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第２章 「多様な人的資本」による「価値創造」 

 

「多様な人的資本」による「価値創造」を実現するため、まず、多様な人材がそれぞれの

置かれた環境に応じて能力を最大限発揮できる環境を整備していくことが重要である。今後、

グローバル化が一層進む中で企業の競争力を高めるためには、多様な人材を受け入れ、能力

を発揮させつつ、組織としてのパフォーマンスを最大化するための人材戦略が不可欠である。

このため、企業における女性活躍推進の取組状況の「見える化」を進めていくとともに、就

労環境の整備に取り組み、従業員の能力を最大限発揮させ、企業の収益につなげることに成

功した企業のベストプラクティスを普及させていくことで、ダイバーシティ経営を推進して

いく。 

 

また、価値創造をリードしていく際に中核となるような、イノベーション人材やグローバ

ル人材等が育つ環境整備も必要である。このため、異分野の知識や人材が誘導する「場」の

創設や、産学連携の促進等を進めていくとともに、若者が海外で経験する機会を創出する。 

 

さらに、1000 万人規模の就業者確保、200 万人規模の職種転換が必要となる中で、円滑な

労働移動を促進する必要がある。このため、スキルや経験を有する中堅人材が学び直しによ

って、新たな成長分野で活躍するという新たな労働移動の流れを生み出すために、「人を活

かす」産業の創出・振興に取り組んでいく。さらに、就職できずにスキル・経験を蓄積する

ことができていない若年層の就労促進が重要な課題であり、若年層に対するキャリア教育の

充実や、中小企業と若者のミスマッチ解消を支援していく。 

 

スキル・経験を有する中高年における学び直しの促進、企業内人材に対するベンチャー機

会の創出、女性・高齢者・障害者等が働きやすい環境の整備等の施策を進めることは、個人

のモチベーションを高め、活き活きと働くことが出来る人が増える社会の実現につながる。 

 

また、このような人材政策は、産業構造転換、就業構造転換が進む中で、既存企業で安心

して働きながら、成長分野への円滑な労働移動を促進する橋渡し的な役割を担っていく。さ

らに、同時に、既存企業における事業資産の収益力向上と、成長分野における事業拡大・雇

用創出に大きく貢献するものである。 

構造転換の効果を最大限高める観点から、人材政策によるブリッジ機能の強化・支援を進

めていくことが重要である。 
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潜在力のある
イノベーション人材

や技術

ダイバーシティ経営

・多様な働き方・WLB

【既存企業】

事業資産の
収益力向上

ベンチャ－の創出
・大企業発の事業切り出し
・ビジネスに通じた人材に
よる経営サポート

成長分野への人材活用

・川上・川下部門
・中小企業グローバル展開

・成長産業（ヘルスケア・子育
て産業等）

ブリッジ機能の強化・支援

学び直し
人活プラットフォーム

スキルの汎用化（共通言語化）

イノベーションプラットフォーム

・異質な人材との融合
・顧客志向のビジネスプラン

【成長分野】

多様な人材の円滑な
労働移動のための環境整備

・多様な人材活用をサポートするビジネス
・若者等の中途採用促進 等

・自社の現場改善
・配置転換

・自社内での
事業買取

成長分野の
事業拡大、雇用創出

若者、女性、

高齢者、障害者 等

スキル・経験を
有する中高年
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１．多様性によるイノベーションの創出 

 

（１）「ダイバーシティ経営」（多様性を活かす経営）の推進 

 

①現状と課題 

 

産業構造は「成熟を力に」して、多様な稼ぎ頭の産業構造への転換、グローバル化、ＩＴ

ネットワーク化を進めていくことが求められている。また、就業構造についても、いわゆる

画一的、硬直的な「新卒採用、男性正社員、終身雇用」の就労モデルが限界を迎え、子育て・

介護等と仕事を両立させるワークライフバランス推進の要請が高まる等、価値創造経済の実

現に向けて「多様性を力に」するための転換が求められている。 

 

 多様な人材の能力を最大限引き出して競争力を強化する「ダイバーシティ経営」を進めて

いくためには、多様で柔軟な働き方を可能とすることで、女性、若者、高齢者、障害者、外

国人等一人一人の活躍を促進する就労環境を整備するとともに、「人を活かす」産業の振興

を通じたスキルの汎用化や学び直しの機会提供、IT による無形資産の蓄積等を進めていく

ことが必要である。 

 

このように「ダイバーシティ経営」を推進することで、①異質同士の衝突・融合によるイ

ノベーションの創出、②多様な人材を包容したグローバル展開、③ワークライフバランスの

推進による生産性向上を実現することが可能となる。 

 

 

「成熟を力に」
• 多様な稼ぎ頭の産業構造
• グローバル化
• ＩＴ・ネットワーク化

産業構造の転換

「ワーカーからプレイヤーへ」
• 画一（新卒採用、男性正社員、終身雇用）モデルの限界
• ワークライフバランスの要請

（子育て・介護等と仕事の両立）

就業構造の転換

ダイバーシティ経営

多様な人材の能力を引き出し競争力を強化

異質同士の衝突・融合による
イノベーション

多様な人材を包容した
グローバル展開

ワークライフバランスによる
生産性向上

価値創造の実現へ

• 女性、若者、高齢者、障害者、外国人等一人一人の活躍
• 円滑な労働移動の実現

– スキル汎用化／学び直し
– ＩＴによる無形資産の蓄積

「人を活かす」産業の振興

多様で柔軟な働き方
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グローバルな競争が激化する中で市場を獲得するためには、外国人材の活用が不可欠であ

るが、我が国の多くの企業では、外国人の活用はなかなか進んでいないのが現状である。他

方で、グローバル展開を進める企業においては、外国人を受け入れる就労環境を整備し、外

国人留学生の採用を含め、積極的に外国人を受け入れ、企業の業績向上につなげている例も

見られる。 

 

株式会社ローソン 太陽化学株式会社（三重県）

事業内容：コンビニのフランチャイズチェーン
従業員規模：5703名（連結）（2011年2月現在）
海外進出状況：中国に319店舗展開。

○ダイバーシティの推進

海外展開の要員としてではなく、新し
い発想や異なる価値観を取り入れる
ため、ダイバーシティの中に「外国
人」を明文化。外国人留学生を積極
的に採用。

○職務内容やキャリアパスの明確化
外国人留学生採用にあたり、キャリ
ア志向の高い学生が多いため、将来
のキャリアパスや採用目的を明確に
伝える。

○外国人社員の
意識の高さや新
しい発想により、
組織が活性化。

○キャリアパス
の明確化によ
り、優秀な外国
人留学生の獲
得・定着を目指
す。

(財)中部産業活性化センター
の調査報告書より

同社の主事業である機能性食品素材の

研究開発や営業活動をインド人副社長が
統括しており、新製品の開発や海外展開に
貢献。

また、同社では、外国人博士号取得者を
対象とするポスドク採用や独自の研修プロ
グラムを提供する等、外国人材の活用に取
り組む。

・京都の中堅製造機械メーカーでは、９７
年、日本の大学で工学博士号を取得の中
国人留学生が第１号外国人として入社。
・高学歴留学生は希有で、若手技術者の
先生のような存在となり、技術も向上。

・中国進出では、商社を使わないで直接製
品を中国企業にＰＲできるようになり、現
地企業とダイレクトな関係を構築できるよ
うになり、信頼関係構築、情報収集が飛躍
的に向上。

営業部に所属する李さん（中国）

生田産機工業株式会社（京都府）

蘇州の中国法人
・国籍に関わらず異文化を受容れる土壌が醸成。  

  

また、障害者雇用については、ハローワークを通じた障害者の就職件数が平成 23 年度は

59,367 件（対前年度比 12.2％増）と過去最高となり、就職率も 40.0％（同 0.1％増）と、

２年連続で上昇している中で、障害者の能力を最大限引き出すための就労支援を行う民間サ

ービスも出てきている。多様な人的資本の活用は社会的課題であるため、ビジネスとしての

ニーズも存在しており、このような人材能力開発をサポートする民間ビジネスが広がってい

くことが期待される。 

 

 

【企業概要】

ウイングル

【事業概要】

・障害者自立支援法に基づく就労移行支援事業所（障害者の職業訓練）と、発達障害児療育
施設を全国展開。平成24年2月現在で全国38事業所。
・就職者１人当たり経費は約250万で、業界平均に比べ1千万円以上のコストダウン。
・社会福祉経験者と企業経験者を組み合わせたスタッフ構成による、受け入れ先企業とのコ
ミュニケーション能力の高さに加え、障害者の特性・強みを踏まえた就職支援が、高い就職
率の秘訣。就労困難と言われる精神障害者が就職者の約70％を占めることも特徴。
・就学前幼児から成人までを対象にした、療育、就労支援のワンストップサービス提供が強み。

事業内容：障害者就労支援及び障害児教育事業
設立 ：2005年12月
従業員数：社員423名
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このように、多様な人材を活用した「ダイバーシティ経営」が広まりを見せつつある中で、

我が国において、潜在能力が活用されていないという意味で「ダイバーシティ経営」の中で

も最重要課題と位置付けられるのが女性の活躍推進である。 

 

（女性就労の「量の拡大」） 

「ダブルインカム・ツーキッズ」社会を実現することによって世帯所得を増加させつつ尐

子化に歯止めをかけるためには、まず、育児等との両立のための環境整備により女性の就業

継続を支援し、女性就労の「量の拡大」を図ることが必要である。しかしながら、我が国の

現状は、「第一子出産を機に離職する女性が６割超」の状況が過去 20 年以上変わらず、他の

先進国ではほぼ解消された「Ｍ字カーブ」が残存する等、課題も多い。 

 

子どもの出生年別、第１子出産前後の妻の就業経歴 

 

（出所）男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会報告書（2012 年２月） 
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女性の年齢階級別労働力率（国際比較） 
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（出所）内閣府「平成 23 年版男女共同参画白書」 

 

（女性就労の「質の向上」） 

「ダイバーシティ経営」（多様性を活かす経営）を通じてイノベーションを創出すること

によって、企業収益を拡大し、ひいては我が国経済の活性化につなげるためには、女性就労

の「量の拡大」にとどまらず、企業の意思決定に携わるマネジメント層への登用等、女性の

活躍の場を広げてその能力をフルに発揮させるための「質の向上」も同時に進めることが必

要である。 

我が国の経済社会において女性が十分に活躍できていない現状は、企業における管理職・

役員の女性比率等が国際的に極めて低水準にあることにも示されている（※１）。さらに昨

今では、欧米を始めとした主要先進国では、ポジティブアクション（※２）を導入する等の

積極的な取組により、女性活躍推進の動きは速く、我が国との格差は広がる一方である。 

（※１）我が国企業における女性比率は、係長級で 13.7％、課長級で 7.0％、部長級で 4.2％、役員級で 1.2％。 

（※２）ＥＵ諸国では企業の女性役員についてのクォータ制、韓国では規制措置（一定規模以上の企業に対し

て女性の管理職比率等について届出義務を課して業種別平均値の 60％未満の企業に対して改善命令）、

米・豪では報告義務を課した上での情報開示制度が導入（開示は、豪では義務、米では任意） 

 

（「量」と「質」の関係） 

女性就労の「量の拡大」と「質の向上」は、バランスよく進めることで、以下のような相

乗効果（シナジー）がもたらされることが期待される。我が国の女性就労は、量・質ともに、

国際的にも極めて低水準ではあるが、昨今の育児休業等の両立支援制度の拡充により、正社

員については、就業継続しやすい環境整備がある程度は進んできたと言える。その一方で、

（注）1：「労働力率」…15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合、 

2：米国の「15～19歳」は、16～19歳。 

  3：日本は、総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」（平成 22年）、その他の国は ILO「LABORSTA」より作成。 

  4：日本は平成 22年(2010年)、韓国は平成 19年(2007年)、その他の国は平成 20年(2008年)時点の数値。 
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「質の向上」が伴っていない、いわゆる「マミーズトラック」の問題（育児中の女性の職域

が限定されることでキャリアアップの途が閉ざされる）も指摘されている。 

 

このように、良質な潜在労働力が未活用となっている「女性」は、我が国最大の「人材フ

ロンティア」であり、その活躍推進は、ダイバーシティ推進の「イントロダクション」ある

いは「試金石」とも言われる。「多様な人的資本による価値創造の実現」を一つの柱とする

「成長ケース」を実現するためにも、ダイバーシティを強力に推進することが必要である。 

 

女性活躍推進の二つの側面 

相乗効果

活躍する女性のすそ野を広げる

キャリアアップのロールモデルの提供

シナジー 女性就労の
「質の向上」

女性就労の
「量的拡大」

 
（出所）経済産業省作成 

 

②施策の方向性 

 

（女性就労の「量の拡大」） 

第一子出産を機に６割超の女性が離職している現状は、企業における「統計的差別」や女

性のスキル蓄積を阻害することにもつながることから、①社会における子育て支援と②職場

におけるワークライフバランスの推進を「車の両輪」としつつ、③女性の就業促進に向けた

社会システムの変革を進めていくことが必要である。 

 

・社会における子育て支援 

「子ども・子育て新システム」の早期実現等により、株式会社の参入促進を図り、都市部

を中心とした待機児童を解消し、働く女性の多様なニーズに対応することが必要である。 

※別記「子育て支援サービスの振興」参照 

 

・職場におけるワークライフバランスの推進  

育児等で時間制約のある女性が生産性を維持・向上させながら就業継続できるよう、男性

を含めた働き方を見直すとともに、「短時間正社員」やテレワーク等、多様で柔軟な働き方

を可能とする職場環境の整備が必要である。 

※別記「多様な働き方の確立に向けた環境の整備」参照 
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・女性の就業促進に向けた社会システムの変革 

税制上の配偶者控除制度や社会保険の第３号被保険者制度は、既婚女性に就業調整（抑制）

のインセンティブを与えていることから（いわゆる「103万／130万のカベ」の問題）、「ダブ

ルインカム・ツーキッズ」社会を実現するため、こうした制度をこうした制度を就労に中立

的なものに見直すことが求められる。 

 

経済社会における女性の活躍を阻害する根本要因として、家庭内での固定的性別役割分担

が挙げられる。その背景には、「内助の功」を重んじる社会的風土と根強い意識があると言

われる。このため、小中高の家庭科教育や大学のキャリア教育等において、「個人の経済的

自立」と「社会としての持続可能性」のための「ダブルインカム・ツーキッズ」社会の実現

に向けた意識の浸透を図る。 

 

女性就労の「量の拡大」に向けた３つの施策の方向性 

車の両輪

①社会におけ
る子育て支援

②職場におけ
る両立支援

③女性の就業促進に向けた社会システムの変革

少子化に歯止めをかけつつ、女性の就業（継続）促進を図る。
 

（出所）経済産業省作成 

 

（女性就労の「質の向上」） 

一部企業（※）を除き、多くの日本企業では、女性の活躍支援について福利厚生あるいは

ＣＳＲの一環として捉えており、高度経済成長期に形成された「フルコミット男性正社員（新

卒採用）中心」の人事管理システムに強い“慣性”が働くため、全体としての動きは鈍い。 

（※）一般に、人材確保において不利な立場にある中小ベンチャー企業等、経営危機や外資との提携等を機に

組織の抜本的再編を行った企業、改革志向のトップのイニシアティブにより積極的に取り組む企業等。 

 

こうした現状を踏まえると、ダイバーシティ推進に向けた企業の自発的な取組を後押しし、

そうした動きを加速化させる施策が必要である。 

 

政府の第３次男女共同参画基本計画においては、２０２０年までに指導的地位に占める女

性の割合を３０％程度にするという目標（男女共同参画推進本部決定）に向けて、区分ごと

に具体的な成果目標を設定している。こうした目標の実現に向けた取組を個々の企業のレベ

ルで進める際に、我が国では、女性の管理職登用を含め、業種や規模等により企業ごとに状
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況が異なるため、一律的な規制は必ずしも適切ではないことから、 

－まずは、女性の活躍推進を「福利厚生やＣＳＲ」ではなく「人材活用のための経営戦略」

として捉えるという考え方を、特に経営者層に浸透させるとともに、 

－個々の企業における自主的な取組を基本としつつ、その取組状況を「見える化」（情報開

示）することで、市場からの評価を通じて、女性活躍推進に向けた努力へのインセンテ

ィブを与える方策が有効である。 

 

・企業における女性の活躍推進に関する情報開示（「見える化」）の普及促進 

ダイバーシティ推進を経済活性化につなげるため、以下のような項目（例）について、情

報開示の仕組みの普及を図る。その際、取組を進める際の課題を明確化するためにも、上記

の政府全体の目標を勘案しつつ、企業自らが女性活躍の推進に向けた目標設定と工程表の策

定を行うことが重要である。 

また、業種・規模等により状況が異なり、企業間での単純比較は困難な場合があることか

ら、同社における努力の成果（直近数年間の推移、新たな取組等）に着目するよう周知する

ことも重要である。 

 

報告項目（例） 

現状 男女別の雇用者、管理職（部長以上・課長相当）及び役員数（男女比） 

※直近（３～５年）の推移 

 男女の平均勤続年数の差 

 男女別の平均労働時間 

取組状況 女性の活躍推進・ＷＬＢのための専任組織の設置 

 両立支援制度の利用状況：男女別の育児休業の取得者数 

 柔軟な働き方のための環境整備：短時間正社員、在宅勤務、フレックス勤務制

度等の有無 

その他 

※任意 

・女性活躍による経営効果（プロダクトイノベーション、プロセスイノベーシ

ョン、人材確保の優位性、社員の意欲向上 等） 

・女性の活躍推進に向けた目標設定と工程表の策定        等 

 

       

女性活躍推進に消極的な企業を含めた全体の底上げを図るためには、情報開示について

（一定規模以上の企業に対して）義務づけを行うことが有効であるが、義務づけについては

企業負担を懸念する声もあることから、まずは、任意の情報開示の仕組みにより、その普及
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を図ることとする。そのため、この仕組みについて、大学のキャリアセンター、就職活動支

援サイトや情報誌等との連携により、学生等の就職活動における認知度を高めることにより、

積極的な取組を情報開示することが人材確保上の優位性につながるような環境を作り出す

ことが課題である。 

 

一定期間経過後、普及の状況を見て、任意の仕組みでは不十分であると認められた場合に

は、一定規模以上の企業に対する義務づけすることも含め、更なる施策のあり方について検

討を行っていく。 

 

・資本市場を通じた女性活躍推進 

「ダイバーシティ（多様性）」）が企業のガバナンスや収益力向上に資するとの観点から、

上場企業における女性活躍推進の取組状況について、機関投資家やＩＲ関係者に対する情報

開示（ＰＲ）を行う仕組みを開発することを検討すべきである（例えば、有価証券報告書の

記載事項への追加や、ＩＲ報告書におけるダイバーシティに関する記載を推奨する等）。 

英国の「スチュワードシップ・コード」(2010 年４月、ＦＲＣ公表)に倣い、機関投資家

の株主としての行動原則をとりまとめ、その中にダイバーシティの推進を盛り込むとともに、

これに従い各機関投資家が「受託者としての管理責任を果たすための方針」(投資先企業の

ガバナンス確保等)を定めて公表することを推奨することも検討すべきである。 

 

・「ダイバーシティ経営」企業の表彰制度（「100 選」（仮称））の創設 

「ダイバーシティ経営」（多様性を活かす経営）のための人事管理の仕組みやワークライ

フバランスのための働き方、両立支援制度・運用のあり方等についてガイドラインをとりま

とめ、これを審査基準として、優秀企業を選定し、「ダイバーシティ経営企業 100 選」（仮称）

として表彰を行う。 

その際、中小の製造業のように従来女性の活用が困難であった分野において、積極的に取

り組み、成果につなげている企業の“発掘”に努める。 

このように、様々な規模・業種の企業における「ダイバーシティ経営」への積極的な取組

を「経済成長に貢献する経営力」として公式に評価することで、その経営戦略上の意義に対

する認識を広く経営者層に浸透させ、積極的な取組へのインセンティブを強化する。 

「100 選」に選ばれた各社において「ダイバーシティ推進にどのように取り組み、どのよ

うな企業利益（イノベーション等）につなげたか」を分析し、ベストプラクティス集として

発信することで、ダイバーシティ推進の効果的な取組やノウハウの普及・展開を促す。 

併せて、女性を始めとした多様な人材が活躍しやすい環境整備を進めるため、企業の取組

をサポートするサービス事業者（※）に対しても「ダイバーシティ・プロモーター賞」とし

て表彰を行い、関連産業の育成・支援を行う。 

（※）育休中の能力向上・復帰支援のためのｅラーニング、テレワークやＷＬＢのコンサルサービス、

働く女性のネットワーキング、高度な専門性を持った女性を活用した在宅での調査サービス 等 
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・「経済社会課題対応事業の促進に関する法律案」による支援 

本法案により、家庭内で女性が担うことの多い育児・介護への支援や能力開発等、就業の

維持・増加等に資する製品やサービスを提供する事業計画を認定し、資金的な支援を行うこ

とで、女性の就業を促進する。併せて、こうした製品・サービスについて品質評価や情報提

供を行う法人を「需要開拓支援法人」として指定することで、その信頼性を確保し、需要開

拓を支援する。こうした分野の市場拡大は、女性の雇用拡大にもつながることが期待される。 
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（２）多様な働き方の確立に向けた環境整備 

 

①現状と課題 

 

我が国企業が価値創造力を高めていくためには、多様な知識、経験、価値観を有する人材

が相互に刺激しあう環境を構築していくことが不可欠であるが、「終身雇用・正社員・男性

中心」の就労モデルの下では、終身雇用を前提に長時間残業など会社への強いコミットが求

められる正規労働者と、従事する業務が限定的で、価値創造に参画できる機会が尐ない非正

規労働者という働き方の二極化が進んでおり、女性、高齢者、障害者等はもとより、男性に

ついても、各々が置かれた環境と能力に応じて価値創造に参画できる構造とはなっていない。 

 

特に近年では、経済の先行きが不透明な中、企業は比較的雇用調整が容易な非正規労働者

を増加させ、従来であれば正社員として雇用されていた若年層も非正規労働者として働かざ

るを得ないケースが増加しており、より多様な層が価値創造に参画できる就業構造の実現に

向けた取組みが求められている。 

 

非正規の職員・従業員数の推移 

0
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3500
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4500

正規の職員・従業員

非正規の職員・従業員

 
(出所)総務省労働力調査（単位：万人） 

 

このような中、勤務地や労働時間等が限定され、従来の正社員との均等・均衡待遇に配慮

しつつ、従来の正社員ほどには会社への強いコミットを求められない新たなタイプの働き方

の導入が始まっており、正規、非正規の二極化された就業構造を改善する仕組みとして期待

されている。 

 

このような多様な働き方が可能となる環境を整備することで、女性、高齢者、障害者など

が価値創造に参画しやすくなるばかりでなく、正規労働者になることができず、所得も職業

訓練機会も十分に与えられてない若年層の雇用の受け皿となることも期待される。また、従

来の非正規労働者よりも教育投資などがしやすく戦力化が期待できる層が出現することで、

企業の雇用戦略の幅が広がることも期待できる。 



 

275 

正規労働者と非正規労働者の教育訓練機会比較 

 

 

②施策の方向性 

 

多様な働き方を可能とする環境の整備に向けて、まずは、現在どのような多様な働き方が

行われているのか、どのような業種・業態において普及の余地があるのか、多様性の類型と

して、勤務地、勤務時間以外にどのようなものが考えられるのかなど多様な働き方について

の整理を進める。 

 

また、普及に向けた課題がないかについても検討を行い、必要に応じて、制度的な措置も

行うことで、多様な働き方が飛躍的に普及し、多様な人材が価値創造に参加できる就業構造

の実現を目指す。 

 

 

77.1％

2.7％

20.2％
仕事の範囲・労働時

間・勤務地以外の働

き方の限定は無い

仕事の範囲・労働時

間・勤務地以外の働

き方の限定がある

不明

サービス業

42.7％

製造業

17.7％

金融・保険業

7.7％

小売業

6.4％

その他

24.4％

不明

1.1％

 
 

（出所）厚生労働省「多様な形態による正社員」に関する研究会 

多様な働き方の導入形態 多様な働き方が導入されている業種 
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２．価値創造をリードする人材が育つ環境作り 

 

（１）価値を生み出す新事業を創出するイノベーション人材の発掘・活用 

 

①現状と課題 

 

当省の上場企業等へのアンケート調査によれば、我が国の企業経営者の ８ 割は現在の新

事業創造に満足していない。また、経営にあたっては、既存市場重視の傾向が強く、新市場

開拓・新ビジネスモデル構築は必ずしも十分に取り組めていない。 

 

現在の新事業創造の状況への満足度、事業戦略上の重点分野 

 

（出所）平成 23年度「新事業創造と人材の育成・活用に関するアンケート調査」 

 

特に、経営者は、新事業創造において、「技術革新」よりも、マーケットの潜在ニーズに

合わせた商品作りや、新たなビジネスモデル構築ができていないことを問題視している。 
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現在の新事業創造の状況への不満足の原因 

 
（出所）平成 23年度「新事業創造と人材の育成・活用に関するアンケート調査」 

 

 

さらに、そうした新事業創造を牽引する人材については、社内にいると回答する企業が

50％を超えるものの、その半数が「活用できていない」としている。また、こうした人材が

「社内にはいないが必要」とする割合も３割近くに上っている。 

 

現在の新事業創造人材の有無と活用状況 

 
（出所）平成 23年度「新事業創造と人材の育成・活用に関するアンケート調査」 

 

 

これらをまとめると、企業経営者は、「現場と市場ニーズを結びつけ、市場で売れる「価

値」を生む新事業を創造することができる人材が不足もしくは活用できていない」という悩

みを抱えていると言える。 
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②施策の方向性 

 

新事業創造のためには、ビジネスアイデアの段階から事業化、起業・創業の段階まで各成

長段階を一体的に支援していく必要があるが、その支援を人材面から行うにあたっては新事

業を生み出す「イノベーション人材」の発掘・活用を促すことが重要である。 

 

新事業を創造する際には、既存事業の否定や新たな価値観の提示を伴うこともあり、企業

内に「イノベーション人材」がいたとしても、同質的・硬直的な就業構造の中では、十分に

能力を発揮できていない可能性がある。企業内においても、「イノベーション人材」の発掘・

育成・活用のノウハウがなく、自社のみでの対応は難しいとのアンケート結果もあることか

ら、企業横断的な取組として素養のある人間を発掘し、事業創造を行うための鍛錬・実践の

場を提供するとともに、こうした人材の裾野を広げる観点から、産学連携により、マーケッ

ト起点の新事業を創造する人材を育成することが重要である。 

 

イノベーション人材の育成・開発の効果が上がらない、もしくは現在実施していない理由 

 
 

これらを実現していくためには、企業経営そのものが新事業創造を目指したものであるこ

とも重要である。米国、北欧等においては、イノベーション人材の育成・発掘・活用を、産

官学のトップレベルで共有するネットワークが形成されつつある。我が国においても、新事

業創造という観点から、海外の最先端の知恵・ノウハウを吸収し、かつ、企業経営や人材マ

ネジメントについて、企業の最新事例の収集や経営指標の開発等により対話・研究する機会

を増やし、国際的に発信できる新事業創造のネットワークを産官学で構築していくことを検

討すべきである。 

 

また、そうした経営者の意識改革が進む中で、社内のイノベーション人材の活用について

も活発化することが期待される。例えば、企業内でその能力が発揮できない場合や企業が求

める事業と新事業が異なる場合等には、イノベーション人材は、企業からスピンオフ等した
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方が良いケースもある。しかしながら、転職リスクを考え、こうしたスピンオフを逡巡し、

結果として人材や技術の有効に活用されないケースも多いと考えられる。このため、転職リ

スクを軽減し、スピンオフする人材を応援する環境の整備が重要となっている。 

 

こうした観点から、前述したように、例えば、一定の情報開示ルールの下で、社員のまま、

外部のプラットフォームに参加し、ビジネスプランを磨く中で、ベンチャーとしてスピンオ

フするか、現在の会社の事業として取り込むか選択できるような「場」が有効である。大企

業人材の有効活用とベンチャー創出の両方の観点から、こうした人材を鍛錬する「場」を創

設することを検討すべきである。 

 

さらに、このような取組を広げていくためには、人材を鍛錬する「場」と人材を送り出す

企業経営者のコミュニケーションを促し、イノベーション人材の発掘・活用に向けた意識を

共有することが重要である。 
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（２）産学連携によるイノベーション創出人材の育成の推進 

 

（中長期インターンシップの充実を始めとする産学連携による実践的な人材育成の推進） 

 

①現状と課題 

 

我が国大学は、研究を通じた知の提供に加え、イノベーション創出に関わる人材を育成す

る重要な機能を担っている。近年、研究対象領域が深化・拡大してきたことに伴い、大学に

おける人材育成は、特定専門領域に特化する傾向にあり、イノベーション創出を担う人材と

して産業界の要望する基礎知識と幅広い課題発見・解決能力を有する修士・博士人材を十分

に供給できていない状況が懸念される。 

その背景として、教育に関する産学間のコミュニケーションが不足しており、専門分野や

カリキュラムに関する産学間のミスマッチが生じていること、また、実際には多くの人材が

大学から産業界に供給されているにもかかわらず、大学教育は研究者養成が主眼であり、大

学教員は教育よりも研究を重視する傾向にあることが挙げられる。 

 

②施策の方向性 

 

イノベーション創出能力を鍛え、実践的な視野を身につける人材育成として、産学による

中長期研究インターンシップの取組を積極的に拡充すべきである。なお、従来型のインター

ンシップは、２週間程度の短期型が中心であり、長期のインターンシップには、産学間のマ

ッチングや学業・研究活動との調整の困難さがある。実践的視野を身につける人材育成の仕

組みを産学が協力して構築し、導入することの重要性について、産学協働人財育成円卓会議

等を活用しつつ、産学間で認識を共有するとともに、政府としても、複数大学・複数企業に

よる中長期の研究マッチングの仕組みの形成を支援していくことが必要である。 

 

英国の長期インターンシップの枠組みの事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）英国政府情報より経済産業省作成 

企業
（ﾊﾟｰﾄﾅｰ）

共同研究プロジェクトの実施（1－3年）

オーバーヘッドの支払い
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（大学改革を伴う世界的な産学連携拠点の形成） 

 

①現状と課題 

 

大学の研究開発力を基に、産学が連携してイノベーションを生み出す産学共同研究の件数

は増加しているが、研究者個人と個別企業の一対一かつ尐額研究が大半であり、産学連携活

動を担う大学研究者は一部に限られ、産学間の人材流動化も限定的であるなど、産学連携を

通じて、新たな社会課題に応えるといったイノベーションが生まれにくい構造にある。 

 

特に、我が国では、特許公開件数が多く、産業界が重視していると考えられる技術分野と、

論文被引用数が多く、大学等のアカデミアが注力していると考えられる基礎研究分野との間

にずれが存在している。産業を牽引する応用研究に対するアカデミアの貢献度が低くなって

いることの証左であり、イノベーションや産学連携を十分に意識する研究環境・研究費配分

となっていない可能性が考えられる。 

 

また、国立大学法人化以降、大学研究者は、組織運営に関する活動時間が増加し、研究活

動時間は減尐している。こうした状況の背景として、研究支援体制が不十分であることも一

因と考えられる。更に、研究環境・体制整備のための間接経費が主要国に比べて低いなど、

研究環境整備に投入できる資源が限定的であり、研究を支える環境や体制が不十分である点

が指摘されている。 

 

我が国技術の特許公開件数と学術論文の被引用数比率の関係 
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（出所）経済産業省作成 
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②施策の方向性 

 

我が国が、グローバルな研究ネットワークの一翼を担い、イノベーションを生み出し続け

るためには、国内外の企業や研究者の参画を促進して世界の知を結集した魅力ある研究開

発・産学官連携拠点を構築することが不可欠である。そのためには、拠点となる大学におけ

る仕組みを整備する必要がある。 

 

例えば、大学が、海外の優秀な研究者を自由に招聘したり、研究支援体制を充実させるこ

とが容易になるよう、外部獲得資金の積立や繰越の柔軟化を図ることが考えられる。また、

拠点において産学連携活動に参加する教職員や大学院生への給与や人件費に関するインセ

ンティブの付与や、企業活動にとって魅力的な知的財産権の蓄積や共有の仕組みを構築する

ことが必要となる。 

 

世界トップレベルの研究開発拠点・産学連携拠点の構築に向け、産学双方が、イノベーシ

ョン創出という目的意識を共有しつつ、イノベーション創出に向けて、研究環境の整備や大

学側の様々な制度改革に取り組む拠点への集中投資の拡充を図るべきである。 
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（３）若者の海外への送り出し支援 

 

①現状と課題 

 

当省の調査では、我が国の企業における日本人の「グローバル人材」5の需要は 2017 年時

点で 400 万人近くまで増加すると推計している。しかしながら、日本人の英語力は世界的に

見ても低水準であることに加え、近年では、日本からの海外への留学者数の減尐なども見ら

れるなど、グローバル人材が量・質ともに十分に育っているとは言い難いのが現状である。

実際、現在海外展開する企業のうち約８割が、日本人の若手グローバル人材が不足している

と感じている。また、若手に求める能力として、語学力に加え、外国人との商談を行い、外

国人とチームで働くことのできる実践的な能力を挙げている。近年では、語学力があり、チ

ャレンジ精神も旺盛である優秀な外国人を積極的に採用する企業も現れ始めている。 

 

このように、我が国の人材のグローバル化が進んでいるとは言い難く、今後、グローバル

社会において国際競争を勝ち抜くためには、海外ビジネスの実践の場で通用するグローバル

人材の育成が急務である。 

 

グローバル人材の需要推計（2017 年） 

 

（出所）経済産業省「大学におけるグローバル人材育成のための指標調査」（2012 年）より一部改変 

                         
5 「グローバル人材育成推進会議中間まとめ」（２０１１年６月）では、語学力・コミュニケーション能力、主体性・

積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感、異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー

などを有する人材と定義している。なお、グローバル人材の需要推計にあたっては、具体的に、日本本社で採用された者

のうち、現在の業務において他の国籍の人と英語（あるいは母国語以外の言語）で意思疎通を行う必要があるホワイトカ

ラー職の常用雇用者をグローバル人材として推計した。ここで言う「ホワイトカラー職」とは日本標準職業分類における

大分類 A～D（管理的職業従事者、専門的・技術的職業従事者、事務従業者、販売従事者）を指す。 
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ＴＯＥＦＬ(ｉＢＴ)の国別ランキング 

 
（出所）ETS-Test and Score Data Summary for TOEFL Internet-based and Paper-based Tests 

JANUARY 2010-DECEMBER 2010 TEST DATA  

 

日本人の海外留学者数の推移 

 
（出所）グローバル人材育成推進会議「中間まとめ」（2011 年６月） 

 

日本人の若手グローバル人材の充足状況  

（出所）経済産業省「グローバル人材に関する調査」（2011 年） 
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若手社員・中堅社員以上のグローバル人材の不足要件 

 

（出所）経済産業省「グローバル経済に対応した企業人材の育成に関する調査 最終報告書」（2011 年） 

 

②施策の方向性 

 

これらの現状を踏まえ、政府では、「グローバル人材育成推進会議」6において省庁横断的

に議論を行い、海外留学の促進や大学の国際化をはじめ、各種取組を進めようとしている。

特に、就職を控えた学生や若手社会人の段階で、海外ビジネスに通ずる実践的な体験を後押

しすることにより、グローバル人材としての資質・能力の向上を促進していく。 

 具体的には、学生・若手社会人等を対象に、今後成長拠点が見込まれる新興国を中心と

して、現地の海外の政府機関・現地企業・現地日系企業等におけるインターンシップ制度7を

拡充し、我が国人材のグローバル競争力の強化を図っていく。 

併せて、学生・若手社会人等の海外志向を高めるためのシンポジウム等を通じた情報発信

を行うとともに、送り出しのための環境整備を促進していく。 

                         
6 ２０１２年６月に「審議のまとめ」を取りまとめ予定。 
7 平成２４年度、経済産業省は学生・若手社会人等を対象とした新興国における海外インターンシップ

制度を創設。年間１００名程度の海外派遣を予定している。 
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（４）教育投資の拡大 

 

①現状と課題 

 

かつて「教育大国」と言われた我が国の大学進学率は、2007 年時点で 47％と、国際平均

51％を下回っており、アジアの中でも、韓国 61％、タイ 55％等より低い水準にとどまって

いる（（出所）平成 21 年度文部科学白書）。他方で、我が国の教育に要する費用は引き続き

高額化し、高等教育への支出に占める家計負担が５割を超えるなど、質の高い教育機会の拡

大に向け、資金面の課題が大きくなっている。  

高等教育費の公私負担割合 

 

（出所）文部科学省「図表でみる教育 ＯＥＣＤインディケータ（2011 年版）」 

 

こうした子どもの教育資金について、我が国では、基本的に親が負担するものという認識

の下、20～40 歳代の「親世代」が当該支出に備え貯蓄を行っている。一方、個人金融資産

の保有状況を世代別に見ると、金融資産は高齢者に偏重している。 

 

進学先別・卒業までに必要な費用    消費支出に占める教育支出のウエイト 

 
（出所）日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果 

（国の教育ローン利用勤務者世帯）（平成 23 年度）」     （出所）総務省「家計調査」 
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家計における貯蓄の理由 

 
（出所）金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査（平成 21 年）」 

 

世代別の平均家計資産額及び資産分布 

 

（出所）総務省「全国消費実態調査（平成 21 年）」 

 

こうした状況を踏まえると、十分に資産形成が出来ていない「親世代」が、苦心して貯蓄

し、子どもの教育資金を捻出している姿がうかがわれる。今後は、各世帯が子どもの教育資

金を安定的に確保できる環境を整備する必要性が高い。 

 

②施策の方向性 

 

質の高い教育機会の拡大を通じた人材の育成は、今後、我が国が尐子・高齢化、人口減尐

社会の中で長期的な経済成長を実現するために不可欠な要素と言える。 

このため、各世帯が教育資金を安定的に確保できるよう、潤沢な高齢者の金融資産を有効

に活用する施策を検討することが重要である。具体的には、「祖父母世代」が、その金融資

産を「孫世代」の教育資金に充てるための積立・資産移転を促す支援策を講じ、将来の教育

資金の確保を図ることで、着実な人材育成につなげることを検討していくべきである。 

また、こうした施策により、子どもの教育資金に不安を抱える「親世代」の負担を軽減し、

消費の拡大をもたらす効果も期待できる。 
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３．円滑な労働移動 

 

（１）「人を活かす」産業の創出・振興による社会人の「学び直し」機会の創出支援 

 

①現状と課題 

 

 既述のとおり、今後ヘルスケア、子育て、新しいエネルギー産業等の成長分野の新産業が

一定の規模に成長するとの仮定の下で２０２０年の就業構造を試算したところ、新産業は１

０００万人規模で就労者を増加させる必要がある。一方で、製造業の雇用は１５０万人規模

での減尐が見込まれており、大規模な産業間労働移動を促進することが不可欠である。 

また、同一産業内においても、付加価値の源泉がバリューチェーンの川上・川下部分に移

りつつある中、産業内・企業内職種転換を促し、こうした分野で高い付加価値を提供する人

材を育成・確保することが極めて重要となる。 

さらに、海外展開に挑戦しようとする中小製造業やサービス業におけるグローバル人材や、

ヘルスケア、子育て、新しいエネルギー産業、ＩＴ等の今後成長が見込まれる産業における、

一定のスキルや経験を有し即戦力となる人材など、成長分野では多様な人材に対するニーズ

が高まっている。 

 

今後、上記のような産業構造・就業構造の転換が進み、転換知識や経験の陳腐化が今後こ

れまで以上に早期に進行してしまう中、社会人が、自らの能力が社会の他分野でも活かせる

と気づくことや、キャリアアップのために生涯を通じた職業訓練・職業教育の機会を得るこ

と、すなわち社会人の学び直しは、極めて重要である。学び直しの結果によって、既に一定

のスキルと経験を有するが、既存分野で能力を活かし切れていない人々が、新たな分野に進

出し、新たな価値を創造する人材やバリューチェーンの高付加価値工程に従事する人材とな

ることによって、我が国全体の人的資本の底上げ、付加価値創出力の強化につながる。 

 

我が国の労働者個人の学び直しに対する意識は高く、文部科学省の社会人を対象とした意

識調査によると、約９割が「受けたい」「興味がある」と回答している。利用したい教育機

関については、大学院、大学が多い。学び直しを行う上で想定される課題としては、「仕事

が忙しい」「費用負担が大きい」等、職業生活と学習の両立に関するものが多い。また、教

育機関の選択において重視する点としては、「カリキュラムが魅力的であること」との回答

が最多である。 

 

他方で、現在の高齢化や就業構造、経済産業構造が大きく転換していく中で、自らが成長

分野で活躍した場合のキャリアの将来像や、成長分野で活躍する場合の必要な能力・スキル

について、具体的なイメージがつかめないという課題があると考えられる。また、同じ地域

内に成長分野が存在しないという地域性の問題もある。 
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これらのことから、個人自らがこれまで得た経験やスキルを活かして成長分野で活躍する

ことの具体的なイメージを持てるようにするとともに、そのために必要な能力とスキルを個

人が自発的に学び直しを行う環境を整備し、新たな分野への挑戦を後押しするための仕組み

を作ることが重要である。 

 

（出所）中央教育審議会大学分科会第５回大学規模・大学経営部会参考資料  

 

従業員を抱える企業からみても、現在多くの従業員を雇用している既存産業の企業と、成

長分野の企業とで２つの課題がある。１つは、既存産業の企業で、産業構造の変化に伴い人

材を十分に活かしきれていない企業が多いこと、もう１つは、成長分野の企業や海外展開を

考えている中小企業等で、即戦力となる優秀な人材を確保したいが、なかなか必要な人材を

確保できないことである。また、成長分野で必要とされる人材像やスキルが不明確であるこ

とも課題である。 

 

企業と従業員、両者で課題となるのは、成長分野に進出するための学び直しの具体的手法

が必ずしも明確になっていないということや、学び直しに要する費用の負担をどう分担する

かということである。 

 

我が国の教育訓練について整理すると、従来、我が国は新卒一括採用・終身雇用の慣行の

下で、企業が従業員に様々な訓練を提供することによって、人的資本の蓄積に大きく貢献し

てきた。しかし、バブル経済崩壊後の 1990 年代以降、業績の悪化に直面した企業はコスト

削減を迫られ、教育訓練投資を大幅に削減してきた。我が国の教育訓練費の労働費用（現金

給与総額を含む）に占める割合は、欧州諸国を下回っている。 

 



 

290 

これまでは、企業が人的投資を支えてきたことから、我が国の公的な職業訓練費（対ＧＤ

Ｐ比）は、諸外国と比較して極めて低いのが現状である。訓練の内容について、企業に在職

しながら受講可能な訓練は、大半の訓練コースがものづくり系の訓練となっているため、産

業構造転換に対応した具体的な成果が明らかになっていないのではないか、との指摘もある。

今後、経済産業構造の転換に対応する学び直しを推進していく上では、成長分野で活躍する

ための訓練は、公的支援のみならず民間の力を活用しつつ充実させ、産業界のニーズを踏ま

え費用対効果を高めていくことが必要である。 
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（出所）厚生労働省「賃金労働時間制度等総合調査」、Eurostat「Labour
Costs Survey 2004」より作成

（注１）日本については２００６年の数値、その他の国については２００４年
の数値。

（注２）日本は、本社の常用労働者が３０人以上の民営企業から、産業、規
模別に層化して抽出した約５３００社の調査結果。日本以外の国は、
労働者１０人以上の民営企業を対象とした調査結果。
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近年、民間の中で、派遣や職業紹介のみならず、成長分野の仕事に結びつくような社会人

の学び直しに取り組む人材育成サービス業を提供する企業が現れている。彼らは、従来の、

座学による教育訓練や職業紹介業による人材の斡旋とは異なり、企業での職業体験や、個別

の企業で用いられる企業特有の「方言」を一般的な言葉で置き換える取組（「スキルの汎用

化））、成長分野で働くことに対する意識改革など、成長分野で働くことに直結する人材育成

プログラムを創出・提供している。 

彼らの取組は、製造業の工場で働く中堅クラス、引退した高齢者、出産等で離職した女性

など、既存分野で活躍した実績のある社会人に、今まで獲得したスキルや経験が短期間の訓

練で他分野でも活用できることに気づかせて、前向きな気持ちで異分野に挑戦することを促

しており、注目すべき存在である。 

  

他方、上記のような人材育成サービスは、現在は、大手企業の職員の再教育が中心であり、

成長分野の企業からの依頼を受けてサービスを提供する事業者は限定的である。また、個々

の成功事例は生まれているが、個々の事業規模は小さいものが多く、社会で十分に認知され

ているとは言い難い。これは、  
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  ①人材の引き受け手となる成長分野の企業は成長途上の中小企業が多く、費用の観点か

らサービスを活用できない 

②企業が、社員の異分野での活動まで視野に入れた人材育成サービスを提供すること

の意義を感じていない。 

③社会人自身が、異分野への挑戦まで視野に入れて学び直しに取り組むことの必要性

を認識していないことなどが原因になっていると考えられる。 

 

大規模な成長分野への産業構造・就業構造転換が実現するためには、社会人の間に、簡易

な学び直しを経れば、自らのスキルと経験を活かして成長分野に挑戦できるという認識が普

及することが必要である。 

そのためには、上記のような、民間で芽吹いている人材育成サービスが成長し、人材を抱

える企業、成長分野で挑戦しようとする社会人、成長分野の企業の間をつなぐ、「人を活か

す」産業の担い手となることで、産業間の労働移動や産業内・企業内の職種転換を支えるこ

とが重要である。 

「人を活かす」産業を通じたスキルや経験を得た社会人の成長分野への進出が進めば、例

えば収益性が低いと言われる介護ビジネスの付加価値向上など、新事業の創造や事業拡大、

それに伴う成長分野での新たな雇用の創出という雇用創出の循環が創出される。この循環が、

大規模な産業構造転換・就業構造転換を進めるための基盤となっていくことが期待される。 

 

このため、政府としても、人材育成サービスが「人を活かす」産業となっていくために必

要な環境整備を進めるとともに、社会人に対して、新たな成長分野に挑戦していくためのワ

ークスタイルやライフスタイルについて、具体的なイメージをわかりやすく示していくこと

が重要である。 
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＜コラム 14 人を活かす産業の担い手となる人材サービス事例＞ 

 

・国際的規格によりコンタクトセンターを評価
審査し、顧客ニーズに対応した重要機能とし
ての価値向上施策と経営陣の意識改革を実
施。
・大手企業の技術者をコンタクトセンターのス
タッフとして再教育し、サービス品質・顧客満
足度を向上させるなど、人材の育成事例は
多数。

プロシード

職種転換 グローバル人材

成長産業

ライトワークス

WiWiW

ファーストスター・ヘルスケア

・グローバル人材育成のための外国での企業研修
プログラムを提供。また企業内での訓練をサポー
トするためのＩＴシステムを提供。

・大手企業の若手のマインドセットのため、日本で2
ｹ月、フィリピンで1ｹ月の研修を提供し、英語へ
の苦手意識の克服を実現。

西野弘社長 江口夏郎社長

・医療・介護施設の経営コンサルティングや医
療従事者向け教育研修等を実施。研修は海
外の大学と提携したプログラムを提供。

・人材については、採用計画の策定から実際の
採用、その後の定着までフォローを行う。

女性の活用

山極清子社長

・育児休業中の社員の能力向上・復帰支援のため
のe-ラーニングプログラム提供サービスを実施。

・また、介護と仕事の両立を支援するサービスの提
供も実施。

ハバタク

丑田俊輔社長

・若手経営者や大手企業で海外進出を志向する人
材に、ベトナムを中心とした東南アジア各国への
ツアー研修を提供。

・現地のネットワークを活かし、現地学生とのワーク
ショップなど、現地の生のニーズと接するプログラ
ムを設計。参加者の海外
でのビジネス創出を支援。

若手の学び直し

東大ものづくりインストラクター
養成スクール

・大企業の工場で生産管理を経験した50代の
人材に、これまで培った生産管理ノウハウを
別の分野で応用可能にする（知識の汎用化）
ための研修カリキュラムを提供。
・卒業生は、中小企業現場や地域スクールで、
指導者として活躍。

ものづくり経営
研究センター長

藤本隆宏氏

中高年の知識汎用化

西川久仁子社長
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②施策の方向性 

 

民間活力による産業構造・就業構造転換を進めるため、人材を抱える企業、成長分野で挑

戦しようとする社会人、成長分野の企業の間をつないで、スキルと経験を持つ社会人の成長

分野への進出を促すためにマッチングと教育訓練を一体的に提供する「人を活かす」産業の

創出・振興を図る。  

 

ⅰ）多様な「人を活かす」サービスの創出  

「人を活かす産業」の創出に向けた課題の検討や情報交換の促進のため、派遣や職業紹介

のみならず仕事に結びつく学び直しに取り組む人材育成サービス業、人材を抱える企業、人

材を必要とする成長分野の企業、大学や専修学校、民間の資格取得支援学校など当該産業に

関わる異業種が一同に介するプラットフォームを創出するなど、当該産業が健全に発展して

いくための環境を整備する。 

また、「人を活かす」サービスの創出を促進するため、有望な成長分野への労働移動ルー

トごとに、成長分野の企業、人材を擁する企業、担い手などが連携して行う、社会人が送り

出し元から簡易な学び直しを経て成長分野に移動するシステムの開発・実証を支援するとと

もに、当該システムの全国への普及を推進する。 

 

ⅱ）課題解決型産業の促進 

「課題対応事業促進法案」における事業計画認定制度による資金提供や、需要開拓支援法

人による品質評価による信頼性の向上なども活用し、尐子高齢化やエネルギー制約に対応す

る製品やサービスを提供する課題解決型産業の促進を図る。こうした課題解決型産業で活躍

する人材の創出・育成の観点からも、「人を活かす産業」は大変重要であり、どちらの産業

が欠けても、うまく進まない。従って、これらの産業が相乗的な効果を生みつつ、需要と雇

用を創出していくよう支援を行っていく。 

加えて、さらなる発展に向け、関係省庁と連携し、人を活かす産業に対する支援のあり方

について、検討を進める。 

 

ⅲ）成功モデル普及と送り出し企業の意識改革  

労働者が学び直しを通じて成長分野に進出する動きを加速するため、現在学び直しに積極

的な企業、長期訓練休暇制度を導入している企業、兼業や出向を奨励する企業、ダイバーシ

ティ経営に積極的な企業などを抽出した「ベストプラクティス１００選（仮称）」の策定・

普及を行い、企業の意識改革を推進する。  

また、個人の成長分野への挑戦を促進するため、学び直しで成長分野に転職し成功した人

材の表彰など、個人の成功モデルの普及・啓発のあり方について検討する。  

  

ⅳ）関係省との連携   

社会人が学び直しを経て成長分野に移動する流れを拡大するため、厚生労働省の雇用保険
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法におけるキャリア形成支援などの職業訓練支援、有給教育休暇制度の促進、産業雇用安定

センター等を活用した出向・転籍、文部科学省が実施する成長分野等における中核的専門人

材育成の戦略的推進事業など、他省庁の施策との連携を推進する。 

 

人を活かす産業の振興を通じた成長分野への労働移動促進のイメージ 

就業者のうち、管理職
２００万人

管理職以外の就業者
６０００万人

若年層（24歳以下学生）
７００万人

うち 非正規雇用
（若年パート・アルバイト除）
１４００万人

出産等で離職した女性
３００万人の一部
（スキル・資格のない者）

マスの層

出産等で離職した女性
スキル・資格持ち

製造現場の中堅人材
工程管理・品質管理スキル
を有する管理職

就業可能な高齢者
・品質スキルを有するマネー
ジャー
・金融、コンサル、商社など、
海外進出に必要な能力を
持つ人材
・資格持ち
・経験豊富な製造技術者、
製造管理者等のＯＢ人材

スキルと経験を持つ層

人を活かす産業※

スキルと経験を持つ社会人
が成長分野で活躍し新市
場を創出するための学び
直し・マッチングサービスを

一体的に提供
（スキルの汎用化など）

※人を活かす産業
派遣や職業紹介のみならず、
社会人の学び直しに取り組む
人材育成サービス業

社会人が、スキルと経験を活かして成長分野で働くための学び直しとマッチングを一体的に行う民間
サービスを「人を活かす産業」として創出し、成長分野の拡大と雇用の創出を促進。

①吸い込み先、送り出し元、担い手など関連す

る異業種が一堂に会する「人活産業プラット
フォーム（仮称）」を組成し、方向性を共有。

②有望な労働移転ルートごとに、吸い込み先、
送り出し元、担い手が一体となった人活支援シ
ステムの開発・実証を支援し、全国レベルへの
普及を促進。

→多様な人活支援サービス市場を創出・拡大

①ベストプラクティス１００選（仮称）の選

定（企業の成功モデルの普及）
選定例：学び直しに積極的な企業、兼業や出向を奨

励する企業、ダイバーシティ経営に積極的

な企業 など

②学び直しの成功モデルの普及啓発
－学び直しで成長分野に転職し成功した人材

の表彰 など

多様な「人を活かす」サービスの創出

関係省との連携の検討
①キャリア形成支援や職業訓練支援との連携（厚労省） ②成長分野の中核的人材育成推進事業との連携（文科省）
※吸い込み先に向けた既存企業（送り出し元）からの円滑な労働移動促進も課題（産業雇用安定センター等を活用した出向・転籍による労働移動について検討）

成功モデル普及と
送り出し企業の意識改革

構造転換の担い手として関係省と連携して育成

グローバル展開企業
（中小製造業、サービス業）

・海外進出のための舵取り役
・得意分野の生産管理技術の応用

職種転換（生産部門から付加価値の
高い川上、川下へ）

・顧客との接点となるカスタマーセンター
管理・ 品質管理

・ニーズと商品開発を結ぶマーケティング

成長産業、課題解決型産業
・ヘルスケア・子育て産業
・クリエイティブ産業
・環境、エネルギー分野 など

新
た
な
雇
用
の
創
出

スキルと経験を持つ層の活躍で拡大した成長分野に参入

課題解決型産業の促進

①課題対応事業促進法案における、事業
計画認定制度による資金提供や、指定法
人による品質評価による信頼性の向上な
どを活用し、課題対応産業の促進を図る。

②関係省庁と連携し、人を活かす産業に対
する支援のあり方についての検討を行う。
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＜コラム 16 長期休暇制度の整備による「学び直し」の推進（欧州諸国の例）＞ 

 

欧州諸国は生涯学習・職業教育を重視しており、長期休暇制度・職業訓練休暇制度を

整備し、労働者の「学び直し」を積極的に推奨している。特に、スウェーデンなど北欧

諸国では手厚い所得保障も実施しているところである。国際的にも、国際労働機関（Ｉ

ＬＯ）が、１９７４年に「有給教育休暇に関する条約」を採択し、労働者が所得保障を

受けながら教育を受けることを権利として保障することを謳っており、現在３４カ国が

批准している（日本は未批准）。 

スウェーデン フィンランド フランス

制度 サバティカル休暇制度 ジョブローテーション制度 個人職業訓練休暇制度

概要
勤続２年以上の労働者が
最長１年間の休暇を取得で
きる

フルタイムの労働者は９０
～３５９日の範囲で休暇を
取得できる

勤続年数が２年以上（※）の
労働者が、最長１年間の
休暇を取得できる
※うち現に所属している企業での勤続
年数が１年以上

所得保障

休業前賃金の６８％
※政府が支出、２００５年には１５億ス
ウェーデンクローナ（約１８６．３億円）

の予算措置
※企業が失業者を代替要員として雇用す
ることが条件

失業手当の６０％

※企業が失業者を代替要員として雇用
することが条件

休業前賃金の
８０％～１００％

※企業の拠出金を財源とする個人職業
訓練休暇運営基金から支出

 

 

 

＜コラム 15 文部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業」＞  

 

文部科学省は、平成２３年度から専修学校と環境・エネルギー、医療・福祉・健康、

ＩＴなどの成長分野の産業界が中心となった産学官コンソーシアムを組成し、中間層が

成長産業に向かうための学習システム基盤の開発を行っている。 

（出所）文部科学省資料  
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＜コラム 17 米国・オバマ政権の「学び直し」支援＞ 

 

本年３月９日、オバマ米大統領は視察先の米バージニア州のロールスロイスの工場で

演説を行い、労働者の再教育・職業訓練を支援することの重要性を訴えた。 

 

オバマ大統領は、ミドルクラス（中間層）の回復には製造業の国内立地支援が重要で

あると述べるとともに、「全ての労働者に対し、企業が求めるスキルを身につけられる

ようにする。20 歳で入社した企業に 40 年も勤められる時代は終わった。人生を通じた

学び直しが必要だ」と述べ、労働者１人１人が再教育によってスキルを向上させていく

ことの重要性を強調した。 

その上で、ミッドキャリアの労働者が、いつでもコミュニティ・カレッジ（地域大学）

に戻って再教育を受けられ、必要なスキルを身につけられる機会を提供するために、200

万人の労働者に対する職業訓練への支援や、コミュニティ・カレッジが地域のキャリア

センターとしての機能を十分に果たすために必要な支援を行うことを表明した。 

 

同様の趣旨は本年１月 24 日の一般教書演説でも述べられている。また、スパーリン

グ大統領補佐官（経済政策担当）は本年３月 27 日に行った演説の中で、コミュニティ・

カレッジが経済界と協力して先端製造業等の成長分野において 200 万人の労働者の教育

訓練を提供し、産業界が求めるスキルを取得できることを目指し、80 億ドル規模のファ

ンドを創設することを表明した。 

 

米バージニア州のロールスロイスの工場で演説するオバマ米大統領 

 

（出所）The Rolls-Royce ホームページ 
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（２）新卒採用市場におけるミスマッチの解消による若者の就労促進 

 

我が国では現在、新卒採用局面において内定率の低迷が指摘されているところである。一

方で、新卒採用の有効求人倍率を見たとき、特に１倍以下で推移している大企業の有効求人

倍率に対して、中小企業の大卒有効求人倍率は景気変動等に関わらず、１．５倍を下回った

ことがない。これは、新卒採用市場におけるミスマッチが生じているものと考えられるが、

ここには３つのミスマッチの存在が考えられる。 

 

第一に、就職活動早期においても採用意欲のある中小・中堅・ベンチャー企業が存在して

いるにもかかわらず、学生の多くが過度に大企業志向になっているため、一般的に中小企業

は、内定出しのタイミング及び採用の観点で大企業に比べて学生側との出会いの時期が遅く、

学生が就職先としての中小企業を認識することが遅いという問題が挙げられる。 

 

従業員数別採用実績数の月別推移 

 

 

第二に、地域の中小企業は地元での採用活動だけでも手一杯であり、東名阪などの大都市

圏の大学に通う学生にとって、地方企業の情報が圧倒的に不足しており、この結果としてＵ

ターンやＩターンでの就職活動に高い障壁が存在するという問題が挙げられる。 

 

第三に、中小企業の新卒採用は大企業に比べて、数も絞られることから、学生の能力や職

業観への期待も大きいところ、大学生等の新卒者のキャリア意識や企業が求めるような社会

人基礎力が不足しているため、中小企業からの内定をとれない学生が多数存在、あるいは内

定に至ったとしても入社後の定着率が悪いという問題が挙げられる。職業観や能力の醸成に

効果的なキャリア教育・長期インターンシップの場の欠如も一因であると考えられる。 
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学生の能力のミスマッチ 

 

 

こうした３つのミスマッチの解消のため、次のような施策に取り組む。 

 

（実践的なキャリア教育・産学協働教育の推進） 

 

①現状と課題 

 

マッチング段階における対応に加えて、我が国の今後の働き手の中心となる若年層に対し

ては、採用意欲が高い成長企業への就労促進を図り、また、早期離職などを防止する観点か

らも、成長企業で働く若手社員に対する職業訓練の充実を図ることが必要である。 

他方で、現状の大学教育を見ると、社会人基礎力の向上やキャリア教育の充実を図る取組

は進んできてはいるものの、そうした取組を進める教員が大学や学部のごく一部にとどまっ

ている現状がある。 

今後、職業観を醸成し、社会で働くに当たって求められる社会人基礎力を高めるような大

学教育内における取組の更なる推進が必要である。 

 

②施策の方向性 

 

上記のような中小企業で働くことに対する認識を高めることや社会人基礎力を向上させ

るに当たっては、大学早期から地域の成長企業との接点を増やしていくことが重要である。

欧米においてはこのような観点から、実践的な産学協働教育が推進されており、日本の一部
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の大学でも産学協働教育の取組が行われているが、産業を支える中核的な人材を育成するた

めにも、今後このような取組を本格的に展開すべきである。 

 

具体的には、中小企業等において講師派遣やインターンシップの受入等の継続的な協力体

制を整備するとともに、大学において、講座の設置、単位化、体系的なシラバスの整備を実

施し、大学の授業の一環として、継続的に中小企業等の魅力が発信できる体制を整備すべき

である。 

 

特に、産学協働での取組の中でも、インターンシップは効果的なものである。インターン

シップは多くの大学で実施されており、体験人数も学部・大学院で増加傾向にあるが、学部・

大学院段階のインターンシップの体験人数は依然として尐数にとどまっている。また、イン

ターンシップの内容についても、インターンシップで高い実習効果を得るためには、大学

側・企業側ともに約６割以上が１ヶ月以上の長期のインターンシップが必要と回答している

にもかかわらず、１ヶ月未満のインターンシップが９割近くを占めている。 

 

世界の各国の動向を踏まえると、インターンシップの期間は長期のものが多く、日本にお

いても、学生の職業観を醸成し、適切な就職先決定を促すとともに、就職後の定着率を向上

させていくためには、優良な長期インターンシップを広げていく必要がある。 

このため、まずは産学官が一体となって、優良な長期インターンシップの在り方について

議論し、そこで議論したあり方を踏まえて大学における単位化や企業への受入インセンティ

ブのあり方の議論も進めていくべきである。 

 

日本の大学における産学協働教育の取組事例 

京都産業大学での取組例 O/OCF-PBL基本メソッド（日本型コーオプ教育）

・インターンシップを進化さ
せ、専任教員と職員の連携の
もとに編成した独自のキャリ
ア教育として大学主導型の
コーオプ教育を構築。

・キャンパスでの学習と就業体
験を「サンドイッチ方式」で
交互に繰り返す「O/OCF（オン
/オフ・キャンパス・フュー
ジョン）」を設けた。
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産学協働教育の効果 

 

（出所）平成 23年度「産学協働教育を通じた中小企業の魅力発信事業」参加者アンケート 

 

インターンシップの実施学校数・実施率推移
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学生が高い実習効果を得るために必要な日数 

 
 

 

 

インターンシップの実施期間 

 

（出所）株式会社リクルート「就職白書 2012」 
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（中小企業の若手人材確保・定着支援） 

 

①現状と課題  

 

中小・小規模企業は、若手人材確保のニーズが高い一方、学生は大企業志向が強く、若手

人材の雇用のミスマッチは依然として解消されていない。また、中小・小規模企業では、従

業員の平均年齢が高齢化しており、企業を支える優秀な若手人材の確保・育成・定着が重要

な課題となっている。 

しかし、大企業志向が強い学生側だけがミスマッチを生み出す要因となっているわけでは

なく、中小企業側も①大卒者採用への対応が十分出来ていない、②若手人材が採用後数年で

離職してしまう事を懸念し大卒採用を控えている、③そもそも採用に十分な資金や人手をか

けられないなどといった問題を抱えており、中小企業の採用活動が難航している。 

 

学卒就職者が、就職後３年以内に離職した割合［％］   大卒求人倍率（Ｈ24年３月卒） 

 

 
（出所）平成 21年労働経済の分析より作成  

 

 

②施策の方向性 

 

大卒の企業規模別の求人倍率において、中小企業と大企業との間に存在する著しいギャッ

プを縮減させ、中小企業が優秀な人材を確保できる環境を整備する必要がある。 

これまで、新卒者等に対する技能等を習得するための職場訓練を通じた中小企業の若手人

材確保の支援（インターシップ事業）を延べ 15000 人規模で実施しており、約４割の就職率

を実現し、一定の成果を出している。また、平成 23 年度において、被災地を中心に 1000

人規模で追加的に実施した。 

 

また、現在、地域が一体となって、中小企業が優れた人材を確保・定着させるため、①学

生と中小企業の顔の見える関係作り（例：熟練技能者による出張講座等、若手従業員との交

流会 等）、②両者のマッチング（例：合同就職説明会、職業紹介 等）、③地域全体での若

手人材育成・定着（例：地域単位の新人研修、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修、ﾒﾝﾀﾙｹｱ相談 等）を一気通

（倍率） 

 
（従業員数） 

※求人倍率＝求人総数／就職希望者数 
（出所）ﾘｸﾙｰﾄﾜｰｸｽ研究所 
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貫に支援しており（平成 23 年度予算：15 億円、約 25 ヶ所で実施）、こうした取組を着実に

進めていく。さらに、本年３ 月３ 日から“ちいさな企業”未来会議で中小企業政策の見直

し・討議を行っている。この中で抽出された新卒採用に対する支援や学校での教育の重要性

等の意見も踏まえ、中小・小規模企業の人材確保・定着に対する支援の方向性について具体

的に検討を行い、今後の施策に反映させる。 

 

＜地域中小企業の人材確保・定着支援事業の取組＞ 

 

 


