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６．新たな価値を生み出す研究開発の推進 

(1) 我が国研究開発を巡る現状 

① 企業の研究開発投資効率の低下 

我が国の官民合計の研究開発投資総額の対 GDP 比は 3.8％(2008 年度)であり、主要国と

比べて高い水準にある。しかし、その太宗を占める企業の研究開発効率について、一定期

間の研究開発投資に対する 5年後の付加価値の比率でみると、1980年代以降、他国に比し

ても大幅に低下している。また、研究開発成果の事業化に必要な競争力のあるビジネスモ

デルの構築につながっておらず、研究開発投資が収益に結びついていない。 

 

図Ⅳ-6-1 各国の研究開発投資の対 GDP比率  

各国の研究開発投資の対ＧＤＰ比率

出所：日本：総務省統計局「科学技術研究調査報告（平成21年版）」
米国、ドイツ、フランス、イギリス：OECD「Research and Development Statistics」
（注）民間の研究開発費＝研究開発費総額－政府科学技術予算として推計

日本、米国、フランス、イギリス：2008年度、ドイツ：2007年度
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図Ⅳ-6-2 各国における企業セクターの研究開発効率の推移 

各国における企業セクターの研究開発効率の推移

出所：OECD statistics 2008-1から作成
注１：平成１４年度科学技術白書の手法を参考に、研究開発費及び付加価

値総額について現地通貨ベースで５年平均を取り、５年の差を採って
比を算出したもの。
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（注）研究開発効率

研究開発効率は、企業セクターの一定期間の研究開発投
資総額に対する、５年後の付加価値総額の比。
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② 技術に関する「自前主義」の限界 

近年、地球環境問題等の新たな課題に直面する中、その課題解決に必要な技術が急速に

高度化、複雑化している。従来、日本企業の多くは必要な技術を自社のみで開発する姿勢

が強かった（いわゆる技術に関する過度な「自前主義」）。しかし、技術の高度化、複雑化

が進む中、多くの企業にとって、必要な技術を自社内のみで開発することが困難となって

きている。こうした状況に対応するため、自社が有する技術を発展させることに加えて、

外部の技術・人材も積極的に活用することが重要となっている（いわゆる「オープン・イ

ノベーション」）。 

 

図Ⅳ-6-3 課題解決のために必要となる技術の高度化、複雑化の例 

電気自動車

自動車

化学

電機

金属

等

自動車技術、軽量化技術、モーター技術、
蓄電池技術 等

リチウムイオン二次電池

写真出典：NEDOパンフレット

材料

金属

化学

電気

等

ＬＳＩ（大規模集積回路）

電気

材料

化学

印刷

等

写真出典：NEDOホームページ
 

出所：NEDO パンフレット、HP 等 

 

図Ⅳ-6-4 企業の研究開発成果の事業化 

80年代中盤まで 80年代後半～90年代中盤 90年代中盤以降

（％）

（注）リニア型ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙとは、自社内で基礎
研究から事業化まで直線的に行うモデル。

 

出所：2003年度アンケート結果等より経済産業省作成 
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③ 主要国に比して低水準な政府研究開発投資 

我が国の研究開発投資総額において、政府の支出が占める比率は約 18％（2008年度）と

なっており、主要国に比して低い水準にある。また、政府の研究開発投資の対 GDP 比率を

見ても、約 0.7％（2008 年度）と低い水準にある。 

 

他方、産業の共通基盤技術は、研究開発に長期間を必要とし、多くの技術の融合が求め

られることから、民間による実施は困難な場合が多く、政府がその研究開発に取り組む必

要性は、ますます高まっている。 

 

④ 政府研究開発における課題解決指向不足 

研究開発のみでは、社会的課題の解決にはつながらない。研究開発成果を普及するため

の橋渡し機能の整備が必要である。 

 

需要の伸びが想定されている分野は、スマートコミュニティ分野など、技術の実用化に

向けて、国内外で大規模な実証が必要である場合や、さらに、クローズにすべき部分とオ

ープン／標準化すべき部分を選別した上で、標準化すべき部分は、政府が主導してこれを

推進することが必要である場合も多い。 

 

⑤ 技術人材育成に関する大学と産業界のミスマッチ 

大学は、産業界が求める実践的な人材の育成について、新たな教育カリキュラムの開発

や導入、大学教員の能力向上等の改革を進めていくことが必要となっている。一方、産業

界は、大学教育の向上に向けて、大学と協力して取り組んでいくことが必要となっている。 

 

(2) 今後の産業技術政策の方向性（「技術を価値につなげる国」を目指す） 

我が国は、高い技術力を成長につなげていくため、地球規模の課題解決に必要となる分

野を中心に、共通基盤技術に関する研究開発を一層充実させることに加え、その成果を迅

速に普及させていくことにより、「技術を価値につなげる国」を目指す必要がある。特に、

世界に先駆けて課題を解決するためには、研究開発から成果の普及までのプロセスをスピ

ードアップしていくことが必要である。これらを実現するため、官民が課題解決に向けた

具体的なビジョンを共有するとともに、政府が、共通基盤技術の研究開発のみならず、成

果の普及のための環境整備を一体として進めていくことが必要である。 
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図Ⅳ-6-5 課題解決を実現するための研究開発等の取組のあり方 

 

出所：経済産業省作成 

 

(3) 取り組むべき具体的政策 

① 政府研究開発投資の充実・重点化 

「新成長戦略（基本方針）（平成 21 年 12 月 30 日閣議決定）」では、「2020 年度までに、

官民合わせた研究開発投資を GDP 比の４％以上にする」ことが目標とされており、政府の

研究開発投資について、同年度までに GDP 比１％とすることが求められる。また、課題解

決指向の研究開発に重点化することが重要である。 

 

② 政府が行う研究開発プロジェクトの効果的実施 

政府の研究開発投資を成長につなげていくため、研究開発プロジェクトについて、その

成果の普及に必要な実証、国際標準化などの環境整備をパッケージとしたものに重点化し

ていくことが必要である。 

 

また、こうした政府研究開発プロジェクトの実施に当たっては、産学官の優れた研究主

体を結集することにより、課題解決のために最も効果的な体制を構築することが必要であ

る。このようなオープンイノベーションを国が主導することにより、民間の自前主義の脱

却を促進することが必要である。 

 

また、研究開発成果の市場への迅速な普及を促進するため、研究開発と同時並行で行う

ことのできる実証事業の支援スキームが重要である。 

 

こうした新たな研究開発プロジェクトは、研究開発成果の迅速な普及が期待されている

グリーン・イノベーション及びライフ・イノベーションの分野において重点的に実施して

いくことが必要である。 
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図Ⅳ-6-6 新たな研究開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの在り方  

課題解決へ直結させる環境整備
をパッケージとしたプロジェクト

実用化・普及に必要な環境整備

社会
ｼｽﾃﾑ
実証

国際
標準化

性能
安全性
評価・認証

規制の
見直し

共通
基盤
技術
の
研究
開発

大学
公的研究
機関企業

産学官が結集してｵｰﾌﾟﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを推進

実施

 
出所：経済産業省作成 

 

図Ⅳ-6-7 ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ分野における課題解決の例 

社
会
的
課
題
の
解
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・地域のエネ
ルギー需要
を最適にコン
トロールする
システムの
開発

・本年1月、国際標準
化を進める26の重
要アイテムを抽出。

・2010年度中に、うち5
～6の国際標準提案
を提案することを目
標。

・官民によるスマート
コミュニティ・アライア
ンスに国際標準化
WGを設立。

実用化のための取組状況

•米エネルギー省
傘下の研究所等
と連携し、NEDO
が米国ニューメ
キシコ州で実証
実験を実施。

日米ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ
実証実験

研究開発等 国際標準化等国外実証等

スマートコミュニティ・アライアンス（JSCA）
○平成２２年４月に発足。官民一体でｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞを含むｴﾈﾙｷﾞｰ・社会ｲﾝﾌ
ﾗの海外展開や関連機器の国際標準化を推進。
○４月時点で、約２９０社の企業が参加。

 

出所：経済産業省作成 
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③産学官が結集した新たな研究開発体制の構築 

技術に関する「自前主義」を克服し、革新的技術の開発を促進するため、産学官が結集

した新たな研究開発体制を構築することが重要である。 

 

つくば市においては、日本が強みを有するナノテクノロジー分野で、産総研、物材機構、

筑波大学、経済団体連合会が、「つくば・イノベーション・アリーナ構想」を推進している。

世界最高水準の研究開発を行うとともに、その成果の実用化、普及に必要な国際標準化や

性能・安全性の評価・認証に一体的に取り組んでおり、このような取組を強力に推進する

必要がある。また、産学官が連携した研究開発を促進するためのインセンティブの検討が

必要である。 

 

また、本構想の下で、世界水準の大学院機能を付加する構想が進められている。ここに

国内外の優れた技術人材を結集し、高度な人材育成を行い、我が国における新たな研究開

発体制のモデルとすることが必要である。 

 

図Ⅳ-6-8 つくばにおける産学官の結集   

10

＜つくば全景＞

10

産業技術
総合研究所

筑波大学

物質材料
研究機構

 

ナノテクノロジー

→SiC、グリーンデバイス、カーボンナ
ノチューブ等の研究開発体制を構築

ロボット

→ロボット安全性評価機能を構築
（移動ロボット実証実験特区に指定）

太陽電池

→太陽電池の材料評価機能を構築

※新たに180名以
上の民間研究者が
結集する等、産学
官の研究資源が
“Under One 

Roof”で集結す
る研究開発体制を
構築。

 
出所：各種資料より経済産業省作成 

 

図Ⅳ-6-9 つくば･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｱﾘｰﾅにおける世界水準の大学院機能・産業人材育成機能の付加 

世界水準のコースワーク

・英語で実施

・海外の先進大学と連携し、

世界水準の教育プログラム

複数の大学が連携し、
世界水準の教育プログラムを提供。

最先端の研究・論文指導
・最先端の設備を活用。
・一線級の研究者が指導。

筑波大学東京理科大学

芝浦工業大学 ○○大学

（独）産 総 研 （独）物材機構

・・・
【米国の大学との連携】

スタンフォー
ド大学

NY州立大学
オルバニー校

＜大学間でMOU締結＞

○○大学

△△大学

□□大学

学生・研究
員の受入

教授の
派遣

学生の
派遣

世界水準の
大学院教育

アジア人材
の育成

 
出所：経済産業省作成 
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④ 民間・地域の研究開発力強化のための環境整備 

ⅰ）企業の研究開発投資の維持・拡充 

研究開発税制の活用等により、我が国の研究開発投資総額の 7 割強を占める企業の研究

開発投資を促進していくことが必要である。また、ベンチャー企業の活動を促進するため、

第三者の資金を活用し、ベンチャー企業を創出するための支援を行うことが必要である。 

 

ⅱ）新技術の実証・海外展開の促進 

新たに開発された技術については、社会における技術実証事業を通じて効果や安全性を

明確に示すことが、その迅速な普及を図っていく上で効果的である。また、新技術を用い

た製品・システムの海外市場における迅速な展開を支援するため、国内及び海外における

技術実証、国際標準化、基準認証の展開等を推進することが必要である。 

 

新興国で拡大するインフラ需要を取り込むためには、我が国の技術力を現地で実証する

ことが効果的である。このため、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)

等の機能を活用し、新技術・システムの大規模実証を官民一体となって推進することが必

要である。 

  

図Ⅳ-6-10 官民が一体となった海外技術実証の実施  

経済産業省・ＮＥＤＯ

相手国

関連企業A

コンソーシアム

関連企業B 関連企業C

関連企業D

インフラ計画作りからの関与
技術実証支援
トップセールス 等

関連企業E

ビジネス
事業化

○産業革新機
構、ＪＢＩＣ、Ｎ
ＥＸＩ等との連
携強化

 
出所：経済産業省作成 
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図Ⅳ-6-11 米国ニューメキシコ州における NEDO のスマートグリッド実証 

○ＮＥＤＯは、米国ニューメキシコ州や有力研究所（ロスア
ラモス研究所等）とＭＯＵ（覚書）を締結。2010年～2013
年に実証研究等を実施。

変電所

マイクログリッド
5MW級

HEMS, PV, 蓄熱蓄電
スマート家電

系統監視(μ-EMS)

PVシステム 1MW 定置式電池 1MW

NAS及び鉛蓄電池

PVシステム 1MW 一般住宅（スマートメータ付き）小規模商業ビル

潮流監視

（マイクログリッド
の連系点の潮流
の変動を抑制）

出力監視
（PVの出力変
動を監視）

料金信号
（PVの変動に連動するリア
ルタイム料金信号を送る）

充放電指令
（PVの出力を抑制するよう
に充放電指令を出す）

（リアルタイム料金信号とPVの出
力に連動する蓄電方式の実証）

料金信号 料金信号

料金信号

NEDO実証範囲

 

出所：各種資料より経済産業省作成 

 

ⅲ）新技術の性能評価・安全基準の策定、認証制度の構築（再掲） 

新技術による製品・システムを普及するためには、性能や安全性を評価する基準を策定

するとともに、適合性を認証する制度を構築していくことが必要である。我が国が開発し

た新技術をアジアに展開していく観点から、アジア各国の認証能力強化を支援していくこ

とが必要である。また、蓄電池評価、太陽電池評価、ロボット安全等の研究分野で、性能・

安全性評価を行う拠点の構築についても促進することが必要である。 

 

ⅳ）地域の強みを活かした研究開発力の強化 

地域の特色ある強みを活かし、地域の産学官を結集した「先端イノベーション拠点」等

を核として、研究開発に加え、規制の許認可取得、安全・信頼性等の技術基準の策定、国

際標準化の獲得等に必要な技術データの取得支援を公的研究機関等が行うなど、成果の普

及等を含めた一体的な取組を進めていくことが必要である。 

 

⑤ 多様な技術人材の確保 

ⅰ）産業界の人材ニーズに適合した実践的な大学教育の促進（再掲） 

大学において、産業界が求める実践的な技術人材を育成するため、大学と産業界の共同

による教育カリキュラムの開発、先駆的な教育プログラムを行う大学の学生に対する給付

型奨学金の導入等に対して、官民共同による支援を検討する必要がある。 

 

ⅱ）ポスドク等博士課程修了者に対する実践的な研修の実施 

理工系博士課程修了者（ポスドク）に対しては、大学・企業の研究職以外にも、理工系
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の教員、金融機関で投資判断を行うファンドマネージャー、科学ジャーナリスト等の多様

な潜在的なニーズが存在する。今後、ポスドク人材が社会の多様な分野で活躍を促進する

ため、研究開発独法など公的研究機関等が一定期間雇用し、企業に派遣して共同研究に従

事させる等の実践的な育成プログラムの実施が必要である。 

 

ⅲ）産学官による理工系離れ対策の推進 

若者の理工系離れによる技術人材の減尐を回避するため、教育界、産業界、行政（国、

地方）、マスコミ等を結集して対策等に取り組む「科学技術人材育成コンソーシアム」を設

立する計画が進展している。このような産学官による連携体制を通じて、理科教育のベス

トプラクティスの全国展開等を推進していくことが必要である。 

 

図Ⅳ-6-12  博士課程修了者に対する実践的な育成プログラム 

 

出所：経済産業省作成 

 

図Ⅳ-6-13 「科学技術人材育成コンソーシアム」 

○本年５月１５日に、キックオフ・シンポジウムを開催。

○今後、参加・協力団体を拡大し企業人講師の探索、科学イベン
トの共同開催等を実施）

「科学技術人材育成コンソーシアム」
(事務局)日本工学会

連携による情報交換、好事例の横展開 等

教育界
（小学校、中学校、

高校、
大学、学協会等）

産業界
（企業、団体）

行
政
（国
、
地
方
）

マ
ス
コ
ミ

 

出所：経済産業省作成 
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(4) イノベーション促進のための特許制度の見直しと知財活用の促進 

① イノベーション促進のための特許制度の見直し 

イノベーションを通じた我が国の成長・競争力強化に資するため、ⅰ)活用の促進、ⅱ)

紛争の効率的・適正な解決、ⅲ)権利者の適切な保護、ⅳ)ユーザーの利便性向上という観

点から、以下のⅰ)、ⅱ)を始めとした特許制度の見直しを行う。 

 

ⅰ)イノベーション促進のための特許料金の見直し 

リーマン・ショック後の不況は、企業等における経営状態を圧迫し、知財の創造や知財

権獲得のための投資活動を急激に鈍化させるとともに、このような知財への投資の減退が

長期化した場合、将来に渡って我が国の競争力が著しく損なわれるおそれがある。こうし

た観点を踏まえ、今後、従来 5 年毎に見直しを行ってきた特許料金について、前倒しで見

直しを行い、我が国全体のイノベーションを促進する観点から、手続面の簡素化等を含め

た新たな制度設計を行う。 

 

図Ⅳ-6-14  リーマンショック前後の出願件数／審査請求件数の比較 

391,002

286,386

18,724

348,596

254,368

33,005

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

特許出願 審査請求 取下げ・放棄

2008 2009

▲10.8%

▲11.2%

+76.3%

リーマンショック

リーマンショック

 

(注)審査請求件数については、請求期間が 7年のものを除いている。 

出所：特許庁データベースより作成 

 

ⅱ) ライセンスの対抗制度の見直し 

技術の高度化・複雑化に伴い、1つの製品について、最終製品の製造に至るまでの間に、

多数のライセンス契約が締結されるなど、特許権の活用の重要性が高まっている。現行制

度では、ライセンスを受けた者は、特許庁にライセンスを登録しないと、特許権が譲渡さ

れた場合に、譲受人から差止めを受け、その特許を利用できなくなるおそれがある。一方

で、実務上、数百、数千ものライセンスが必要とされる場合、すべてのライセンスを登録

することは困難であること等から、ライセンスの登録はほとんどされておらず、既に実施

している事業が差し止められ、経済的・社会的に大きな損失を被りかねない。このため、

現行の登録によるライセンスの対抗制度を見直し、制度の利便性を高めることで、企業等

の事業継続上のリスクを低減し、事業の安定性の向上を図る。 
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② 中小企業における知財活用の促進 

「地域における中小企業の知財相談窓口」が分からないとの中小企業の声に応えるため、

中小企業の悩みをワンストップで解決する地域の拠点を都道府県毎に設置するなど、支援

の体制面の整備を進めるとともに、中小企業が事業化や海外展開に知財を活用できるよう

支援策の内容面の充実を図る。 

 

図Ⅳ-6-15 ワンストップサービスによる中小企業への知財活用支援 

中小企業知財支援
センター

中小・
ベンチャー企業

相談 専門家・支援機関等

事業委託機関
都道府県
金融機関
弁護士・弁理士 等訪問

 
出所：経済産業省作成
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７．産業全般の高度化を支える IT 

(1) 現状と課題 

① IT投資の量的・質的不足による産業の課題 

我が国の労働生産性は OECD30カ国中第 20位と低い水準にあり、ITを積極的に活用して

いる欧米諸国に比べて、我が国の農業や製造・物流業、医療産業などのサービス産業の各

産業では、IT投資の質も量も不足している状況である。 

 

IT投資の量の面では、IT支出の世界平均が GDP 比約 3％であるの対し、我が国では約 1％

にとどまっている。例えば、欧米の医療分野では、近年、政府主導で医療費全体の 2.5％

以上を IT投資に向けており、医療費全体の 1％程度という日本の水準とは圧倒的な差があ

る。 

 

また、IT投資の質の面では、例えばオランダは、人口、農耕作地ともに厳しい条件の下、

大規模施設で豊富なデータを活用、システム化を進めたことにより、農産物輸出額が米国

に次ぐ世界第 2 位となるなど、農業の高次産業化に成功している。翻って、我が国で先進

的な取組みが見られるものの、米国・韓国と比して我が国企業の多くは部門内最適にとど

まっている傾向が見られ、産業及び社会の高次化に結びつくような、「質」の向上が必要で

ある。 

 

なお、ITによる産業及び社会の高次化の背景には、近年のクラウド・コンピューティン

グの進展による情報通信インフラコストの劇的低減があることを念頭に置く必要がある。 

 

いずれにせよ、かかる観点から、各産業や社会インフラの高次化がもたらす将来像を大

胆に描いた上で、その実現に向けた動きの加速化や障害の除去のための体制整備や技術開

発、標準化、制度環境整備を進める必要がある。 
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図Ⅳ-7-1 IT 分野における労働生産性等の実績 

（出所）日本生産性本部「労働生産性の国際比較2009年版」

日本の労働生産性はOECD30カ国中第20位
（製造業はOECD25カ国中第14位）

* 1ドル ＝ 100円、1ユーロ=130円で算出 出所：厚生労働省、JAHIS、富士通、Insights、COCIR資料よりＤＩ作成
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（出所）ＤＩ「ＩＴ産業の社会システム分野への国際展開調査（ＪＩＰＤＥＣ委託）」、三菱総合研究所資料より経済産業省作成

（出所）池田英男「高生産性オランダトマト栽培の発展に見る環境・栽培技術」

○総人口は日本の16％、耕作面積は20％
○農耕には厳しい条件ながら、農産物輸出額は、米国に次ぐ世界第２位
（花き、酪農、熱帯性農産物、野菜等）

→ＩＴの活用等によって、労働生産性を１９８０年の倍以上に向上
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図Ⅳ-7-2 IT 経営の度合 
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出典：経済産業省「IT経営力指標」を用いた企業のIT利活用の現状（平成22年）

従業員1,000人以上の企業におけるIT経営の度合

 
     ステージ１：情報システムの導入   ステージ２：部門内最適化企業群   

ステージ３：組織全体最適化企業群   ステージ４：企業・産業横断的最適化企業群 

出所:経済産業省作成作成 

 

② 不十分な社会インフラの IT化 

日本を含む世界各国においては、気候変動問題や水不足問題、交通問題、医療問題を始

めとした深刻な社会的課題に直面しており、これらへの対応が急務となっている。これら

の問題の解決には、いずれも多岐にわたる情報（気候変動問題であれば各家庭・機器・個
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人の CO2排出量や排出パターン、水不足問題であれば各利水者の取水量や水質データなど）

を収集・蓄積し、分析することのできる社会インフラが必要である。すなわち、課題解決

型の ITシステムによる社会インフラの高次化がいまだ十分になされていないことが、こう

した問題の解決を遅らせているとも言える。 

 

また、社会インフラの中で、政府部門は大きな役割を占める。したがって、政府・自治

体において、その高次化を進めていくことは極めて重要である。米国や英国においては、

利用者の声を集めること自身に IT を積極活用するオープンガバメントの取組が進められ

ている。他方、我が国は諸外国と比較しても、ブルッキングス研究所のランキングでは 2008

年で 37位となるなど、諸外国と比較しても取組が遅れていることがわかる。 

 

図Ⅳ-7-3 各国電子政府の評価 

ブルッキングス研究所
E-government Country Ranking,2008より

総合得点

順位 国名 総合得点

1(1) 韓国 64.7 

2(3) 台湾 58.7 

3(4) アメリカ 53.7 

4(2) シンガポール 53.1 

5(6) カナダ 53.0 

・
・
・

37 (40) 日本 36.6 

各国の電子政府評価

年

2008年の順位と総合得点。（ ）は、2007年の順位
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出所：ブルッキングス研究所（E-government Country Rankingu2008 より） 

 

(2) 政策対応 

これまでの『ヒトとヒトとのネットワークの時代』を超え、モノとセンサがネットワー

クで繋がることによって、『あらゆるモノとモノ、モノとヒトが結びつく社会』への変革が

始まりつつある。これらの未来像は『Internet of Things』、『ユビキタス社会』といった

コンセプトでこれまで提唱されてきたところであるが、情報通信インフラコストの劇的低

減を背景に、いよいよ現実化のフェイズを迎えている。 

 

現在、『スマートグリッド』という形でエネルギー分野での革新に関する検討が先行する

形となっているが、これ以外にも、IT の利活用を通じて、農業、ものづくり、サービス、

交通、ワークスタイル、教育といったあらゆる産業や社会システムが高次化した社会像を

大胆にイメージした上で、戦略的に日本の強みが発揮できる領域を構築していくことが重

要である。 
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① 産業の高次化 

ⅰ) IT経営の推進 

IT 経営の成功事例を収集・分析・公表し、それらを集大成した IT 経営ロードマップの

普及や、IT経営に取り組む CIOによる情報交換・交流の場の設置を通じ、成功事例の収集・

普及を図る。同時に、CIO 人材の育成を推進する。 

 

ⅱ) 組込みソフトウェアの標準化・信頼性向上 

自動車や情報家電を始めとする製品には、組込みソフトウェアが搭載されている。消費

者ニーズの高度化に伴う製品の高機能化やシステム制御の複雑化に伴い、製品の組込みソ

フトウェアは爆発的に大規模化し、より複雑なものへと変貌している。これに伴い、製品

の信頼性の確保や開発の効率化が大きな課題になっている。 

 

また、組込みソフトウェアは我が国輸出製品の 6 割を支える付加価値の源泉となってい

る。組込みソフトウェアは、単に脆弱性の観点からのみならず、産業としての競争力を維

持・強化していくという観点からも、支援の必要性が大きい。 

 

組込みソフトウェアの場合、制御対象となるハードウェア素子や中央演算装置（CPU）、

オペレーティングシステム（リアルタイム OS）などのプラットフォームが多種多様に組み

合わされており、従来のソフトウェア開発にはない様々な制約が存在する。これが組込み

ソフトウェアの開発を一層難しいものとしているが、こうした製品では、より早期の市場

投入がより大きな利益を生み出すため開発期間も短くなる傾向がある。こうした観点を踏

まえると、我が国産業の競争力を維持・強化するためには、「より複雑で規模の大きいソフ

トウェアをより短い期間でより高い品質を維持しながら開発する」ことが不可欠となる。 

 

こうした課題を解決するため、ソフトウェアのみならず、半導体などのハードまで含め

た共通領域について、業界横断的に共同開発を行い、標準化を実現していくことが重要で

ある。 

 

組込み分野では、製品出荷後に判明した脆弱性対策としてセキュリティパッチ・アップ

デートパッチを配布・適用する方法についてデファクト標準が存在せず、実態としてリス

クを放置せざるを得ない状況が発生している。今後の組込製品の普及を促進するためにも、

確立すべき標準化に脆弱性対策を含めることとする。 
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図Ⅳ-7-4 エレクトロニクス産業における課題と政策対応 

 

出所：経済産業省作成 

 

ⅲ) ビジネスインフラの構築 

企業間でデータ交換（EDI、化学物質管理等）を行う際には、各社独自の ID を含む多種

類の企業 IDが企業系列や業界を超えて横断的に、オープンかつ無償閲覧できることが望ま

しい。特に、中堅や中小企業がグローバル取引へとスムーズに展開できる環境整備を進め

る。 

 

ⅳ) 商取引の高次化 

インターネット上での商取引を巡るトラブルが多発していることから、ルールの整備・

明確化を図っていく。また、そうした基盤整備を諸外国とも連携して国際的に進める。 

 

ⅴ) 中小・ベンチャーの経営の高次化 

我が国経済の太宗を占める中小企業においては、多くの企業が IT投資に関する重要性の

認識が十分でなく、また IT 化を推進するための資金力と人材も不足している現状がある。

そこで、普及開発・人材面の支援策として、クラウド/SaaS等の活用による利便性が高く、

安価な IT投資を実現するために、IT経営応援隊等による IT経営実践事例等を活用した研

修等の実施や、中小 ITベンダや支援者等とのネットワーク構築の促進を行うとともに、戦

略的 IT 投資に対する減税措置などの支援ツール普及を促進し、中小・小規模企業の IT 化

を実現していく。 
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ⅵ) 農業の高次化 

農業分野では、クラウド・コンピューティングの活用による『経験知のデータ化』が進

みつつある。そこで、クラウド・コンピューティングを活用した農業生産等、ITを活用し

た先進的な農業ビジネスモデルの普及拡大を図る。例えば、ITを用いて管理された植物工

場の国内外への普及促進に取り組む。 

 

図Ⅳ-7-5 クラウド・コンピューティングを活用した農業生産等 
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(作物被害・収穫等)
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(台風・霜・冷害等)

•農業課題解決策

•農地情報

•センサ情報

農業クラウド

農地内各種情報と気象情報等を組み合わせ、分析することにより
詳細単位での生産管理が可能となる

また工業技術も組み合わせ、最適な生産手段を把握することも可能

（出所）経済産業省「クラウド・コンピューティングと日本の競争力に関する研究会」第３回資料  

 

ⅶ) ヘルスケア産業の高次化 

健康機器に内蔵されているセンサーや、サプリメント・食品の RFID/バーコードなどか

ら、多岐にわたる膨大なヘルスケア関連情報を収集・統合し、各個人の日々変化する健康

関連データと併せて、総合的に把握・分析・蓄積することによって、リモート・リアルタ

イム・テーラーメイド型のヘルスケアサービスの提供が実現できる。具体的には、医師の

経験・技術に大きく依存した診断・治療から、IT 技術を活用した診断・治療への高度化・

効率化や過去の診断履歴や DNA情報等に基づく最適化医療サービス、24 時間モニタリング

による異常の早期発見・早期対処などの遠隔医療が進む。また、これらの情報を元に、フ

ィットネスジム・食品メーカー・薬剤師・医師・自治体などは、各個人に合わせた専門的

な健康改善メニューを提示することができ、日々の改善メニュー実施による改善状況の履

歴管理と組み合わせることで、生活習慣病予防が可能となる。 

 

そこで、国際標準をベースとした国内標準の策定、関係機関への導入促進、集積した医

療情報等を医療技術の革新につなげる方策の検討、多様な事業者が参画する場合の個人情

報の取扱いルールの策定を行う。また、遠隔医療の安全性、有効性等を評価するための指

標・手段の策定及び関係データの収集と、それらを基にした費用負担のあり方の検討を行
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う。 

図Ⅳ-7-6 ヘルスケア産業の高次化 

インターネット経由

Step２

・治療計画を提示することで、非専門医であってもガ
イドラインに準拠した治療が行える。
・患者の自覚症状を診察日以外に聞き取ることで、

合併症の状態把握が可能となり、早期発見・早期治
療が可能となる。

Step３

適切なタイミングで情報を提供すると，患者の知識が増加し，
生活習慣改善が可能となる（情報薬）
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イドラインに準拠した治療が行える。
・患者の自覚症状を診察日以外に聞き取ることで、

合併症の状態把握が可能となり、早期発見・早期治
療が可能となる。

Step３

適切なタイミングで情報を提供すると，患者の知識が増加し，
生活習慣改善が可能となる（情報薬）

Step1

無線通信機能付きセンサー・センサ情報収集基盤は、
医療現場における医師・患者双方の実運用に耐えうる。
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本日の診療項目は・・・・です。・・・・について
確認してください。【治療計画立案】
血液検査の結果は・・・です。
【検査センターより収集、経年分表示】
○月○日に受診予定日のご連絡をしました。
【疾病管理業者・コールセンターからの情報】
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○月○日に△△病院で検査した結果を
お伝えします。HbA1cが・・・・です。
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最近手足の痺れを感じることはありまし
たか？【合併症早期発見】

検査結果通知

合併症早期発見

通院中断防止

（出所）経済産業省「クラウド・コンピューティングと日本の競争力に関する研究会」第３回資料  

 

② 社会システム・インフラの高次化 

ⅰ) 公共部門の高次化（電子政府・電子自治体の推進） 

今後さらに徹底的に利用者視点に立った業務改革を推進し、国民の利便性を高めるため、

以下の施策を推進する。 

 

(ｱ) 行政のオープン化の推進 

(A) ユーザー（国民）主導のサービス設計 

経済産業省が産業構造審議会情報経済分科会の審議過程において活用した『アイディア

ボックス』のような取組みを政府全体にまで拡張し、国民の声を集積・共有し、施策に反

映をする仕組みを構築する。 

 

(B) 手続き等の徹底的な簡素化（業務改革）、国民 1人 1人にきめ細かく対応したワンスト

ップサービスの検討 

利用者の利便性を向上のため、必要とする公共サービスを利用者自身がカスタマイズし

て利用できる仕組みを検討する。さらに、各行政機関にまたがる手続については、一回で

手続ができるよう公的サービスのワンストップサービスを推進する。 

 

なお、ワンストップサービスを行うためには、国民 ID・企業 ID の整備によって、一つ

の IDで各サービスが対応できる仕組みや、安全のためインターネット上で本人であること

を確認できる仕組みを構築する必要がある。 

 

また、OpenID 等を利用することによって民間の ID とも連携を図り、官民の垣根を越え

たサービス提供を実施するための環境の整備を行う。 
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(ｲ）電子行政実施に必要な基盤の整備 

(A) 行政・民間で共通利用可能な文字基盤（フォント）整備 

国が主体となって、フォントに関する権利関係を整理した上で、行政・民間で共通利用

可能な文字基盤を構築する。 

 

(B) 政府における IT調達手法の改革 

民間等の先進事例を参考に、効率的・合理的な IT調達の仕組みを作る。また、その際に

は IT産業育成の視点も重要であり、クラウドなどの新サービスの調達への対応等について

整備、改善を行う。 

 

(ｳ) 縦割りを克服し司令塔となる体制の整備 

電子政府・電子自治体を推進していく際には、省庁・自治体ごとに保有しているデータ

ベースの連携、統合や、システム間連携が必要である。また、業務改革についても、各省・

各自治体でバラバラの取組ではなく、足並みをそろえた実施が不可欠である。 

 

政府全体の司令塔となる強力な権限やリーダーシップを持った政府 CIO を創設し、継続

的に電子政府・電子自治体に向けた業務改革に取り組む体制を構築することが重要である。 

 

ⅱ) 社会インフラの高次化 

(ｱ) ITSによる交通システムの高次化 

リアルタイムの自動車走行（プローブ）情報を含む広範な道路交通情報を集約・配信し、

道路交通管理にも活用するグリーン ITS（高度道路交通システム）を推進する。 

 

また、交通流対策として、渋滞解消、車両走行制御等を実現する ITS の実用化及び普及

を促進し、運輸部門における地球温暖化対策を進めるため、自動運転・隊列走行の研究開

発、及び、CO2削減効果評価方法の確立を行う。 

 

(ｲ) 社会インフラの維持に係る技術のクラウド・データベース作成支援 

近年の団塊世代の経験豊富な技術者の退職に伴い、技術者の絶対的不足や過去の現場対

応等に関するスキル・ノウハウが十分に伝承されず、技術力が低下しているとの指摘もあ

り、熟練したインフラの維持・管理に係る技術者の知見・ノウハウをデータ化し、インフ

ラ補修の高度化を図るとともに後進の人材育成に活用することが重要である。 

 

具体的な取組としては、点検時の打音のデータベースの作成支援や、ネットワークを介

して類似する打音を検索し、内部の状態を予測する検査支援アプリケーションや構造物、

部位の亀裂、陥没などの損傷を記録したデータベースの作成を支援することによって、異

常箇所を発見した場合、類似の損傷とその補修履歴・補修方法を検索、表示するアプリケ

ーションの普及を推進する。 
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(ｳ) テレワークの推進 

テレワークの普及が進展すれば、尐子高齢化で労働力人口が減尐していく我が国にあっ

て、高齢者や子育て・介護を抱える女性・男性などの労働参加率の向上が見込まれるだろ

う。また、柔軟な働き方を希望する者の働く機会が確保されるとともに、住宅勤務等の普

及により、生産性向上を通じた我が国産業の競争力強化を図ることができる。 

 

関係四省（総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省）及び毎年開催される「テレ

ワーク推進フォーラム」と連携してテレワークの普及啓発活動を行うとともに、商店街等

が行う商業活性化の取組の一環として、商店街の空き店舗を活用した地域におけるテレワ

ーク拠点整備への支援の取組等を推進する。 

 

(ｴ) 教育の高次化 

教育現場での IT利活用促進を効果的に実施するため、授業現場でのデジタルコンテンツ

の利活用にあたっての著作権等の制約を含む環境整備について、関係府省（文部科学省等）

と連携して進める。 

 

具体的には、ヒト（産業界からのサポート体制）・コンテンツ（デジタル教材）・システ

ム（クラウド型システム等）を融合した教育現場における IT利活用の実践展開を行うとと

もに、ITパスポート試験等の高等学校・高専等への普及を推進する。 

 

(ｵ) 安全・安心の高次化 

製品事故情報や犯罪に関するデータを集約・分析・予想し、それらの情報を必要とする

人にプッシュ型で届けることによって、生活の安全・安心を実現し、同様な事故・犯罪を

未然に防ぐ必要がある。経済産業省としても、消費者庁や警察庁をはじめとする関係省庁

と連携を図り、そうした取組に貢献する。 

 

(ｶ) 地理空間情報の活用による新サービス創出 

緯度・経度・高さからなる 3次元空間情報を ID とし、時間情報や個人の嗜好などの様々

な関連データ等（地理空間情報）を紐付けて、分析・活用することによって、例えば、商

業施設内という精度で、自動的に利用者が求める商品や場所案内などを行うサービスなど

を創出する。 

 

ⅱ）社会システムの高次化による課題解決 

世界・日本が抱える気候変動問題の解決に IT が大きく貢献することで、社会システムを

高次化できるとともに、市場を拡大することができる。 

 

あらゆる産業や社会システムが ITによって高次化された姿として、街全体の課題解決型

社会システム『スマートコミュニティ』を大胆にイメージし、これの実現に向けた体制整

備、技術開発、標準化、制度環境整備を進めていく。 
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図Ⅳ-7-7 スマートコミュニティ構想 
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8. 産業構造転換に対応した人材力強化 

   

我が国産業の「グローバル競争力の強化」と、「国内雇用」を両立させるための、最も重

要なポイントは、我が国の「人材力」の強化である。人材力の強化は、一朝一夕にできる

ことではない。教育制度も含めて長期的な課題が存在しているのも事実である。他方で、

グローバル化は待ったなしである。企業においても、外国人を含めグローバル人材の積極

登用が求められ、また、既に雇用されている日本人社会人のグローバル化など、即効性あ

る対応も求められている。政府においても、「人材力」の強化を重視し、教育制度などのあ

り方など、引き続き政府全体で検討することが必要であるが、加えて、まず以下の対応を

進めるべきである。 

 

(1) グローバル高度人材の育成・呼び込み（再掲：1.(1)より） 

(2) 産業再編・棲み分けに伴う労働移動の円滑化（再掲：3.より） 

(3) 現場人材の育成（再掲：4.(3)より） 

(4) 中高齢者の「第二の人生」促進 

 

今後、我が国の人口は急速に減尐し、これに伴い生産年齢人口（15～64歳）比率が急激

に低下する一方、65歳以上の高齢者の比率が急激に高まることが見込まれる。 

 

長期的には、労働力確保、技能伝承等の観点から、高齢者を有効に活用していくことが

重要であるが、一方、2013 年からの 65 歳までの雇用確保措置義務化に向けて、各企業で

は、その処遇等に課題を抱えている。 

 

一方、高齢者の中では社会貢献活動や地域活動への参加意欲の高まりが見られる等、必

ずしも企業内部における継続雇用のみを前提にしない、活動的な高齢者が増えている。 

 

高齢者の知識や技能を活用し続ける必要性が高まる中、選択肢として、長年勤続した企

業以外の活躍の場（「第二の人生」）を提示し、その持てる能力を有効活用することが、高

齢化の中の雇用政策のみならず・産業政策としても必要不可欠である。 

 

「第二の人生」を円滑に生きるためには、定年直前になって自己のキャリアを考えるの

ではなく、ある程度早い段階から、準備をしておくことが必要である。そのためには、労

働者が自身の中小企業・ソーシャルビジネス・教育現場等での「第二の人生」を選択肢と

して検討することを、企業・社会がバックアップすることが必要である。 

 

具体的には、魅力的な「第二の人生」を送る活躍の場の発掘や情報発信による意識喚起

等を行うことが必要である。 
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図Ⅳ-8-1 年齢階級別人口の推移及び将来推計  

 

 

図Ⅳ-8-2 高齢者雇用確保の課題 
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人件費負担が増す
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る従業員の処遇の決
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保するのが難しい

特に課題はない

高齢者雇用確保の課題（複数回答/上位5項目）

出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「高齢者の雇用・採用に関する調査」（H22年3月）

 

 

図Ⅳ-8-3 高齢者の社会貢献活動への関心の高まり 

 

高齢者の社会貢献活動への関心の高まり

ＮＰＯ活動への
関心の有無 （注１）

４７．２％（平成15年）
→ ５６．１％（平成20年）

地域活動への
参加意向 （注２）

４７．７％（平成15年）
→ ５４．１％（平成20年）

出所：内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査結果」（Ｈ21年）より作成。
※ （注１）「既に活動に参加している」「今後参加したいと思っている」「関心あるがよく分から

ない」の合計、注２）「参加したい」の増加
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(5) 非正規雇用問題への対応 

① 非正規雇用への規制強化の影響 

一般に、非正規労働とは、派遣労働や、パート・アルバイト、契約社員等の有期労働契

約を言う。2000年代に入り、こうした「非正規労働」が労働者全体の 3 割を超える等、我

が国の「働き方」には変化が起きている。リーマン・ショック後に、派遣労働者を始めと

する非正規労働者の待遇の格差が大きな社会的議論を巻き起こしたことも記憶に新しい。

本年 4 月には、登録型派遣、製造業務派遣の原則禁止等を盛り込んだ労働者派遣法改正案

が国会提出された他、厚生労働省において有期労働契約の出口規制の検討が行われている

等、労働規制の強化の動きがみられる。 

 

しかし、こうした規制強化は、特に企業の行動に大きな悪影響を与える場合がある。企

業が生産拠点を海外に設置する理由の大きな要素の一つが、労働コストの低減にある。過

度の労働規制強化により、人材の採用等の労働コストを不必要に高めることは、国内雇用

の喪失に繋がるおそれがある。 

 

他方、例えば、有期労働契約については、当該雇用形態で働き続けることを希望する労

働者も存在していることが示すように、個々人の意識の変化や、高齢者・女性の社会参画

等、ライフステージにおける必要性を勘案すれば、「多様な働き方」という選択肢が用意さ

れていることは引き続き意味がある。 

 

労働規制は、ⅰ)企業の国内立地の維持・誘致とそれによる良質な雇用の創出・維持とい

う産業政策の視点と、ⅱ)個々の労働者の待遇の改善という労働政策の視点のトレードオフ

を考慮すべきものであるが、労働規制の過度の強化は、使用者のみならず労働者にとって

も望ましくない結果を招くおそれがある。 

 

図Ⅳ-8-4 高齢者の社会貢献活動への関心の高まり  
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逆輸入（労働コスト低減を目的）
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（％）

出所：「平成１８年度我が国製造企業の国内立地選択の要因変化と波及効果に関する
調査研究」（（社）日本機械鉱業連合会、（財）日本立地センター）  
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図Ⅳ-8-5 現在の雇用契約終了後の希望 

出所：平成21年度有期労働契約に関する実態調査

現在の職務形態・内容 現在の契約終了後の希望

正社員と同様の職務を行う
有期契約の社員

○43%が「正社員」
○48%が「有期の継続」

正社員よりも高度な職務を
行う有期契約の社員

○38%が「正社員」
○52%が「有期の継続」

正社員とは別の同水準の職
務を行う有期契約の社員

○34%が「正社員」
○52%が「有期の継続」

正社員より軽易な職務を行
う有期契約の社員

○26%が「正社員」
○61%が「有期の継続」

 

 

② 非正規労働者のキャリアアップについて 

非正規労働の課題解決に向けては、雇用形態そのものを過度に規制するのではなく、ど

う改善を図っていくか、という視点が必要である。非正規労働の課題は、雇用期間（雇用

保障）や賃金、キャリアアップ可能性等の面において、正規労働者との「格差」が存在す

る点に課題がある。教育訓練の機会に格差があることは周知の事実であるが、非正規労働

者が正規へとキャリアアップする機会としての「正社員登用制度」についても、制度が設

けられている企業は約 3 割に過ぎない等機会が尐ない。 

 

このため、国内の雇用機会を維持しつつ、非正規労働に就労している労働者の待遇を現

に改善し、かつ、企業の労働生産性を引き上げていくためには、非正規労働に従事する労

働者がキャリアアップできるような社会的な仕組みが必要となる。 

 

ⅰ) 雇用形態の受け皿としての「中間形態」 

具体的には、第一に、多様な働き方に対応した「雇用形態の受け皿づくり」が必要であ

る。非正規社員と正社員はその職務内容・責任範囲が大きく異なっているのが多くの企業

の実態であるため、非正規労働者を任用していくためには、正規・非正規に連続性を持た

せた「中間形態」の創設が有効な可能性が高い。 

 

「中間形態」としては、「勤務地」や「職種」等に限定がある「期間の定めのない雇用契

約」（特約付きの正社員）と考えられる。こうした形態は、既に、サービス業等ではパート・

社員のモチベーション向上策として活用されている。しかしながら、契約終了に関するル

ールが不明確であり、広く普及していないのが現状である。ルール形成は判例により行わ

れるものであるが、課題を整理し、その在り方を検討していくことが、まずは必要である。 
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図Ⅳ-8-6 正社員転換制度の有無        
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出所：企業における採用管理等の実態調査（厚生労働省）より作成 

 

図Ⅳ-8-7 中間形態のパターン 

出所：(独)労働政策研究・研修機構「Business Labor Trend 2007.6」
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ⅱ) 非正規労働者に対する職業訓練の実施 

個々の労働者が実際にキャリアアップするためには、職業訓練が必要である。しかし、   

非正規社員に対する訓練は、企業内においては提供されにくく、労働者の個人的な取組へ

の依存が大きいため、社会的な対応が必要である。そのため、正規化を希望する、非正規・

在職の労働者に対する職業訓練の強化や、キャリアアップのツールとなる、能力評価基準・

教育訓練が必要である。英国では、NVQ（National Vocational Qualification）という横

断的な職務基準・評価制度が存在し、職業訓練や教育もこの枠組みと連動して行われてい

る。我が国においても、非正規労働の改善に向け、「日本版 NVQ」を創設すべきである。新

規成長分野・ニーズがある分野を中心に、入社から数年程度の職務レベルで、既存の資格

類等も活用して策定していくことが、必要である。 

 

また、職業訓練や教育を当該枠組みと連動して行うことが必要である。本報告書で述べ

てきたように、我が国は産業構造の転換期を迎えている。そうした動きを先取りしつつ、

企業のニーズを踏まえて、教育・職業訓練を必要なスキル獲得に資するものとするよう、

職業訓練の見直し・強化を不断に続けていくことも必要である。 

 

図Ⅳ-8-8 正社員登用のための職業能力の必要性     
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図Ⅳ-8-9 英国の NVQの概要 

①業界団体が職種ごとの全国職務基準を作成し、特殊法人
（ＱＣＡ）が認可。

②全国職務基準に基づき、ＱＣＡの認定を受けた民間資格授
与機関が、具体的なＮＶＱを設定。

③訓練機関（企業、訓練施設等）による訓練の実施。

④民間資格授与機関から認定を受けた評価者が定期的に評
価を行うとともに、信頼性を担保するため、授与機関は訓練
機関に対する外部監査を実施。

⑤訓練終了後、評価に基づき、授与機関がＮＶＱを授与。

○１１の分野において５段階のレベルを設定した統一的な資
格制度。教育資格とも連携しており、ＮＶＱ資格の取得によ
り、高等教育機関への進学も可能。

 
出所：経済産業省作成 
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9.成長を支える産業金融・企業会計 

(1) 我が国産業金融の現状 

我が国の産業金融については様々な側面からの課題等が存在するが、特に事業者の成長

を支える上で重要な資金の供給サイドから以下のように議論を整理する。 

 

① 成長資金として活用しきれていない国内資産 

ⅰ) 家計（個人金融資産）の資産構成 

我が国の個人金融資産は、約 1,400兆円にのぼる規模を誇るが、その約半分は現預金で

保有・運用されており、この割合は、諸外国に比べて突出して高い。そのため、株式や投

信、債券などの現預金以外での資産運用がなされている比率は諸外国に比べて低い水準に

留まっている。90年代後半に行われた金融関連規制の大胆な規制緩和（いわゆる「金融ビ

ックバン」）以降、金融市場を取り巻く周辺環境は急激に変化しているが、この 10年の間、

個人金融資産の構成に大きな変化は生じていない。潤沢な個人金融資産の存在は我が国に

とって大きな財産であり、家計の資産運用行動に対して、我が国の産業の成長に寄与する

形での変化を促進できれば、預金取扱金融機関を通じた貸出や国債での運用といった形か

ら、成長資金の流れを多様化することになる。尐子高齢化や公的年金等に対する将来不安

といった外部環境の下で、資産運用は安全志向になる傾向にあり、家計から企業部門への

資金の好循環をもたらすには、個々人のライフステージや所得構成に即したリスクリター

ンのニーズにきめ細かく対応していく必要がある。 

 

図Ⅳ-9-1 個人金融資産の構成比の各国比較   図Ⅳ-9-2現預金、株式等の構成比推移 
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出所：各国資金循環統計              出所：日銀資金循環統計 

 

ⅱ) 機関投資家の資産運用 

約 1,400兆円の個人金融資産の多くを預かっているのは機関投資家であり、その資産運

用のあり方も、産業金融のあり方を考える上での重要な要素である。企業の成長段階を区

分した場合、その段階に応じて、融資等による「デット性」資金だけではなく、リスク吸

収力が高い、出資等による「エクイティ性」資金を必要に応じて調達できる環境が必要で

ある。我が国の個人金融資産の資産構成の四分の一以上を占める年金基金や保険会社の資
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産は、貸出と債券等の「デット性」資金による運用が過半を占めており、英米で株式等の

「エクイティ性」資金が最大の構成要素となっていることとは対照的である。 

 

図Ⅳ-9-3 年金基金・保険の資産構成（2007 年）  
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出所：各国資金循環統計  

 

図Ⅳ-9-4 債権、株式等の構成比推移  
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出所：日銀資金循環統計  

 

ⅲ) 国債の消化に費やされる郵政資金・公的年金資金 

ゆうちょ銀行とかんぽ生命あわせて約 300兆円の郵政資金は、平成 13 年度の財政投融資

改革により、旧大蔵省資金運用部への預託義務が撤廃され、自主運用されることとなった。

しかし、制度改革前と近時のゆうちょ銀行の資産運用を比較しても、社債購入や金銭信託

を通じた株式購入の割合等が大きく伸びているわけではなく、郵政資金の資産運用の大半

が国債購入に向けられている実態は変わっていない。約 300 兆円の郵政資金の一部を、我
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が国経済の成長の原資として運用・供給することによって資産運用の効率性改善を図るこ

とは、郵政資金を巡る今後の課題のひとつである。   

 

図Ⅳ-9-5 国債発行残高に占める投資家の構成比 ゆうちょ銀行・簡保生命の運用状況

 

出所：各社ディスクロージャー誌 

 

また、財政投融資改革の流れの中で、公的年金（年金積立金管理運用独立行政法人：GPIF）

の資産についても平成 13 年より一部市場運用が始まったが、その間、資産構成の割合は大

きく変わることはなく、資産の約 7 割が国債を中心とする国内債券によって運用されてい

る。こうした資産構成は、海外の年金基金が分散投資を進め、ベンチャーファンドやバリ

ューアップ型ファンド等へのオルタナティブ投資を進めていることとは対照的である。

GPIF が運用収益力を高め、同時に運用リスクを低減するためにも、運用資産の一部につい

てオルタナティブ投資を行い、我が国経済の活性化にも資する形で資産構成を多様化して

いくことが重要である。 

 

図Ⅳ-9-6 GPIFの資産構成割合および海外年金基金の資産構成割合 
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図Ⅳ-9-7 GPIFの資産構成割合および海外年金基金の資産構成割合 

 
出所：各種ディスクロージャー誌により作成 

 

② 成長局面に応じた金融仲介機能の不足 

企業の成長ステージを創業期・成長期・成熟期・事業拡大期・事業再生期に分解すると、

一般的には、それぞれの時期でリスクの大きさは変化し、それぞれに対応した金融仲介機

能のあり方は異なるが、我が国においては、企業が新たな成長をするために要する「成長

資金」の厚みが、以下の四つの段階で不足している。 

 

第一に、高い事業リスクが発生する創業期、成長期についてはベンチャーファンド等か

らのエクイティの供給が重要な役割を果たすが、米国・欧州と比較するとベンチャーキャ

ピタル投資の規模は非常に小さい。 

 

第二に、比較的に事業リスクが低く安定している成熟期には、銀行からの借入が事業を

円滑に進めていくための重要な資金調達手段となるほか、その他の成長ステージにおいて

もリスクキャピタル等を補完する形で銀行からの借入による資金調達は不可欠である。今

後も銀行からの安定的な「デット」性の資金供給が期待されるものの、バブル崩壊後の不

動産担保価値の長期的下落によって不動産担保を中心とする資金供給に一定の限界がみら

れるなど、銀行を取り巻くリスク環境は厳しい。 

 

第三に、積極的な事業拡大期においては、企業独自の判断で機動的に市場から資金調達

を行うことが可能な社債発行が有用な調達手段となりうるが、市場に参加する投資家等の

厚みが薄いなど、企業のニーズを十分満たす調達手段となっていない。 

 

第四に、事業再生期には、事業構造の抜本的な転換が求められるため、高いリスクを吸

収できるエクイティが重要な役割を果たすが、企業価値を長期的に向上させるバリューア

ップ型ファンドによる投資額は、諸外国に比べ著しく小さくなっている。 
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図Ⅳ-9-8 成長局面に応じた資金仲介機能の現状 

 
出所：経済産業省作成
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(2) 我が国の資金供給システムの限界と再構築に向けた課題 

我が国経済が成熟期を迎えるなか、更なる成長に向けた創業や事業再編、事業再生とい

った経済活動を支えるリスクマネーの重要性が高まってきている。ところが、従来、資金

供給の担い手であった銀行等の預金取扱金融機関は、資金調達原資が安全資産である預金

であり、金融監督規制も強化されてきていることに加え、バブル崩壊後にリスク許容度が

低下したこと等から、こうした資金ニーズを満たすことが困難な状況にある。 

 

我が国産業金融システムがこうした課題を乗り越えていくためには、銀行等からの融資

による円滑な資金供給機能は引き続き維持しつつ、厚みと幅のある産業金融システムの再

構築を図っていくことが重要である。具体的には、リスク吸収力のある「エクイティ」性

資金を供給できるプレイヤーの多様化を図り、企業が有する様々な資金ニーズに柔軟・迅

速に応えられる金融仲介機能を強化することが必要である。 

 

(3) 具体的施策 

① 成長資金を供給するプレイヤーの多様化と量の拡大 

資金の流れにおける「偏り」を排し、厚みと幅のある産業金融を実現するためには、ま

ず、産業金融における資金供給の主体を多様化し、成長資金として供給される資金量を拡

大する施策を講じることが必要である。 

 

ⅰ) 海外からの投資資金を活用するための非課税制度の利用促進 

我が国企業への成長資金の供給を担うベンチャー・バリューアップ型ファンドや社債市

場に対する海外からの投資を促進するため、海外向けの英文情報の整備等のファンド税制

および社債利子非課税措置の充実を図る。  

 

ⅱ) 公的年金や郵政資金などの活用 

 国内資金を活用するため、公的年金や郵政資金の資産の一部をオルタナティブ投資（ベ

ンチャー・バリューアップ型ファンド等）によって運用し、成長分野への投融資にも配慮

した運用を目指す。また、独立行政法人中小企業基盤整備機構による民間ファンドに対す

る出資機能を強化することで、成長分野に対するシードマネーの担い手としての役割を強

化する。 

 

ⅲ) 個人金融資産の活用に向けた税制措置 

1,400兆円の個人金融資産の半分以上を占める預貯金の一部を成長資金としてより有効

に活用することができるよう、金融商品間の損益通算拡大に向けた所要の税制措置を講じ、

個人が株式や社債等への投資がしやすい環境を整備する。 

 

ⅳ) 産業革新機構の活用 

社会的ニーズが大きく成長が見込まれる事業に対して成長資金を提供する官民ファンド

＝株式会社産業革新機構の活用を促す。 
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ⅴ) 国内外の機関投資家への国内ファンドとのトップセールス等の実施 

国内外の機関投資家は、ベンチャー・バリューアップ型ファンドへの投資機会を掴むた

めの適時適切な情報が不足している。これを補い、投資機会を増やすため、国内外の機関

投資家への国内ファンドとのトップセールス等のビジネスマッチングを実施する。 

 

図Ⅳ-9-9 成長資金を供給するプレイヤーの多様化と量の拡大 

 
出所：経済産業省作成 

 

② ファンドによるリスクキャピタル供給機能の拡充 

ベンチャーファンドやバリューアップ型ファンドは、長期的に企業価値を向上させる機

能を有しており、成長分野に対する資金の出し手として、銀行等の預金取扱金融機関を補

完する重要な役割を果たしていることを踏まえ、以下の施策を講じることにより、これら

のファンドによる金融仲介機能の強化を図る。 

 

ⅰ) 経済活性化を担うファンドの有効活用に向けた事業環境整備 

海外からの投資を呼び込むためにファンドが必要とする英文モデル約款や、国内ファン

ドの規模や経済効果等についての統計情報などを整備することにより、成長資金を仲介す

る受け皿としてファンド産業が機能するためのインフラを整備する。 

 

また、ファンドによるリスクキャピタル供給によってもたらされる創業や事業再編局面

での企業価値向上の実例などを示しつつ、適切な協力関係に基づいた国内事業者等による

ファンドの有効活用を促すための情報を作成し提供する。 

 

ⅱ) リスクキャピタルの担い手の機能強化  

ファンドへの投資経験の尐ない国内機関投資家（企業年金等）の投資ノウハウの向上を

図るため、ファンドへの投資経験が豊富な国内外の投資家の知見を活かしつつ、国内機関

投資家が国内のファンドへ投資するに際してのガイドライン等を整備する。  
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また、投資先企業と協力関係を構築しつつ、新たな成長機会を適切に把握し、国内外か

らの投資資金をリスクキャピタルとして有効に活用することのできるグローバルなベンチ

ャーキャピタリストの育成プログラムの構築を支援する。 

 

③ 社債市場の活性化 

我が国企業が成長のために必要とする長期かつ多額の資金の調達手法として、社債によ

る市場からの直接調達は非常に重要であるが、我が国社債市場は、発行における機動性、

流通市場の厚み、BBB格以下の低格付け企業の発行といった面では、起債を考える企業の

資金調達ニーズに十分に応えたものとはなっていない。このため、以下の施策を講じるこ

とにより、市場としての魅力を高めていく。 

 

・アジア域内にも開かれたプロ向け社債市場の創設 

我が国企業の適時適量の発行ニーズに応え、機動的な社債発行による資金調達を可能と

するため、簡素な発行手続によるプロ向け社債市場を創設する。また、英文開示や国際会

計基準の利用等により、海外投資家やアジア域内の多様な発行体（ソブリン、インフラ関

連、成長企業等）にとっても魅力的な社債市場とすることを通じて、我が国企業を含めた

アジア域内の多様な発行体が、現地での事業資金の調達を円滑に実施できるような厚みの

ある発行・流通市場の構築を目指す。 

 

図Ⅳ-9-10 現行の社債市場とプロ向け市場 

  

出所：経済産業省作成 
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④ 間接金融による金融仲介機能の円滑化 

厚みと幅のある産業金融を構築していくためには、銀行等の預金取扱金融機関に集中す

るリスクを代替、補完する機能の強化を進めつつも、公的金融の活用などにより、銀行等

がその潜在的な能力を発揮することも重要である。 

 

ⅰ) 経済成長に向けた対応 

経済成長のために必要不可欠な分野や、創業・転業・海外展開といった企業活動などに

おいて、民間金融機関のみでは量・質の両面で必要な資金を十分に供給できない場合には、

政策金融機関等による融資や信用補完によって、民業を補完する形で、必要な資金を提供

する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

とりわけ、中小企業は、資金調達の手段が尐なく、主に間接金融に頼らざるを得ない状

況にあるため、民間金融機関によるリレーションシップ・バンキング（企業との長期継続

的な関係を通じて企業経営者の資質やビジネスの将来性等に関する「目利き」を行う手法）

を拡充するとともに、こうした政策金融機関等の機能を有効に活用する。 

 

また、民間のみでは新たな融資手法を開発することが困難な分野では、政策金融機関が、

先進的な融資手法を開発・推進し、民間金融機関への普及の先鞭をつけるような取組を推

進していく。 

 

ⅱ) 新たな金融手法や金融インフラを活用した資金調達環境の整備 

銀行等がその潜在的な能力を発揮するためにも、不動産担保のみでなく、企業が保有す

る多様な資産を活用したリスク補完の仕組みが必要とされている。これまで企業の資金調

達に十分に活用されて来なかった動産や売掛債権等の活用を促進するなど、必要な環境整

備を引き続き実施する。 

 

図Ⅳ-9-11 銀行融資の担保の状況および企業が保有する資産の状況 

 
出所：日本銀行 量的金融指標（平成 19年度）  出所：法人企業統計 （平成 18 年度） 
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⑤ 成長を支えるインフラとしての企業会計・開示制度 

産業金融とともに、企業活動に大きな影響を与えるインフラが、企業会計・開示制度で

ある。会計制度は、投資家に対する財務報告・情報開示のみならず、株主や債権者を含む

企業関係者間での利害調整機能や課税所得計算、そして根本的に企業経営における経営判

断のベースという役割を担う。このため、会計制度のグランドデザインの方向性は、企業

や産業の発展に深く関わることになる。 

 

我が国産業界においては、我が国の商慣行や伝統的な会計実務の積み上げを基礎として、

例えば原価計算に基づく経営判断や投資決定、確定決算主義による納税が行われてきてお

り、それが中長期的視点を有する日本の経営の基盤となってきたとも言われている。 

 

一方、経済のグローバル化の進展に伴い、財務諸表の国際的な比較可能性の担保や透明

性を確保する観点から、会計基準の国際化が急速に進展している。我が国においては、現

在会計基準の「コンバージェンス」（国際会計基準と各国の国内基準との「収斂」）が進

められているが、さらに上場企業の連結財務諸表を対象に、国際会計基準（IFRS）の強制

適用について2012年を目途に判断することとされている。 

 

グローバルに活動する企業の事業活動の円滑化、また、世界中の投資家に対して比較可

能な財務情報の提供を図り、国内企業への投資を呼び込むためにも、会計基準の国際化は

必要である。 

 

その中で、上述のとおり、企業会計制度は、投資家等への情報提供機能以外にも会社法

や法人税法といった国内制度との密接な関係や企業の事業基盤や国際競争力を支えるイン

フラとしての側面を持っているため、金融不安や景気後退の振幅の増幅を招かず、企業の

設備投資や研究開発投資の過度な抑制、雇用の抑制といった事業活動への支障となること

なく、中長期的な企業の成長を促す制度設計がなされなければならない。 

 

また、開示制度について、各国での制度対応を踏まえると、四半期開示、内部統制報告

制度など我が国の情報開示制度について、国際的に見ても過剰感を感じると指摘する声も

あり、会計基準の国際化を踏まえた全体の再設計が必要である。 

 

国際会計基準の強制適用の判断に先立ち、既に会計基準の「コンバージェンス」（収斂）

が相当程度進められている。会計基準の国際化と国内制度との親和性のバランスを踏まえ

ながら、我が国の企業会計・開示制度がグローバルスタンダードから孤立することなく、

IFRSとのコンバージェンスに伴う、企業や実体経済への影響を踏まえた国内制度のグラン

ドデザインを早急に構築しなければならない。こうした検討にあたっては、今般の国際会

計基準の導入が中長期的な企業経営のあり方に与える影響の甚大さに鑑みれば、これまで

以上に、投資家や会計専門家の視点のみならず、産業界の視点を反映した形で、企業や実

体経済に与える影響を十分に踏まえた議論が行われる必要がある。 
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産業界の視点としては、我が国にとり重要な会計思想とは、企業の過度な短期業績志向

への傾倒や短期的な利益操作の可能性を当然排除する一方、財務体質の健全性を確保し、

国際競争力・収益力の持続的強化を促すとともに、どの財務諸表利用者の有用性に偏るこ

となく、投資家、経営者、その他の幅広いステークホルダーにも企業価値や業績の評価指

標として共有しやすい財務情報である。それは、①実現利益概念、②保守主義の原則、③

確定決算主義、といった伝統的な考え方により構成されている。（注） 

 

これからの会計制度を巡る検討に当たっては、企業会計が我が国経済の成長を支える基

盤となる制度であることから、成長戦略の一環であることをも認識して、検討を進めるこ

とが重要である。 

 

当面の課題としては、具体的には、以下の三点についての対応が必要である。 

 

第一に、国際会計基準の導入に当たっての、「連単分離」での検討である。上場企業など

の大企業を中心に、企業グループとしての「連結会計」と、グループ内各社単位の「単体

の会計」が存在している。IFRS では、「連結」の会計や財務諸表について国際的な整合化

を図ることが求められているが、「単体」に関しては必ずしも国際的な統一化は求められて

いない。独仏の例を見ても、単体は自国基準としている状況にある。 

 

「単体」の会計は、我が国企業の商慣行や会社法及び法人税法等の関連国内制度とも密

接な関わりがある。現在は、IFRS 導入について国内では「連結先行」と言われているが、

単体がどうなるのか明確には認識されていない。会計の国際化による実体経済への影響を

慎重に見極めながら、いったん「連結」とは切り離して、「単体」の制度のあり方を、産業

界等の当事者の意見も踏まえて、十分に検討する必要がある 

 

第二に、開示制度全体の再設計である。IFRS の強制適用を判断する際には、企業会計と

密接に関係する情報開示制度全体（四半期開示、内部統制報告制度、非財務情報開示、監

査制度のあり方等）の再設計の視点も盛り込む必要がある。企業からは、現行の開示制度

は国際的に見ても日本企業に負担が大きいのではないか、企業経営の柔軟性を奪っている

面があるのではないか、或いは、本当に役に立っているのかなどの懸念が一部に示されて

いる。当面、制度のみならずその運用についても、制度目的の達成と比較して、企業の過

剰な負担になっていないか、成長を促す制度となっているのか、といった観点から見直し

を行うべきである。 

 

第三に、非上場企業のための会計の適切な検討である。非上場企業は、我が国企業の大

部分を占め、そのほとんどが中小企業である。その実態は極めて多様である。 

非上場企業は、必ずしもグローバルな金融市場からの資金調達を必要としないのであり、

国際化の流れとは切り離し、実態に即した会計のあり方についての議論を丁寧に進めてい

く必要がある。 
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特に、中小企業については、その会計のあり方を考えるに当たって、金融機関等の債権

者との関係が重要であること、納税実務が大きい影響力を持つこと、財務会計状況の適時

適切な把握が経営判断に有用であるべきことなど、の現実的な要素を踏まえる必要がある。

また、企業規模が小さくなるほど、経理・会計に充てられる社内資源も限られている実情

にある。こうした実態と属性を踏まえ、中小企業が現実に活用できる、あるべき会計とは

何かについて、当事者である中小企業者の実態を十分勘案して検討すべきである。 

 （注：「会計基準の国際的調和を踏まえた我が国経済および企業の持続的な成長に向けた会計・開示制度のあり方

について」企業財務委員会中間報告書．平成 22年 4月） 

 

 

図Ⅳ-9-12 成長を支える企業会計の設計 

 

出所：経済産業省作成 
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Ⅴ．市場機能を最大限活かした新たな官民連携 

 「産業構造ビジョン 2010」で求める「産業構造の転換」、「企業のビジネスモデルの転換」

「グローバル化と国内雇用の二者択一からの脱却」「政府の役割の転換」の４つの転換の先

には、官と民の新たな方向性が見えてくる。 

 

 それは、官民双方がグローバル競争で勝つための血の滲むような努力をした上で、相互

の目的実現のために構築する戦略的な連携である。 

 

 民間企業は「稼ぐ」ために、グローバル競争で勝たなければならない。その結果として

「雇用」が生まれる。勝つためには、現実から目をそらしてはならない。現時点では、我

が国企業の多くは、世界の主要プレイヤーと市場の変化に遅れ、行き詰まっている。グロ

ーバル競争で勝つための事業戦略を、もう一度ゼロから見つめ直すことが必要である。「垂

直統合・自前主義」による「高品質・単品売り」で勝ち取った「成功の神話」から脱却し、

新興国市場も含めグローバルマーケットで成功するには、何が足りないのか、ビジネスモ

デルを真摯に検討することが必要である。 

 

 グローバル競争にさらされているのは、民間企業のみではない。政府も同じである。産

業の競争力強化を、国民の豊かさにつなげるには、国内で良質な雇用を生み出すことが必

要である。成長市場が新興国に移りつつある今、各国政府は、国内雇用の確保に向け、戦

略分野の支援、誘致、売込合戦など、激しいグローバル競争を展開している。我が国政府

の対応は遅れていると言わざるを得ない。国内市場に頼ることで、企業が成長し、雇用を

生み出せる時代は終焉を迎えている。政府としても、新たな戦略の構築が必要である。 

 

 そして、さらに重要なのは、需要増が見込まれる分野の特性を見てみると、こうした官

と民それぞれの自助努力のみでは、「稼ぐ」「国内で雇う」という目標達成は極めて難しい、

という事実である。 

 

 新興国で成長が期待されるインフラビジネスでは、相手国政府の関与が強い場合も多く、

民がいくら事業戦略を描いても、市場の獲得には限界が存在する。また、資金供給の面で

も、民間資金のみでは、絶対的な額が不足し、また、リスクも大きい場合が存在。こうし

た場合、民の事業戦略実現に向け、民による官の、ある種の使いこなし、が必要である。

市場の獲得に向け、「政・官・民」が連携し、トップ外交や、目的とするインフラ事業とは

直接関係のない文化、教育や別の分野での技術強力・人材育成などを、相手国のニーズに

応じて提供し、資金面でも支援するなど、政府一丸となってサポートしていくことが必要

である。 

 

 また、我が国が得意としてきた「ものづくり」の領域でも、無視できない変化が起こっ

ている。この「産業構造ビジョン 2010」でも、「どの基幹技術をブラックボックスにし、ど
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の部分をオープンにして国際標準化を目指すか」の重要性については、何度も触れてきた。

標準化すべき領域で、国際標準を獲得するためには、例えば、同じ領域での標準化を目指

している他国政府や企業との連携が必要な場合もある。技術開発についても、一つの製品

を開発するのに必要な技術要素の多様化・高度化が進展し、「自前主義」に限界が来ている。

自社の開発領域として残す部分と、複数の者による共同開発を進める部分を、選別するこ

とが不可欠である。こうした場合も、官は民のサポートができる。 

 

 このように「稼ぐ」部分で、官が民の事業戦略を理解した上で、必要な支援を実施し、

さらに官が、自らの戦略として国内雇用を目的に、「世界水準のビジネスインフラの実現」

する。これによって初めて、「稼ぎ」「国内で雇用する」という目標が達成される。 

 

 官と民は、どちらかが主導するものではない。官は官、民は民と割り切るものでもない。

他方、単なる既得権益保有者など、戦略なき企業と政府が連携することもあり得ない。 

 

「市場機能の中で民は徹底して稼ぐための事業戦略を練り、官がそれを戦略的にサポート

し、官は国内雇用の確保に必要な政策を徹底的に打つ」 

  

これが、官と民の新たな方向性である。 

 

 


