが、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が、３大臣の間では、よくそのような

内容を話し合うわけだが、事務当局の方で３省が共同して、しっかりとした取組みがな

されるよう配慮すべきだ。

   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めるようにしっかり

した提案をしてまいりたいと考えている。みんなの頭の中に構想があるわけだから、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大臣の会議をやっ

て、経済財政諮問会議に御提案をさせていただきたいと考えている。

（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があり、なかなか

マッチングしない、行ってもすぐに辞めてしまうという現状である。介護の人材確保に

ついては、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に書いている

ような制度的な見直しが必要であると思うが、そもそも介護事業で利益を上げて給料を

上げられるようにすることができないものかということを考えている。

   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み、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。

（塩谷臨時議員） 臨床研究については、我が国は諸外国と比べて取組がまだ不十分。昨

年、司令塔的役割として健康研究推進会議を内閣府に立ち上げた。厚生労働省とも協力

して、今、基本計画を立てつつあるが、この分野はやはり医薬品とか医療機器を早く認

証できるように、人材や資金的な問題も含めてやることが、これからの国家戦略として
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大きな課題だと考えている。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

らないと思っている。

（麻生議長） 先日、総合科学技術会議に出席した際、二階大臣や塩谷大臣と一緒だった

が、脳で指令すると手足が動く機器がとりあげられた。これを医療分野としてやったら、

長期間かかってしまうが、スポーツ支援でやったらそうでもないという話を聞いた。

（舛添臨時議員） 健康長寿分野における成長戦略であるが、例えば今の薬の話や、ｉＰ

Ｓ細胞も含めて、医療品などの安全性の確保は非常に重要な問題であり、また、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も重要である。大臣が出

席する官民対話を行っているが、世界のトップ 100クラスに日本の良い薬が相当入って
いる。

   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

戦略を検討している。だから、論点３に医薬品・医療機器の開発とあるが、これを輸出

産業に育てていくという視点を、もう少し前に出して、国家百年の大計として取り組み

たいと考えている。

（麻生議長） この分野は、雇用を生み出す可能性が高いと思っている。舛添大臣には、

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。これが収益を上げるビジネスになり得る可能性があることが

大事だと思っている。

   地域の医師不足、高度医療の不足は、深刻であるが、これは総力を挙げて政府でや

らなければいけない課題である。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。

   医療のＩＴ化としてレセプトの電算化を進めてきているが、ＩＴ化の推進に取り組

んでいただきたい。また、新型インフルエンザ対策に、我が国でもしっかり取り組んで

いかなければいけないと思っている。

○２）底力発揮（人財力）

（岩田議員） 説明資料「『人財力』分野における成長戦略について」に基づき説明する。

   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いるが、特に１月の実

質輸出の急減の度合いは激しくて、ピークと比べると、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が、その理由の半分が所得が各国で落ちたこ
と、もう半分は保護主義で落ちたこと。その２つの要因が同じぐらい寄与したと言われ

ている。

   こういう事態の下で、学者の中には「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が、ケインズであるという意味

では、やはり雇用である。日本の場合には、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いけない。労働力人口自体は 0.5～１％減っているの
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」

ということだと考えている。極めて重要な課題である。

   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うと、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る。特に質的な向

上ということを考えると、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である。
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   論点の第１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みを強めるということである。１ページ目の中段に、企業の

教育訓練投資の割合が出ているが、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。

   人材育成については、正社員と正社員以外では企業の中でも相当格差が大きい。更

に、教育訓練の費用のうち、財政支出で見ている割合を見ると、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いる。

そういうことで、人材育成の強化ということが、極めて大事である。

   既にジョブ・カード制度等が実施されており、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る。こういうものも飛躍的に拡大する必要がある。

イギリスの「若者ニューディール・プログラム」では、1998 年～2002 年にかけて
約 41万人の新しい雇用を生み出したといわれている。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、このトランポリン型

支援というものだが、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については、以前申し上げたことがあるが、ここ

では労使で協調して基金をつくって教育訓練を保障するということが行われている。

   更に派遣会社については、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

することが重要である。

   ２ページ目の論点２では、先ほどのイノベーションの部分に関係するが、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。既に先端医療開発特区

をスーパー特区として位置づけているが、ここでは特に、環境エネルギー分野について、

環境エネルギー技術革新特区としてスーパー特区をもう一つ設けたらどうかというこ

とである。

   論点３は人材育成ということで、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。日本の大学で圧倒的に弱いと思うのは、大学における外国人の研

究者の比率で、４分の１か５分の１と、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。

論点４としては、日本でも博士課程修了者が随分増えている。毎年 1.6万人修了する
方が出ている。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。ポストドクターといわれていて、ここにはミスマッチがあるのではないかと考

えている。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考えている。

（舛添臨時議員） 説明資料「企業等における「人財力」強化の取組への支援について」

に基づき説明する。

   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

について説明する。

   これは、昨年４月からスタートした制度で、フリーターや子育て終了後の女性、母

子家庭の母親などの、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やかなキャリア・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。
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   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、民間教育訓練機関に委託して行う委託型訓練がある。

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いて、訓練を実施する企業に対する助成を大

幅に拡充している。

   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

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や対象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

いる。 

2ページ目の進捗状況をご覧いただきたい。
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。実践的な職業訓練開始者数の累計は、年間目標数５万 4,000人に対して１月末で３
万 1,000人となっている。
雇用型訓練については、１月末で対象者が 1,200 人となっているが、現在 2,000 社

以上の企業から申し込みをいただいている。

   先ほど申し上げたように、第二次補正予算で企業に対する助成率を引き上げている

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いる。

   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。

（塩谷臨時議員） 資料の１ページから御説明する。

   まずは、教育全般については、教育基本法を改正した後、昨年は学習指導要領を改

定し、その一部を前倒しして今年からスタートする。企業あるいはいろんな社会に出て、

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。まずは教育基本法と新しい学習指導要領に基づき、

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、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いる。

   そういう中で、理数教育の問題については、新しく理数の時間を増やしたり、内容

も増やしたりしたが、それを指導する教員の質の向上、そして配置、これも予算で計上

しているが、やはり定数の問題が非常にネックになっている。現在はいわゆる 40人学
級を基本としているので、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。そこら辺のところを検討してしっかりと方向性を定めて、例

えば理科教師については、これは後で申し上げるが、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うので、そういった活用の仕方をす

ることが大事だろう。

   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、そういったものを育んで

いかないと、将来研究者になった時になかなか研究に没頭することができないなどの課

題も出てくるので、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。

   ２ページ目。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

スドクの問題であるが、企業が求める人材と研究者とのミスマッチがなかなか多く、こ

れについても、できるだけポスドク、研究者のキャリアパスのいろんなパターンを考え

ることが、まず一つある。
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   そして、先ほど申し上げたように、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いて、そういったシステムを是非これから開発し、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、次に企業

へ行っても使える人間になるということだと思うので、ここら辺を大いに活用してもら

いたい。

   それから、特に若手研究員が少なくなってきたことで、資料の別紙にあるが、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％と下がっている。人件費
抑制という課題に対して、やはり大学の基盤的経費を大幅に増やしていかないと、限界

にぶち当たっているのが現実であり、ここも是非検討していただくことが大事である。

   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

いうか、簡単に言うとセールスマンだが、大学でこういう人材がいるから使ってくれと

いう、専門的な人材を養成し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、大学にはそういう発想が少ない。アメリカなどは相当そこ

ら辺で、企業側もそれにかなり誘発されることがあるので、日本の場合は、そこら辺の

ところが少ない。

それから、国際的なプレゼンス強化を目指し、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、英語だけの講座もたくさんつくり、研究

交流をすることを現在進めており、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。各大学でそれぞれ強いところを持っているから、

そこら辺は連携し、国家戦略としてそういった学術交流的な人的なつながりを持ち、効

果的な両国の交流を進める中で、人材も養成していくことを、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である。

   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、改めて基礎研究のレベルの高さ

を証明した。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、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、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月頃までには練ってまいりたい。

これについても若手研究者が自由な発想ができることが１つの大きなポイントなの

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

員の話もあり、できるだけ研究体制を厚くし、そういう中からいろんなアイデアが出て

くると思うので、特に基礎科学力強化を一つの柱として、今後、技術革新あるいは研究

開発に力を入れていくこと、この分野で人材を育成することが我が国にとって大きな一

つの方向性である。

（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

いる。ところが、人が足りないということで、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、トップレベルの高度ＩＣＴ人材候補、年間 1,500
人ぐらい必要としているという話があるが、これは大きな課題になってくる。

   インド、中国、韓国等、みんなＩＣＴ人材の育成に非常に戦略的に取り組んでいる

ので、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。

（二階議員） 現在の非正規労働者の能力開発支援について、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ったが、生活支援付きの職業訓練を提供すること

が極めて重要。産業間の労働移動の円滑化を図っていくためにも大事である。

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いるが、併せて企
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業訓練希望者のニーズを踏まえ、職業訓練を更に強化すべきである。

   そして、前は職業訓練といっても、すべて国立でやっていた。それを国立ではなく

民間でやるのがいいんだということにしたが、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で、みんな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

ている。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。

   研究開発設備の拡充についてだが、人、技術、情報が集積するイノベーション拠点

をつくることが重要。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いる。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。

   ポスドクの話があったが、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

ない。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いるが、200人の定員で始めたところ、女性あるいは派遣
労働者も含め 500人以上の応募があり、引き続きこのことに取り組んでいきたい。

   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、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る。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り、積極

的に取り組んでいきたい。

   なお、今、太陽光発電のことについて、関係者の皆さんの御協力をいただいて、か

なり積極的に進めようとしており、小学校、中学校、高等学校、更に高専等に太陽光発

電を導入しようとしているが、単にそれを導入するだけではなく、太陽光発電の導入に

より、それぞれの学校の理科教育の推進に、もっと積極的に対応していく必要があるの

ではないか。

（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った。これは、日本は育成にもっと力を入れな

ければいけないということで言われたものであるが、世界に比べて非常に弱いというこ

とか。

（鳩山議員） そういう実態があるというふうに聞いている。結局は企業にもやっていた

だくことになるかもしれないが、塩谷臨時議員の分野にも大きく関わってくる。

（張議員） 特にソフトの技術者が足らないということである。

（麻生議長） 「人財力」は間違いなく国の基盤。日本は特に資源がないから、これは絶

対のところである。国を挙げて「人財力」の強化に取り組む必要がある。

舛添臨時議員、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たが、これ

は非常に大事である。今度の予算の中で、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つは経済産業省の中小企業の資金繰り支援であり、もう１つは雇

用調整助成金であると思う。企業の経営者に会ったら、まず良かったと言われるのはこ

れである。訓練というものは、とても大事なので、職業訓練を軸にしたセーフティーネ

ットは充実をしていただかなければいけない。

もう一つは、ポスドクの活用。海外でＤｒ．が付いているか、Ｍｒ．かでは、大きく

扱いが違う。ドクターを十分活用しないといけない。

（舛添臨時議員退室）

○３）底力発揮（コンテンツ）

（張議員） 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した。この例だ
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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、

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いる。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言える。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ある。

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。

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。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。

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ある。

２つ目の論点であるが、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ある。このためには、コンテンツを実際につくっ

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。

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

り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る。

世界のコンテンツ市場は、1.3兆ドルと言われている。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成長戦略を描く必要が

ある。

（二階議員） ただいま張議員からも御指摘があったように、先般のアカデミー賞のダブ

ル受賞は、日本のいわゆるソフトパワーに火をつけるというか、大変大きな役割を果た

してくれたと賞賛すべきである。

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いる。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ふうに報告を受けている。また、現にフラン
スに伺うと、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

いろん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るから、そのことにより

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

ふうな現象も出ているということだから、この文化ということは、経済の面も大事であ

るが、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るが、これは官民の専門家の力を結集

し、ファンドを創設し、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

り組むことも大事である。

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る。具体的には、

権利の所在をリアルタイムで補足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始め、次世代の著作権取引システムづくりによって

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

することが大事である。

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る。具体的には、
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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、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

ることが期待される。コンテンツ産業を 20兆円産業にすることを呼びかけているが、
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い。

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

たことがあるが、若い人たちでこういうことをやっている人たちにもお願いしたところ、 

500人ぐらいの応募が来た。その中で、やはりすばらしいものがあり、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が、そこをどう育てるか、それらの人たちをどう誘導し

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である。

（塩谷臨時議員） 資料「日本の魅力を発信する文化振興について」に従って御説明申し

上げる。

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、

それぞれお話があったように、アカデミー賞の受賞で我が国のこの分野における底力が

あることを証明したわけである。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ん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。作品の制作の支援

や、国内外で活躍できる機会の拡大を図ってまいりたい。

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・アーカイブの充実を図るなど、さらなる振興策を検討していきたい。

次に２ページ目、「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

作権の問題であるが、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る。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ご説明申し上げる。

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Ｇｏｏｇｌｅ

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いるので、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。

（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あるが、

映像コンテンツの市場は約 5.4兆円と言われているが、その７割は放送コンテンツであ
る。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

らで見られているが、こちらからの発信力は残念ながらまだ弱い。

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、アジアの放送局を利

用し、台湾に向けて発信し、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あり、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。日本の魅力を
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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。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いるの

で、放送局や番組制作者への支援が必要になる。

海外展開の前提は権利所有の円滑化。映像コンテンツなどでも権利処理を集中的に処

理できる機構が必要になっていくだろう。

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あり、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。

（二階議員） 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

国にはあり、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る。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だが、映画庁というものがある。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が、

我々はそれから見ると少し立ち遅れているという感じだから、このことに塩谷大臣のリ

ーダーシップを期待してお願いしておきたいし、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。

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である。だから、

そういうところからすると、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。我々の方は参加するだけで精一杯。

１回のカンヌ映画祭に映画が３万本も集まってくる。

（鳩山議員） 映画などの保存センターのようなものが不十分で、このところはよろしく

お願いする。

（麻生議長） コンテンツとしていいものなのに産業にならない。すばらしいクリエータ

ーがいっぱいいるが、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。産業化していかなければいけない。

（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も取った。日本の新しいコンテンツのジャンルが

あり、メディア芸術祭の表彰対象として盛り込んである。こういったことを海外でも開

催したりして、大いに売り込めると思うので、そこら辺は自信を持ってやる必要がある。

今回、こういう受賞があったので、海外へ売り込むという点で、そういった日本のメデ

ィア芸術が持つ相当な力を活かし、特に二階議員と一緒に進めていきたい。

（麻生議長） 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。『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
一番面白い番組と言う。

（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た。

（与謝野議員） 最後に総理から御発言をいただきます。

（麻生議長） いろいろ御意見をいただき、ありがとうございました。今、お話があった

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こ

とでいい意味での刺激になったと思う。

   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、海外市場を獲得

していくことは大変大事なこと。かつて自動車が Made in Japanとして出ていったの
と同じように、Made in Japanの漫画、コミックというようなものが出てくる可能性は、
大変広まっている。経済産業省は文部科学省や総務省と連携して、具体的検討をよろし
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くお願い申し上げる。

（以 上）
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