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１．はじめに ～日本の現実を改めて直視する：果断に実行あるのみ～ 

 

（具体化と実現の段階にあった「産業構造ビジョン 2010」と「新成長戦略」） 

 昨年 6 月 1 日、当部会は、日本経済の直面している深刻な行き詰まりを打開し、

再び日本経済を成長軌道に乗せ、グローバル大競争時代に打ち勝つために、官民で

共有すべき戦略として「産業構造ビジョン 2010」を取りまとめ、広く世に問うた。 

 

 同ビジョンによる政策提言は、政府全体の「新成長戦略」にも反映され、２１の

国家戦略プロジェクトと３００以上の具体的な施策の実行時期を記載した「工程表」

と併せて閣議決定された。政府は、昨年９月に「新成長戦略実現会議」を設置して

その具体化に向けた取組を開始し、本年度から新成長戦略を本格実施するべく、法

人実効税率５％引下げを盛り込んだ本年度税制改正案や本年度予算案を昨年末に取

りまとめ、国会に提出した。本年１月には、年内に見込まれる主要な成果と課題を

示した「新成長戦略実現 2011」を取りまとめ、新成長戦略は、まさにこれから「具

体化と実現」に移行する段階に入っていた。 

 

（震災後も動き続ける世界、課題を抱えたまま停滞する日本） 

 そうした矢先の本年 3月 11日、東日本大震災が発生した。地震と津波による犠牲

者・行方不明者は２万人を超え、被災地では今も数万人が避難所での生活を余儀な

くされている。被災地では生活と産業の基盤を破壊され、原子力発電所の事故も相

まって、震災は未曾有の被害をもたらした。震災からの一日も早い復旧に向けて、

官民が総力を挙げて取り組まなければならないことは論を俟たない。 

 

 しかし一方で、日本経済全体が活力を取り戻さなければ、被災地が力強く復旧・

復興を遂げることはできない。被災地が早期に復旧し、新たな活力を得て復興する

ことがなければ、日本経済全体が停滞から脱することもできない。大震災からの復

旧・復興と日本経済全体の再生は同時並行的に進めなければならない。 

 

 世界に目を転じてみれば、大震災の後も、世界経済はその歩みを止めていない。

我が国が目の前の震災対応に追われている間にも、各国の経済連携の取組や企業間

の合従連衡など、国際情勢は日々変遷し、グローバル化した経済のネットワークの

中で、企業は国境を越えた競争を日々繰り広げている。復興需要に対応するために

財政負担は増加し、時間の進行とともに、止まらない尐子高齢化の波は社会保障の

持続可能性への懸念を高めてしまう。日本経済が抱えている諸課題は、大震災の有

無に関わらず、依然としてそこに残されたままであり、むしろ刻一刻、その深刻さ

を増している。大震災が、こうした現実から目を背ける口実になるようなことがあ

ってはならない。日本国内の立地競争力の向上、税・社会保障の抜本改革、経済連

携の推進などの課題への取組は、大震災を機に、むしろ抜本的に強化されなければ
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ならない。今、必要とされることは、更なる議論よりも、講じるべき措置を速やか

に実行することである。 

 

（大震災が問う我が国経済社会の脆弱性の克服） 

大震災は、これまで我が国の経済システムが抱えていた潜在的な「脆弱性」を顕

わにするものでもあった。大震災による発電所の被災を契機として国内の電力需給

逼迫、被災地の一部企業の操業停止がもたらす全国的なサプライチェーンの寸断、

放射性物質の風評被害に象徴される情報発信力の弱さなど、新たに取り組むべき課

題が生まれている。こうした新たな課題に対して、反省すべき点を真摯に反省し、

必要な見直しを行うことによって、より強靱な経済社会を構築するきっかけとしな

ければならない。 

 

（今般の産業競争力部会での検討の位置づけ） 

 当部会では、本年 6月 1日及び 22日の二回にわたり議論を行い、大震災によって、

日本経済を取り巻く環境はどのように変化し、顕在化した課題は何なのかを特定す

るとともに、日本再生のために、どのような施策を採るべきかを具体的に検討した。

そうした議論を踏まえた、基本的な考え方について以下で示すこととしたい。 

 

政府に求められているのは、何よりも、我が国の産業が置かれた危機的な状況を

直視して、「産業構造ビジョン 2010」及び「新成長戦略」に掲げられた諸施策を早急

に実行することである。その上で、大震災を契機として生じた新たな課題にも迅速

に対処し、日本経済再生のために必要となる施策展開を行っていくことが必要であ

る。 

 

 

２．大震災は日本経済の何を変えたのか？  

～構造的課題の解決を困難にする新たな制約要因と空洞化危機の深刻化～ 

 

 大震災は、日本経済が以前から抱えていた構造的な課題を改めて浮かび上がらせ

ただけでなく、今後の経済成長を制約するおそれのある新たな要因を生じさせた。

長らく停滞が続く日本経済は、大震災を契機とする新たな問題を抱え、いわば「停

滞の中の危機」とでも呼ぶべき状況に直面している。 

 

具体的には、第一に、足下での成長期待の低下である。大震災により、被災地域

の企業の設備や産業インフラが毀損し、その後に生じた全国的な製造業の生産停止

や消費の過剰な自粛なども相まって、短期的に我が国の経済成長を大きく下振れさ

せた。また、毀損した社会インフラ等の復旧並びに復興のためには巨額の資金負担

が発生することとなるが、民間資金の適切な活用を図ると共に、現世代の連帯の下
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で財源を確保し財政支出を行うという視点が不可欠である。他方、産業界には過度

の負担が求められる可能性を懸念する声がある。 

 

 第二に、電力需給の逼迫とコスト上昇に対する懸念である。大震災による原子力

発電等の停止によって、東日本では大規模に電力供給力が低下し、今夏は例年にな

い節電・ピークシフトが必要な状況となっている。LNG・石油火力発電等による原子

力発電の代替による燃料コスト等の事業コストの上昇は、電力料金等への転嫁を通

じて、主要国と比べても高い水準にある電力料金負担を一層高めてしまうおそれが

ある。 

 

第三に、製造業に係るサプライチェーンの「脆弱性」の顕在化である。大震災や

その後の計画停電等の影響で、我が国の産業を牽引する自動車産業を筆頭に、国内

の生産能力は一時的に大きく低下し、リーマンショック直後の水準以下にまで生産

規模が縮小した。これは、期せずして一部の代替困難な部素材が特定の事業者に生

産集中していたこともあり、被災地の一部企業の復旧長期化の影響により、サプラ

イチェーンを通じて全国的に生産に支障をきたす事態が生じたものである。世界的

に有数なシェアを持つ部品については、日本以外の国でも完成品の生産停止あるい

は減産を招いている。こうした状況は、日本のどこで新たな災害が生じても、同様

の事態が起こりうることを示唆しており、そのこと自体が海外の取引先企業に対し

て不安感を与えている。 

 

第四に、海外における日本ブランドへの信頼性低下である。原子力発電所の事故

と放射線被害の拡大によって、我が国で生産される食料・農産品や鉱工業品の安全

性に対する懸念が高まり、諸外国において放射線検査等の対応が行われた。その結

果、日本で生産される物品のみならず、日本で働く従業員の間で広がった日本から

の出国の動きや、海外からの観光客の急減といった形でも現れており、日本の技術

力やリスク管理能力といった面も含め、広範な分野で日本のブランド力の低下とし

て日本経済に負の影響をもたらしている。そのことは、今後の日本製品の海外市場

獲得にあたっても、大きな足かせになるおそれがある。 

 

第五に、上記の諸点が複合的に重なり合うことによる産業の空洞化懸念の深刻化

である。そもそも震災前から、日本の期待成長率の低下もあり、需要面から国内市

場の魅力が低下し、我が国を牽引する自動車産業においても海外生産比率が高くな

るなど、需要地たる新興国等に立地を移転する動きが進んでいた。大震災は、国際

的に見て高い法人税、他の主要国に比べて遅れている経済連携協定のネットワーク

の整備といった従来から求められていた課題に加え、足下の円高傾向の継続、電力

の供給不安と電力コスト増、日本ブランドの低下などが大震災を契機とする新たな

制約要因として内外の企業に意識されつつあり、大震災を機に本来講じるべき政策
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対応が遅れれば遅れるほど、我が国の立地競争力は極めて深刻な状況に陥り、今後、

産業の空洞化が一気に加速するおそれが高まってしまう。実際に、こうした我が国

の状況のもとで、日本企業に対して海外への生産拠点の誘致を働きかける外国政府

や、取引先の外国企業から「日本外し」とも言いうる動きが見られるところであり、

こうした動きに呼応して、実際に生産拠点を海外に移転する企業も出てきている。 

産業の空洞化とそれに伴う良質な雇用の消失は、決して杞憂ではなく、現実の危

機となっている。 

 

 

３．今後の施策の方向性  

～「産業空洞化の防止」と「成長力の創出・強化」への重点的な取組 

 

 上記のような深刻な国際競争力低下と産業空洞化の危機を前にして、我が国とし

ては、産業空洞化の防止と成長力の創出・強化を２つの柱に重点化して、迅速かつ

大胆な政策対応を行っていくべきである。 

（具体的な施策のイメージについては別添を参照されたい。） 

 

（１）産業空洞化の防止 

 

現下の日本経済の直面する危機は、かつてない産業空洞化の危機である。そうし

た認識を政府部内で共有した上で、まずは何よりも、「新成長戦略」及び「産業構造

ビジョン 2010」に基づき既に講じる予定となっている施策を政府が一丸となって「実

行」に移さなければならない。 

 

 とりわけ製造業を中心とした産業界にとっては、電力の安定的で廉価な供給の確

保は、国内への立地を考える上での至上命題である。電力コスト増は、産業連関を

通じて産業横断的に生産コスト増を招き、あらゆる産業の国際競争力を殺いでしま

う。そのため、電力のユーザーたる産業界の立場からエネルギー政策を考えた場合、

①安定的な供給が確保され、②低廉な価格で調達可能であり、かつ③環境に適合し

たものであることが求められることに留意しつつ、また、経済全体を俯瞰した場合、

エネルギーコストはもとよりであるが加えて経済的な波及効果の高いエネルギーへ

の重点化等を視野にいれつつ、（イ）大震災を契機として生じた原子力の安全性、（ロ）

有事におけるエネルギーの安定供給、（ハ）エネルギー（特に電力）の供給不安・コ

スト上昇・環境負荷増大等に関する懸念 を払拭すべく、短期・中期・長期の時間

軸に沿って、必要な見直しを行っていく必要がある。 

  

（ア）産業競争力の観点からのエネルギー改革の推進 
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本部会では、国内で立地するにあたって、今後の電力需給の安定性とコストに関

して強い不安感が示された。特に、この二年間程度の短期での電力需給の安定化は、

産業空洞化を防止するための最重要課題といっても過言ではない。足下の対応とし

ては、政府が今夏から来年にかけて必要な電力供給を確保し、責任を持って需給の

安定を実現していくことを示す必要がある。 

 

原子力は、化石エネルギー、再生可能エネルギー、省エネルギーと並んで我が国

のエネルギーを担う重要な四つの柱の一つであり、国が安全性も含め責任を持って

取り組んでいかなければならない。 

 

政府においては、各電気事業者に対し、緊急安全対策の実施を本年 3 月 30 日に指

示し、この着実な実施により、炉心損傷等の発生防止に必要な安全性を確保してい

ることを確認しており、原子力発電所の運転継続及び再起動は安全上支障がない。

更に、6月 7日に安全対策の全体像を明らかにした上で、万が一シビアアクシデント

が発生した場合にも迅速に対応できるよう、直ちに措置すべき事項について指示し、

現地での立入検査等により厳格に評価した結果、措置は適切に実施されていること

を確認している。さらに今後指摘されるリスクがあれば、それらを謙虚に検討して

必要な措置を迅速に講じることを継続しつつ、これらの原子力発電所の安全性につ

いては、立地地域及び国民の皆様に丁寧に説明するとともに、非常時対応方法等、

必要な情報提供を十分に行うなど、我が国経済・国民生活全体の観点から、原子力

発電所の再起動について、理解と協力を得ていくことが不可欠である。したがって、

政府においては、我が国経済の今後の発展のためにも、原子力発電所の再起動に取

り組んでいるところである。 

 

電力制約は、我が国経済の成長にとって最大の問題であり、それへの対応は最重

要課題である。仮に定期検査等で停止している原子力発電所が再起動できない場合、

西地域の５社から東京電力及び中部電力への融通ができなくなるだけでなく、西日

本の電力需給も逼迫することが避けられない。生産等の西日本シフトもみられる中、

西日本も含めた電力需給の安定は、震災からの復興と日本経済の再生のために不可

欠である。 

 

また、原子力発電所の再起動の如何に関わらず、東京電力及び東北電力管内にお

いては、電力需給を巡る厳しい状況はしばらく続くと見込まれることから、産業競

争力への配慮を前提に、自家発などの供給力や需要家の需要削減余力といった産業

界のポテンシャルを最大限活用し、電力料金の上昇を抑えつつ、需給の安定を図る

必要がある。このため、卸電力取引所を通じた電気事業者の電力調達拡大のための

仕組みの導入や、大口需要家のピークカット効果を電力会社が購入する仕組みの導

入、自家発・住宅用太陽光発電等の導入促進、高効率照明への買い換え促進など、
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ありとあらゆる対策を講じる必要がある。 

 

 以上の取組に加えて、産業競争力の観点からのエネルギー改革として取り組むべ

き施策について述べる。 

 

まず第一に、需要サイドが主体的にピークカットに取り組む環境を整備すべきで

ある。それにより、ピーク時の需給の安定を確保し、電力コストの上昇を抑制する

とともに、電力需給逼迫・価格上昇の耐性のある産業構造への転換を進めていく必

要がある。 

 

 第二に、多様な分散型供給力を活用すべきである。蓄電池としての次世代自動車

の導入促進、再生可能エネルギー・分散型電源の導入促進のための、送配電網のス

マートグリッド化、自家発・コジェネの活用により、供給力のリスク分散や低コス

トでの供給力発掘やピーク時の需給マッチングを実現すべきである。 

 

 第三に、需要家選択肢の拡大である。需要家が直接電力の供給者を選択できる環

境を整備することにより、競争の結果としての効率化、多様な需要家ニーズに応じ

たサービスの拡充を図るべきである。 

 

 第四に、非常時への対応力強化のためのインフラ整備である。エネルギー供給産

業は民間企業で構成されているが、今回の大震災のような大規模なリスクへの備え

については、民間企業による自主的な取組にのみ委ねるのではなく、公的な関与に

より、電力の東西・北本連系線の容量拡大や広域ガスパイプライン網の拡充など、

大規模なリスクに事業者が協調して対応できるための環境を整備すべきである。 

 

第五に、革新的なエネルギー・環境技術の開発である。エネルギー制約を克服す

るためには、現状を打ち破る革新的なエネルギー技術の開発が欠かせない。体系的

（再生可能エネルギー、化石燃料のクリーン利用、省エネルギー・低炭素）かつ時

間軸を考慮した中長期的ロードマップを提示しながら、産官学の力を結集して、実

用化の近い技術で新市場を創造するとともに、既存の技術の延長線上にない「非連

続型技術」によって次の技術の発展の布石を打ち、総合的な研究開発を推進すべき

である。 

第六に、エネルギー産業の振興の促進である。エネルギー制約の克服を図る中で、

我が国が世界に先駆けて開発していくことが見込まれる再生可能エネルギー電源、

需要管理技術、革新的エネルギー技術などは、我が国に閉じずに、新興国を含む成

長市場に供給していくことができれば、大きな成長産業として期待することができ

る。風力発電設備なども、我が国の企業が部素材などで世界をリードする技術力を

有しているところであり、我が国に生産拠点の立地を促すことで、産業連関を通じ
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て我が国経済に大きな裨益が期待できることから、産業政策的にも大きな意義があ

る。 

 

（イ）サプライチェーンの強靱化 

 大震災やその後の計画停電によって、製造業に係るサプライチェーン中の基幹部

素材の生産が停止し、直接被災していない企業も含めて、全国的に生産停止や減産

を余儀なくされ、諸外国へも影響が及んだ。将にわが国の問題のみならず、わが国

発の世界的な問題であると認識し、事に当たるべきである。た。こうした事象につ

いて、反省すべき点を真摯に反省し、今後同様なことが生じないよう、教訓を紡ぎ

出し、様々な産業において広く必要な対策を講じるべきである。 

 

 今般の大震災においても、被災企業の復旧作業は被災の規模に比べれば急ピッチ

で進められた。それは、企業の「現場」を担う人々のボトムアップでの取組に支え

られたものであり、賞賛されるべきものである。しかしながら、今回我が国の雇用

を支え、世界に対しても供給責任を負う我が国の基幹産業群が、被災地とは全く関

係のない地域でも生産活動の縮小を余儀なくされ、数ヶ月にわたり震災前の状況に

回復しないという状況も生じている。今般の大震災の前から、例えば阪神淡路大震

災（1995）や新潟県中越沖地震(2007)において、特定の生産ラインや部素材の供給

停止によって完成品の全国的な生産停止に至る事態が何度も生じていたことを考え

れば、看過すべきでない問題である。 

 

 この原因には様々な要素が考えられるが、①グローバル競争の激化とともに、製

造業のサプライチェーン全体において、徹底した効率化・低コスト化が進められて

きた結果として、完成品メーカーから見た二次下請（Tier2）以下において、中核部

素材の生産が特定の企業に集中する事態が生じた（いわゆる「ダイヤモンド構造化」）、 

②メーカー毎に必要以上に独自仕様を追求した結果、小ロット生産とコスト低減の

両立を図るためサプライヤーの集中化が進展し、生産拠点の集中や新規投資の減尐

が進んだ、といった要因が指摘されている。 

 

 こうした状況を踏まえれば、サプライチェーンの中での中核分野を中心に、リス

クの所在をあらかじめ把握し、分散化・複線化を徹底することなどにより、災害対

応力を強化することが必要である。もちろん、グローバル競争に対応するために、

いわゆる「ジャストインタイム」方式を抜本的に見直したり、不要な在庫を積み増

したりすることを一律に求めるのではなく、コスト競争力とのバランスを維持しな

がら対応を考えることが肝要であるが、災害等によりサプライチェーンが途絶する

おそれがあることを放置すれば、海外の取引先等から日本製品の取引を忌避される

要因になりかねず、空洞化の一因ともなりかねないことに留意が必要である。 
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 具体的には、第一に、単一サプライヤーによる生産拠点の分散化・複線化の推進

である。あくまでコスト競争力を落とすことのないよう留意しながら、中核部素材

等の生産拠点を複数化・分散化を進め、自社の他ラインでの代替生産を可能とする

ものである。第二に、再編や事業の共同化の促進により、全国レベルでの生産拠点

の分散化を進めることである。第三に、複数サプライヤーによる災害時代替供給契

約の締結などによる体制構築を促すことである。第四に、バランスの取れた仕様・

部品の整理・共通化を行い、コアでない部素材の代替可能性を確保するとともに、

川上産業と川下産業が一体となって新部素材の開発・導入を進めることで、海外企

業に容易に転注されない優位性を確保することである。第五に、取引先を含めたサ

プライチェーン全体での BCP の再構築である。 

 

 今般の大震災を契機とした、サプライチェーンの強靱化に向けた取組に際しては、

「標準品の使用の圧力」「技術移転とライセンスの許諾を緩和することを求める圧

力」といったことにより知的財産面での競争力の弱体化が加速する恐れがある。サ

プライチェーン強靱化対策等によって従来日本の企業が進めてきた「独自技術、独

自製品、独自生産、独自供給」といった中での競争力の部分（広義の知的財産）を

損なわせることのないように留意することが必要である。 

 一方、サプライチェーン強靱化の要請に伴い標準化等が進められる場合、、別の

レイヤーで勝てる産業モデル、新しいビジネスモデルを構築する良い機会となりう

ることもある。新しい成長分野については、特にその観点から政策を展開すべきこ

とは言をまたない。 

 

 以上のことを進めるために、政府は、追加的な設備投資のインセンティブ付与、

独占禁止法上の取扱いの明確化、営業秘密の取扱方法の周知徹底、競争力に影響を

及ぼさない非コアの部品について業界の枠を超えた仕様・部品の整理共通化、新部

素材の開発・導入の促進などの面で支援策を講じていくべきである。 

 また、サプライチェーンを構成する中小・中堅企業の中には、長期にわたる生産

の停止によって財務基盤が劣化しているところもありうることから、資本性資金の

調達支援を含め、金融面で公的に支援する仕組を設けることも急務である。 

 

（ウ）我が国の立地競争力の強化 

国際的な立地競争力の比較の上で、我が国に立地する魅力を著しく削いでいる諸

要因については、政府としての早急な方針の明示と具体策の提示が必要である。具

体的には、法人実効税率を国際的な水準に引き下げていくことを早急に明らかにす

べきである。 

また、ＴＰＰ交渉への参加を可能な限り早期に決断するとともに、日欧のＥＩＡ

交渉、日中韓ＦＴＡの可能な限り早期の本格交渉開始など、高いレベルでの経済連

携を推進することで、世界のＦＴＡ競争に劣後している状況を反転させるとともに、
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急速に拡大する新興国市場を含め、法の支配、予見可能性などが貫徹される事業環

境の構築に主体的役割を果たすべきである。その際、「食と農林漁業の再生実現会議」

における震災前までの議論を踏まえ、高いレベルでの経済連携と両立する農業再生

の具体策をまとめるべきである。 

 

さらに、政府が昨年取りまとめた「日本国内投資促進プログラム」を参照しつつ、

その内容を更に充実させ、例えば、①過度な為替変動に対する為替介入を含む毅然

とした対応、②成長分野の国内立地支援、③環境や労働分野を含め国際的なイコー

ルフッティング、海外市場の取り込み、外国企業の呼び込み、迅速な企業立地の実

現といった観点からの国内規制・手続等の見直し、④アジア拠点化を推進するため

の総合的な取組の推進等、立地競争力を高めていくための対応を行うことが急務で

ある。 

 

（２）成長力の創出・強化 

 震災後の新たな課題に対応し、国際的に劣後した立地環境を国際水準に戻すだけ

では、ある意味で「マイナス」を「ゼロ」にするだけであり、その後、安定的・自

律的に民間主導で経済成長路線に回帰できる保証はない。上記（１）の取組に加え

て、日本企業の国際競争力を強化し、日本経済の今後の「成長の芽」を生み出すと

ともに、それを育んでいく制度的・社会的基盤を再構築する取組を進めていくこと

が必要である。 

 そのためには、海外市場の開拓、新たなビジネスの育成、人材力・技術力の強化

の３つの要素について支援策を拡充していくべきである。 

 

（ア）海外市場の開拓 

インフラ・システム輸出、クールジャパン戦略、新興国市場等への戦略的取組、

国際知財戦略の推進、中小企業の海外展開支援の強化など、成長を続ける新興

国等市場を獲得するための戦略的な支援を強化していくべきである。 

 

（イ）新たなビジネスの育成 

   ＩＴ融合によりグローバル市場を見据えて、産業横断的な競争力あるシステ  

  ムの設計・制御等を担うインテグレーターを育成する。加えて、ライフイノベ 

  ーションなどで世界をリードする画期的な技術やシステムを生み出すとともに、 

  起業・創業支援を抜本的に強化すべきである。 

 

（ウ）人材力・技術力の強化 

   グローバル人材等の不足している人材の育成強化については、若い人達に海

外へ飛び出していく機会を多く与え、“教育の場”と“就業の場”との連携の下、

その強化を図るべきである。加えて、十年後の成長や競争力の糧となる非連続
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型研究について、国家の総力を結集した研究開発体制を構築し、テーマを絞っ

て集中投資を行うべきである。併せて、長期的・俯瞰的な産業モデルを想定し

つつ、産学官集中連携の枠組や国際標準マネジメントを含む知財戦略を構築す

べきである。 

 

 なお、これらの支援を進めていく上で、官民の海外への情報発信力をいかにして

強化していくかということが最大の課題となることに留意し、原子力災害に関する

発信を含め、自己満足に陥らない、相手に正しい理解を得る発信をするための工夫

を継続していく必要がある。また、既に述べた高いレベルの経済連携の推進は、単

なる競争環境整備に止まらず、競争や交流がもたらす刺激、新たな経営資源の導入

などを通じて日本企業の生産性を高め、我が国の経済成長に大きく貢献することも

忘れてはならない。 

 

 

４．おわりに  

 

 これまで論じてきたとおり、大震災は、停滞を続けてきた日本経済に新たな試練

を課し、かつてない深刻な危機をもたらした。危機は、復旧・復興を急ぐ被災地だ

けを襲っているのではない。行き詰まっていた日本経済全体が、改めて、復活と転

落の明暗を分ける崖っぷちに立たされている。 

 

大震災は、日本人を目覚めさせ、日本経済の再生のきっかけとして記憶されるの

か、それとも「失われた２０年」の最後を決定付けた墓碑銘を刻んでいくこととな

るのか。それを決めるのは、今、この国に生きるすべての同時代人の手にかかって

いる。先人達は、危機を克服することを通じて新たな発展への道筋を開いてきた。

我々には、こうした危機は、改革を促進するバネとして最大限に活用するしたたか

さが求められている。 

 

「産業構造ビジョン 2010」が提起した、「官民の連携による戦略の共有」と「世界

の中で日本を見る」視座が今こそ求められている。 

 

この国の産業が衰退して、国民の豊かな生活は支えられることはない。当部会と

しては、震災を課題への対処の先送りの口実とするのではなく、戦略の具体化を早

急に進め、必要な対策を速やかに実行に移すことによって、かつてない国難とも言

うべき国際競争力低下と産業空洞化の危機を克服していくことを求めるものである。 

 


