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第１節 経済産業政策局 

１．総論：2019 年度の成長戦略等の動きについて 

１．１．成長戦略実行計画の取りまとめ 

経済再生の司令塔として設置された日本経済再生本部

と、その下に置かれた未来投資会議において、アベノミク

ス３本目の矢である成長戦略の取りまとめに向けた議論

が行われ、2019 年６月 21 日「成長戦略実行計画」が閣議

決定された。 

「成長戦略実行計画」においては、デジタル市場のルー

ル整備やモビリティにおける自家用有債制度の改正、地域

の暮らしを支える乗合バスや地域銀行の独禁法の特例、人

生 100 年時代を見据え、70 歳までの就業機会の確保に向

けた法整備などが盛り込まれた。 

経済産業省としては、中途採用・経験者採用協議会（第

１回：2018 年 12 月開催、第２回：2019 年４月開催）にお

いて、中途採用・経験者採用に前向きな企業の経営者から

いただいた、そういった採用を拡大していくための取組の

紹介・提案について、未来投資会議の場で、その概要の報

告を行った。また、2018 年８月に設置されたパリ協定長

期成長戦略懇談会での検討結果を踏まえて取りまとめた

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略案」におけ

る具体策についても報告を行った。 

 

１．２．未来投資会議等の開催と来年度の改訂に向けて 

（１）未来投資会議等の開催と進捗状況の確認 

 2017 年９月に設置された構造改革徹底推進会合では、

成長戦略の更なる深化、加速化を図るため、経済再生担当

大臣を座長とし、個別の議題について分野別に集中的な調

査審議が行われた。経済産業省としては、ＡＩ人材の育成、

プラットフォーム型ビジネスの促進などについての施策

の方向性を示した。 

また、生産性向上特別措置法（平成 30 年法律第 25 号）

に基づき、新技術実証、革新的データ産業活用及びその他

の革新的事業活動の促進に関する施策を記載した「革新的

事業活動に関する実行計画」が 2019 年６月 21 日に閣議決

定された。 

 

（２）2020 年年央の改訂に向けて 

 その後も、未来投資会議や構造改革徹底推進会合等によ

り、次期成長戦略の策定に向けた重要テーマごとの検討が

深められた。経済産業省としては、大企業とスタートアッ

プ企業の契約の適正化、中小企業・小規模事業者の生産性

向上、デジタル市場のルール整備、キャッシュレス決済の

更なる普及などについて方向性を示した。 

 

１．３．規制改革 

（１）規制改革推進会議 

規制改革推進会議は 2016 年９月から、規制改革会議の

後身として 2019 年７月を設置期限として内閣府に設置さ

れた。2019 年６月６日に「規制改革推進に関する第５次

答申」がとりまとめられ、経済産業省に関係する事項とし

ては、電力小売市場の活性化、個人事業主の事業承継時の

手続簡素化等がある。 

また、これまで、期限を区切って設置されてきた規制改

革推進会議について、2019 年 10 月から常設の組織として

新たに設置され、成長戦略、雇用・人づくり（教育、保育）、

投資等（金融、電波制度、エネルギー、物流等）、医療・

介護、農林水産、デジタルガバメント（民間の行政手続コ

ストの削減）などのそれぞれの分野についてワーキンググ

ループが設置され、規制改革に向けた審議が行われている。 

 

１．４．経済産業研究所（ＲＩＥＴＩ）について 

独立行政法人経済産業研究所（ＲＩＥＴＩ）は、内外の

経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する

基礎的な調査及び研究等を効率的かつ効果的に行うとと

もに、その成果を活用することにより、我が国の経済産業

政策の立案に寄与するとともに、広く一般の経済及び産業

に関する知識と理解の増進を図り、もって経済及び産業の

発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的

な供給の確保に資することを目的としている。ＲＩＥＴＩ

では、2016 年度から 2019 年度までの４年間を第４期中期

目標期間とし、同中期目標に示した経済産業政策の３つの

中長期的な視点に沿った研究活動を実施した。 

「経済産業政策の３つの中長期的な視点」 

１ 世界の中で日本の強みを育てていく 

２ 革新を生み出す国になる 

３ 人口減を乗り越える 

第４期中期目標期間の 終年度である 2019 年度の調

査・研究では、白書、審議会資料等における研究結果の活

用件数が第４期中期目標期間中で 高となる 91 件となっ
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た。経済産業省のみならず、他省庁にも数多く活用され、

広く国の政策立案に貢献したほか、ＩＭＦやＯＥＣＤとい

った国際機関においても引用。活用された。また、影響度

や引用された頻度が高いことを表すインパクトファクタ

ーＱ１又はＱ２の学術誌に 21 件の論文が掲載され、トッ

プジャーナルとされる Journal of Political Economy や

米国科学アカデミーの世界で も引用の多い総合科学誌

の一つである Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America にもＲＩＥ

ＴＩの研究員の論文が掲載されるなど、質・量の両面でも

効果を上げた。 

その他、経済産業省の、ＥＢＰＭ（Evidence-based 

Policy Making）プロジェクトを支援するため、2019 年度

においては、女性活躍に優れた上場企業を選定する「なで

しこ銘柄」の効果の検証、小規模事業者持続化補助金の採

択が売上の増加や倒産確率の抑制に対する効果の有無に

係る実証分析などの政策効果検証を実施した。 

研究効果の普及・広報活動については、令和２年２月中

旬以降は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点か

ら、観衆を集めたシンポジウムは中止し、ネット配信に切

り替えて開催したほか、３月には欧州屈指の政策シンクタ

ンクであるＣＥＰＲと共催で、ＲＩＥＴＩとして初めてと

なる国際オンラインセミナーを開催するなど、様々な工夫

を行いながら、第４期中で 高となる 27 件のシンポジウ

ム、セミナー等を開催した。また、全論文のダウンロード

総数については、メディアを通じた広報の取組等の結果、

1,775,147 件と第４期中で 高を記録した。 

 

１．５．成長戦略等の検討について 

（１）2050 経済社会構造部会 

 『我が国は今後、2050 年頃にかけて、現役世代の急減、

人生 100 年時代の到来、単身世帯の増加など家族構成の変

化、地方の人口減少・高齢化の加速、社会保障支出の増大

など、大きな構造変化に直面していく。こうした構造変化

の中で、次世代に持続可能な経済社会を残すためには、人

生 100 年時代に合わせて国民や企業の行動を変えること

で、全ての世代がエイジフリーで活躍できる健康長寿・生

涯現役社会を実現する必要がある。（2050 経済社会構造部

会資料より抜粋）』との問題意識の下、2018 年９月、産業

構造審議会に「2050 経済社会構造部会」を設置し、2050 年

頃までの構造変化を踏まえ、持続可能な経済社会を作るた

めの将来像と政策課題を整理することとした。 

 部会設置以降計６回の議論を行い、2019年５月24日に、

「人生 100 年時代に対応した「明るい社会保障改革」の方

向性」の取りまとめを行うとともに、「第４次産業革命に

向けた産業構造の課題と方向性」の中間整理を行った。 

 「明るい社会保障改革」の方向性としては、 

・現在の高齢者は、過去の高齢者と比べて、肉体的にも

精神的にも元気な方が増加（参照：図高齢者の体力・運動

能力の推移、図高齢者の通常歩行速度の変化）しており、

人生 100 年時代の到来は大きなチャンスであり、今後は、

全ての国民が年齢にかかわりなく健康に活躍できる国づ

くりを進める必要があること、 

・そのためには、人材 100 年時代にふさわしい多様で柔

軟な働き方の拡大と、全世代型社会保障への改革が必要で

あること、 

といった方向性を示した。 

 図：高齢者の体力・運動能力の推移 

 

図：高齢者の通常歩行速度の変化 

 

さらに、この方向性のもと、 

・まず、予防・健康づくりを全世代型社会保障の重要な

要素と位置づけ、病気や要介護になってからの対応が中心

であった公的保険制度において、予防・健康づくりのウェ

イトを高める必要があること、 

・また、本人の意欲や能力に応じて長く働くことが出来

る雇用制度に転換するため、高齢者の活躍の場を整備する
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とともに、現役の時代から多様で柔軟な働き方を拡大する

必要があること、 

・さらに、年金では、受給開始時期を自分で選択出来る

範囲を広げるなど、多様で柔軟な働き方に対応した社会保

障制度を整備する必要があること、 

・こうしたシステム全般の改革を進め中で、給付と負担

のバランスについても考えていく必要があること、 

・こうしたシステム改革により、社会保障の担い手が増

加すれば、「支える側」と「支えられる側」の人数のバラ

ンスの改善や、労働力人口の維持を通じて、経済社会の持

続可能性を高めることが期待されること、 

といった政策対応の方向性について取りまとめた。 

  

 加えて、「第４次産業革命に向けた産業構造の課題と方

向性」の中間整理では、米国や欧州の企業は 2010 年代に

入って急速にマークアップ率（価格を限界費用で割った数

値）を改善しているが、日本企業のマークアップ率は横ば

いであることを示しつつ（参照：図先進国企業のマークア

ップ率の推移）、第４次産業革命に合わせて「組織」と「人」

の変革を進められるかどうかが、付加価値の創出による労

働生産性上昇を実現できるかどうかを左右するものであ

ると提起した。 

図 先進国企業のマークアップ率の推移 

 

また、変革の方向性として、下記の中間整理を行った（以

下中間整理を抜粋）。 

 

まず、第４次産業革命を実現するためには、企業による

未来への投資・イノベーションが重要になることから、下

記の方向性で「組織」の変革を行う必要があると考える。 

• イノベーションの担い手として、引き続きベンチャー

企業への期待は大きく、その育成は重要であるが、懐妊期

間の長い研究開発投資が必要となる第４次産業革命にお

いては、資金面・人材面で豊富なリソースを有する既存企

業・大企業の役割も重要となる。 

• 近年の米国では、ベンチャー企業の出口がＩＰＯから

事業会社への売却へと移行してきている。これは、第４次

産業革命において、ベンチャー企業の有する技術の潜在可

能性について情報ギャップのある資本市場への新規上場

より、事業会社による買収が資金の出し手として重要性を

増しているからである。 

• また、我が国では、オープンイノベーションという場

合、大学や公的研究機関との連携が主流となってきたが、

今後は、大企業とベンチャー企業の連携や既存企業による

ベンチャー企業の買収、競合既存企業同士の協調が重要と

なる。協調すべきは協調し、競争すべきは競争する、これ

によって新たな付加価値を共創する Co-Opetition が必要

になる。 

• さらに、日本では、欧米と異なり、企業年齢が上昇す

ると利益率が低下する現象が見られる（参照：図企業年齢

と利益率（ＲＯＡ）の関係）。既存企業は、内部資金を新

規分野やリスクの高い分野に配分し、将来の成長基盤とな

る新たな事業やベンチャー企業への投資を飛躍的に進め

る必要がある。 

図：企業年齢と利益率（ＲＯＡ）の関係 

• その際、成熟事業と新規事業を同じ企業組織で運営す

ることには困難が伴うことが指摘されており、企業本体か

ら独立した「出島」の活用や、成熟事業と新規事業の両方

を推進する両利き経営を進めていく必要がある。 

 

また、経済成長を支える原動力は「人」であり、国民１

人１人の成長と能力発揮を促すためには、社会全体で人的

資本への投資を加速する必要がある、という考えから、下

記の通り「人」の変革の方向性について整理した。 
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• 第４次産業革命や人口減少など変化が激しい時代に

は、企業も個人も、変化に柔軟に対応し、ショックへの強

靭性を高める必要がある。このためには、第４次産業革命

によってもたらされる分散化・パーソナル化の力に合わせ

て、多様で柔軟な働き方や企業組織・文化を広げる必要が

ある。 

• これにより、個人が組織に縛られ過ぎず、自由に個性

を発揮しながら、付加価値の高い仕事が出来る、新たな価

値創造社会を実現する必要がある。 

• このためには、多様で柔軟な働き方を拡大することで、

雇用を複線化し、企業と労働者の双方が、様々な選択肢を

認識した上で選択することが重要である。 

• 特に、兼業・副業の拡大は、所得の増加（参照：図副

業経験が本業の賃金に与える影響）に加え、スキルや経験

の獲得を通じ、本業へのフィードバックや別の選択肢の準

備・移行も可能となる。 

 

図：副業経験が本業の賃金に与える影響 

 

• また、技術の進展により、世界各国で「ギグ・エコノ

ミー」と呼ばれる新しい就業形態が増加している。我が国

においても個人事業主・フリーランスが増加しており、こ

うした働き方を選択できる環境を整えていくことも重要

である。 

• さらに、世界的に基礎的な素養への賃金プレミアムが

上昇（参照：図米国における大学院卒の生涯賃金増加(対

学部卒））しており、日本においても、文理を問わず、リ

ベラルアーツ（例えば文学、芸術、心理学、コミュニケー

ション）や、ＡＩ・数学等の強化が不可欠である。 

• また、一度社会に出てからも、時代の変化に合わせて、

いつでも何度でも学び直すことができるリカレント教育

の環境を整備する必要がある。 

図：米国における大学院卒の生涯賃金増加(対学部卒） 

 

これらの検討結果については、世耕経済産業大臣（肩書

は 2019 年時点）から未来投資会議や経済財政諮問会議で

提言頂き、「成長戦略実行計画（2019 年６月 21 日閣議決

定）」にその内容が盛り込まれるなど、政府全体の成長戦

略の検討にも貢献をした。 

 

（２）成長戦略部会 

 「成長戦略実行計画（2019 年６月 21 日閣議決定）」は、

「令和の新時代において、我が国が第４次産業革命の新た

な汎用技術の潜在力を 大限にいかし、生産性向上や経済

成長につなげるためには、企業組織の在り方や個人の仕事

の内容・仕方など、経済社会システム全体の再構築を図る

必要がある。」と指摘している。 

 当該指摘を踏まえ、第４次産業革命に対応した「企業組

織・経営」や「人」の変革の方向性、日本企業が提供する

顧客価値の向上を通じた販売価格の引上げ、付加価値の創

出による日本企業のマークアップ率の向上、これらによる

労働生産性の向上等に向けた政策課題を検討するため、

2019 年９月、産業構造審議会に「成長戦略部会」を設置し

た。 

 2019 年度は計２回の議論を行い、 

 ・日本企業は、研究開発の質の向上や、人事面における

成果に応じた処遇・昇進など、経営の質の改善を進める必

要があること、 

 ・日本企業は、大規模化・多角化が進むほど、非中核事

業を抱え込むこと等を背景として、利益率が低下する傾向

にあり、既存企業の「内部資本市場（Internal Capital 

Market）」の活用効率に差がある可能性があること、 

 ・日本の既存企業は内部の経営資源を新たな分野に投資

することで成果を上げることができる潜在可能性を有し
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ていること、 

 ・米国では、既存の大企業が新たな分野を積極的に手が

け、また、革新的なベンチャーを買収することで、成長し

ている一方、日本企業は、欧米企業に比べて、スタートア

ップとの協力・Ｍ＆Ａ、あるいは既存企業同士の協働とい

った企業間連携が弱いこと、 

などについて議論を行った。 

 これらの議論については、梶山経済産業大臣から未来投

資会議等で提言頂き、「新たな成長戦略実行計画策定に関

する中間報告（2019 年 12 月 19 日 未来投資会議決定）」

にその内容が盛り込まれるなど、政府全体の成長戦略の検

討にも貢献した。 

 

２．産業の新陳代謝 

２．１．産業競争力強化法  

（１）概要 

産業競争力強化法はアベノミクス第三の矢である「日本

再興戦略」（2013 年６月 14 日閣議決定）に盛り込まれた

施策を確実に実行し、日本経済を再生することで、バブル

崩壊から 20 年以上続く低迷とデフレから早期に脱却させ、

持続的な経済成長を実現させることを目的として 2014 年

１月 20 日に施行された。さらに、我が国経済の成長軌道

を確かなものとし、産業の発展を持続させるべく、企業の

経営基盤を強化するため、2018 年７月９日、産業競争力

強化法等の一部を改正する法律が施行された。 

また、生産性向上特別措置法は、「新しい経済政策パッ

ケージ」（2017 年 12 月８日閣議決定）において 2020 年ま

での３年間を「生産性革命・集中投資期間」と位置づけ各

種施策を総動員することとされたことを踏まえ、革新的な

事業活動に対して当該期間中に集中的に支援するため、

2018 年６月６日に施行された。 

 

（２）個別施策の実績 

（ア）事業再編の促進 

複数の企業に分散する経営資源を有効に組み合わせて、

生産性を向上させ、新たな需要開拓を図るためには「事業

再編」を進めやすい環境整備が重要である。このため、前

向きな事業再編に取り組む企業に対し、登録免許税の軽減

措置等の支援策を講じている。 

認定を受けた事業再編によって、世界市場で勝ち抜く競

争力の獲得や地方経済の活性化を通じた日本企業の生産

性の向上が期待される。 

 

  認定件数 

（累計） 

認定件数 

（2019 年度） 

経済産業省 他省庁 経済産業省 他省庁 

事 業 再

編計画 

39 件 31 件 10 件 2 件 

特 定 事

業 再 編

計画 

4 件 1 件 ―件 ―件 

特 別 事

業 再 編

計画 

0 件 0 件 0 件 0 件 

（2020 年３月 31 日時点） 

 

（イ）事業再生ＡＤＲ制度 

本制度は、過剰債務に悩む企業の問題を解決するため

に生まれた制度。企業の早期事業再生を支援するため、

中立的な専門家が、金融機関等の債権者と債務者との間

の調整を実施し、その際の双方の税負担を軽減すること

で債務者に対するつなぎ融資の円滑化等を図る。 

2020 年３月末までに 253 社（81 件）の手続利用申請が

あり、簡易デューディリジェンスの実施後、236 社（66

件）を受理した。このうち 211 社で事業再生計画案に対

し債権者全員が合意して成立した。 

 

（ウ）グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 

グレーゾーン解消制度・新事業特例制度は、企業の個々

の事業内容に即して規制改革を進めていくことを狙いと

して創設された制度である。このうち、グレーゾーン解

消制度は、具体的な事業計画に即して規制の適用有無を

確認できる制度である。また、新事業特例制度は事業者

による規制の特例措置の提案を受けて企業単位で規制の

特例措置の適用を認める制度となっている。 

2019 年度は、グレーゾーン解消制度では、「建設工事

請負契約の締結を電子的に行うことができるサービスの

提供」、「賃金の支払を使用者に代わって行うサービスの

提供」などが可能となり、本制度を活用した事業を全国
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的に実施することが可能となっている。 

 

 申請受理件数 結果通知件数 

新事業特例 

＜累計＞ 

13 件 

 

13 件 

＜2019 年度＞ 

２件 

 

２件 

グレーゾーン 

＜累計＞ 

161 件 

 

159 件 

＜2019 年度＞ 

19 件 

 

17 件 

サンドボックス 

＜累計＞ 

７件 

 

７件 

＜2019 年度＞ 

５件 

 

５件 

（当省が主務大臣である件数、2020 年３月 31 日時点） 

 

（エ）規制のサンドボックス制度 

新技術等実証制度、いわゆる規制のサンドボックス制度

は、革新的な事業活動を行う事業者の取組を促進し、短期

間に生産性を向上させるため、これまでにない革新的なア

イデアについて、期間や参加者を限定すること等により、

既存の規制の適用を受けることなく、新しい技術等の実証

を行うことができる環境を整えることで、「まずやってみ

る」ことを許容し、迅速な実証を可能とするとともに、実

証で得られた情報・資料を活用できるようにして、規制改

革の推進を図るもの。 

2019 年度は、「ブロックチェーン技術を用いた臨床デー

タのモニタリングシステムに関する実証」、「電動キックボ

ードのシェアリング実証」など計５件が認定され、順次実

証が行われている。 

 

２．２．株式会社産業革新投資機構／株式会社ＩＮＣＪ 

（１）株式会社産業革新投資機構 

株式会社産業革新投資機構は、2018 年９月、産業競争

力強化法（平成 25 年法律第 98 号）の施行に伴い、産業革

新機構を改組し、設立された。同機構は、産業競争力強化

法に位置付けられた政策実施機関として、オープンイノベ

ーション（※）を通じた産業競争力の強化と民間投資の拡

大という政策目的の実現に寄与することを目的とする組

織である。また、産業投資として、公益性が高く、かつ、

リターンが期待できるが、国内民間企業だけではリスクマ

ネーが十分に供給できない事業分野に対し、民業補完の原

則の下、資金供給等を行う役割が期待される。 

2018 年 12 月の民間出身取締役９名の退任以降、2019 年

３月 26 日にとりまとめ、公表した「今後の産業革新投資

機構（ＪＩＣ）の運営体制等について」で示された基本的

考え方を踏まえ、経営陣に求められる資質・能力を持つと

思われる候補者の選定を行い、2019 年 12 月 10 日に開催

された臨時株主総会において、新たに取締役７名、監査役

１名が選任された。 

 

（２）株式会社ＩＮＣＪ 

株式会社ＩＮＣＪは、2018 年９月、株式会社産業革新

機構から新設分割する形で発足した。株式会社産業革新

機構から従来の事業を承継した同社は、会社分割に関す

る経済産業大臣認可の条件等に基づき、旧産業競争力強

化法と同趣旨の枠組みのもとで運営されている。 

2019 年度において、アーリーステージやベンチャー企

業等への新規投資を５件、追加投資を５件、事業の再編・

結合に関する追加投資を２件行った結果、当初の設立以

来、累計で 143 件、１兆 3,216 億円の投資の決定（※）

となっている。 

（※）株式会社産業革新機構における投資も含む。 

 

２．３．架け橋プロジェクト 

2015 年４月、安倍首相が米国シリコンバレーを訪問し、

「シリコンバレーと日本の架け橋プロジェクト」を発表し

た。これを受け、同年から、「人材の架け橋事業」・「機会

の架け橋事業」を開始し、2016 年から「企業の架け橋事

業」を開始した。 

「人材の架け橋事業」は、グローバル市場への進出や社

会課題の解決といった目線の高い新事業を創出する起業

家や、大企業等で新事業開拓を担う社内起業家の育成を図



143 

る目的で、2019 年度は審査を通過した 100 名を対象に国

内プログラムを実施し、この中から 20 名を選抜してシリ

コンバレーに派遣した。 

「企業の架け橋事業」は、高い技術力を持つスタートア

ップ等をイノベーション先端地域である米国シリコンバ

レー等に派遣し、グローバル展開の知見とネットワークを

獲得し、新しい事業展開を推進する機会の創出を図ること

を目的に、実施。「企業の架け橋事業」は 2019 年にＪＥＴ

ＲＯの「グローバル・アクセラレーション・ハブ」に継承

され、現在に至るまで引き続きスタートアップの海外展開

を政府として支援している。 

「機会の架け橋事業」は、「人材の架け橋事業」・「企業

の架け橋事業」での成功事例や体験の共有・発信、スター

トアップと大企業や投資家とのマッチング、我が国の起業

マインドの醸成等を目的に、2018 年は日本ベンチャー大

賞を開催した。 

 

２．４．ベンチャー投資促進税制 

スタートアップの成長のためには、事業会社からのリス

クマネー供給を拡大する必要があるため、経営支援能力の

高いベンチャーファンドを通じた資金供給について、産業

競争力強化法に基づく税制優遇措置を創設した。具体的に

は、産業競争力強化法第 17 条による認定を受けたベンチ

ャーファンドを通じてスタートアップに出資を行った企

業は、当該出資額の５割を損失準備金として積み立て、そ

の積立額の損金算入を認める税制であり、2014 年度から

運用を開始し、2018 年度においては、産業競争力強化法

に基づく「特定新事業開拓投資事業計画」を１件認定し、

累計の認定件数は 11 件となった。 

 

２．５．日本ベンチャー大賞 

日本ベンチャー大賞は、次世代を担う若者や起業家のロ

ールモデルとなるような、社会的インパクトのある新事業

を創出した起業家やスタートアップを表彰し称えること

により、積極的に挑戦することの重要性や起業家への評価

を浸透させ、もって社会全体のチャレンジ精神の高揚を図

ることを目的としている。 

2019 年５月には、第５回日本ベンチャー大賞表彰式を

実施し、有識者で構成する審査委員会の選考により、多数

の有力スタートアップの中から、内閣総理大臣賞、経済産

業大臣賞（ベンチャー企業・大企業等連携賞、女性起業家

賞）、農林水産大臣賞、審査委員会特別賞の受賞者を決定

した。 

 

２．６．J-Startup  

 政府では、「企業価値又は時価総額が 10 億ドル以上とな

る、未上場ベンチャー企業（ユニコーン）又は上場ベンチ

ャー企業を 2023 年までに 20 社創出」という目標を新たに

掲げ、J-Startup プログラムを 2018 年６月に開始した。

グローバルで成長するスタートアップの創出を通じて政

府の目標達成を目指すとともに、ロールモデルの創出によ

り、自ら企業を立ち上げてチャレンジをするという起業家

マインドを社会全体で醸成し、日本のスタートアップエコ

システムのさらなる強化を図ることを目的として、2020

年３月 31 日までに累計 141 社のスタートアップを選定し

た。 

J-Startup プログラムでは、政府調達において、入札資

格のランクに関係なく、J-Startup 選定企業であれば入札

できる優遇措置や大企業経営層とのマッチング、規制のサ

ンドボックス制度の活用支援等を実施した。また、世界の

イノベーション拠点に現地進出をサポートするための支

援体制を新たに構築し、各国政府・関係機関等と協力し、

J-Startup 企業等の現地進出支援を行った。 

 

２．７．外国人起業活動促進事業 

外国人起業家の呼び込みを通じ、我が国の産業の国際競

争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成

することを目的に、「外国人起業活動促進事業」を法務省

とともに開始した。具体的には、外国人起業家は、経済産

業省が認定した地方公共団体への申請を経て、起業の準備

をするための在留資格を 大で１年間取得することがで

きる。2019 年度末時点において、経済産業省が認定した

地方公共団体は計 13 団体となった。 

 

３．産業金融政策 

３．１．指定金融機関を通じた危機対応業務 

株式会社日本政策金融公庫法（平成 19 年５月 25 日法律

第 57 号）に基づき公庫の実施する危機対応業務（指定金

融機関である日本政策投資銀行及び商工組合中央公庫が、

日本政策金融公庫（公庫）による信用補完等を受けて実施
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する中小・大企業向け資金繰り支援)を通じて、2020 年３

月 19 日付で危機認定された「新型コロナウイルス感染症

に関する事業」等に関して、事業者への円滑な資金供給を

促進した。 

 

３．２．エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事

業の促進に関する法律（低炭素投資促進法） 

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の

促進に関する法律（平成 22 年５月 28 日法律第 38 号）に

より、以下２つの金融面での支援措置が実施された。 

 

（１）ツーステップローン 

低炭素型製品の開発・製造を行う事業者に対して、その

事業に必要となる「低利」かつ「長期」の資金を供給する

ため、政策金融改革との整合性を保ちつつ、民間金融機関

の融資ノウハウを活かす政策的金融支援であるツーステ

ップローン（公庫→指定金融機関→認定事業者）が実施さ

れた。 

2019 年度末時点の融資額は合計約 454 億円となった。 

 

（２）リース保険制度 

リース保険制度は、需要開拓支援法人に指定された法人

（一般社団法人低炭素投資促進機構。以下「ＧＩＯ」とい

う。）が、リース会社を相手方として回収不可能となった

リース料の一部を補塡する保険契約を締結することによ

り、中小事業者の信用力を補完してリースを行いやすくす

るもの。 

2019 年度の契約引受件数は 3,027 件、引受保険金総額

は約 195 億円となった。 

 

３．３．金融機能強化に関する検討・調査の実施 

2019 年度は、国内外での事例調査及び実態調査を通じ

て、FinTech 普及のための重要な基盤となる本人認証サー

ビスや少額送金インフラを中心に FinTech 普及の前提と

なる基盤に向けた課題及び政策対応について調査を行っ

た。 

具体的には、、①少額送金インフラの海外動向調査につ

いて文献調査・分析を実施。②国内関連規制の対応に関す

る動向調査として業登録を行って事業を実施する際の行

政の対応について調査を実施。 

３．４．ローカルベンチマーク 

2018 年度は、2017 年度に引き続き、今後のローカルベ

ンチマークの普及に向けた取組を促進するため、金融機関、

支援機関、中小企業関連等の各種団体、有識者、士業関係

や関係省庁を幅広く集めた「ローカルベンチマーク活用戦

略会議」を開催した。 

また、2018 年度に実施した委託事業においては、ロー

カルベンチマークの認知度や活用実態を把握することを

目的として、中小企業へのアンケート調査を実施した。ま

た、実際にローカルベンチマークを活用して事業継承や経

営改善につなげた企業や金融機関、支援団体に対してヒア

リングを実施、他の企業等の参考となる有効事例について

とりまとめなどを行った。 

これらの委託事業の成果を元に、ローカルベンチマーク 

活用事例集を作成するなど、更なるローカルベンチマーク

の普及拡大に向けた取組を実施した。 

 

３．５．産業・金融・ＩＴ融合（FinTech）に関する検討 

ＩＴを活用して革新的な金融サービスを提供する動き

である FinTech について、「産業・金融・ＩＴ融合に関す

る研究会」（FinTech 研究会、2015 年 10 月～）、「FinTech

の課題と今後の方向性に関する検討会合」（FinTech 検討

会合、2016 年７月～）での議論を踏まえて FinTech に関

する総合的な報告・提言としてとりまとめた「FinTech ビ

ジョン」（2017 年５月）に基づき、盛り込んだ課題と政策

対応について、金融庁等をはじめとする関係省庁と連携し

つつ政策対応を検討した。 

また、2019 年度は FinTech 普及の基盤となる国内関連

規制の対応に関する動向調査を実施した。 

 

３．６．持続的成長に向けた長期投資 

ＥＳＧ投資の拡大と併せて、国連でＳＤＧｓが採択され、

その気運が高まりつつあることを受け、2018 年 11 月に立

ち上げた「ＳＤＧｓ経営／ＥＳＧ投資研究会」において、

国内外のＳＤＧｓ経営の成功事例に焦点を当て、いかにし

て企業がＳＤＧｓを経営に取り込んでいくか、また、投資

家はどういった観点からそのような取組を評価するのか

について検討を行い、2019 年５月、企業の経営戦略への

ＳＤＧｓの組込みを推進するとともに、ＳＤＧｓ経営に先

進的に取り組む企業の視座やメッセージをまとめた「ＳＤ
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Ｇｓ経営ガイド」をとりまとめ、同年６月には同ガイドを

補完するものとして「ＳＤＧｓ経営／ＥＳＧ投資研究会報

告書」もとりまとめた。同ガイドについては、Ｇ20 におい

て紹介されるなど、国内外に広く発信している。 

また、「伊藤レポート」公表以降の５年間の一連の取組

の成果を振り返り、対話を巡る現状を概観した上で、企業

や投資家が様々な環境変化に直面する中で対話を通じて

価値を協創していくに当たっての課題や対応策を検討す

るため、同年 11 月に、「サステナブルな企業価値創造に

向けた対話の実質化検討会」を設置し、2020 年３月末時

点で４回にわたり議論を行っている。 

 

４．産業人材政策 

４．１．経済産業省で本年実施した雇用・人材施策 

（１）教育・人材育成 

（ア）第４次産業革命スキル習得講座認定制度 

第４次産業革命は産業構造や就業構造に大きなインパ

クトを与えると言われる。とくに、ＡＩやロボットの出現

は、定型労働のみならず非定型労働においても省人化を進

展させ、ビジネスプロセスそのものを大きく変容させると

予想されている。この変化に伴い、仕事で求められる能力・

スキルも大きく変化する。こうした急激な産業構造の転換

に対応するためには、企業も個人も柔軟かつ迅速に対応し

ていくことが必要であり、生産性・成長性の高い産業への

「人の流れ」を実現するためには、「ＩＴ力」をはじめと

して、働きながら求められる能力・スキルを獲得できる教

育訓練の充実が必要となる。 

そこで、経済産業省では、企業・産業の競争力強化や生

産性向上等に資する社会人の職業能力の向上を図る機会

の拡大に資することを目的として、2018 年１月に、「第４

次産業革命スキル習得講座認定制度」を創設した。この制

度は民間事業者が社会人向けに提供するＩＴ・データサイ

エンス分野を中心とした専門性・実践性の高い教育訓練講

座を経済産業大臣が認定するするものであり、また、厚生

労働省との連携によって、それらの講座のうち、厚生労働

省が定める一定の要件を満たすものを「教育訓練給付制度

（専門実践教育訓練）」の対象講座とすることとした。 

 昨年度までに計五回の認定（第１回：2018 年１月、第２

回：2018 年７月、第３回：2019 年１月、第４回：2019 年

５月、第５回：2019 年 10 月）を行い、2020 年４月には第

６回として 11 事業者 40 講座の認定を行い、これまでの合

計109講座を認定した。2019年度より全講義をe-learning

で行う講座も対象に追加した。 

 

（イ）社会人基礎力の育成 

経済産業省では、「前に踏み出す力（アクション）」・「考

え抜く力（シンキング）」・「チームで働く力（チームワー

ク）」の３つから構成される、社会で活躍するために求め

られる基礎的能力を「社会人基礎力」として定義し、「社

会人基礎力」を大学教育等で育成する活動の普及・啓発を

実施している。この一環として、2007 年度から、大学にお

けるゼミや研究室等の取組により「社会人基礎力」が育ま

れた過程を学生が発表する「社会人基礎力育成グランプリ」

を開催しており、2019 年度は、全国から 25 大学（35 チー

ム）が参加するなど「社会人基礎力」育成の取組は全国の

大学に広がりを見せている。 

 

（ウ）産学が連携したキャリア教育の推進 

経済産業省では 2007 年度から産業界と教育界の双方に

通じた「キャリア教育コーディネーター」を配置し、地域

で一体となったキャリア教育を関係団体等と連携しなが

ら実施してきた。2011 年２月に自立化した、一般社団法

人キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会で

は、キャリア教育コーディネーターの育成・認定等の事業

を運営しており、2019 年度までに、約 350 名がキャリア

教育コーディネーターに認定され全国各地で活躍してい

る。 

また、先進的な教育支援活動を奨励・普及・促進するた

め、これらに取り組む企業・経済団体を表彰する「キャリ

ア教育アワード」を 2010 年度に創設し、2011 年度から経

済産業大臣賞を授与しており、2019 年度は、全国から 28

件の応募を得た。また、学校、地域・社会、産業界等の関

係者が連携・協働してキャリア教育を行う取組を、文部科

学省と経済産業省の両省で表彰する「キャリア教育推進連

携表彰」を 2011 年度から実施しており、2019 年度は全国

から 24 件の応募を得た。 

さらには、学校、地域、産業界が一体となって社会全体

でキャリア教育を推進していく気運を高め、キャリア教育

の意義の普及・啓発と推進することを目的として、文部科

学省、厚生労働省、経済産業省の３省合同で、学校関係者、
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企業関係者等を対象とする「キャリア教育推進連携シンポ

ジウム」を開催した。 

 

（エ）経営競争力強化に向けた人材マネジメント研究会 

グローバル化やデジタル化、少子高齢化の進展といった

事業環境の変化に伴い、企業の経営戦略、人材マネジメン

トも大きな転換点を迎えている。また、第四次産業革命等

により、企業における付加価値の源泉として人材の重要性

が高まる中、経営戦略として人材戦略を策定・実行するこ

との重要性が高まっている。 

こうした環境変化を踏まえ、「経営競争力強化に向けた

人材マネジメント研究会」を開催し、変革の時代における

人材競争力強化のための提言をとりまとめた。また、経営

戦略の一環として人材戦略を策定・実行することの重要性

についてシンポジウムを開催するなど企業経営者向けに

発信した。 

 

（２）多様で柔軟な働き方の実現に向けた検討 

 第４次産業革命の進展により、中スキルの仕事が減少し、

高スキルと低スキルの仕事が増加する「労働市場の両極化」

が進行が見られる。こうした労働市場の変化の中で、兼業・

副業は、多様な経験を積む機会となっている。 

兼業・副業を希望する者は、近年増加傾向にあるものの、

実際に兼業・副業を実施している者は横ばい傾向であり、

引き続き兼業・副業の促進を図っていく。 

また、「ギグ・エコノミー」と呼ばれる、インターネッ

トを通じた短期・単発の仕事を請け負い個人で働く就業形

態が増加しており、特に高齢者の就業機会として期待され

る。 

 

（３）高度外国人材の受入促進 

我が国経済がデフレから脱却し「価値創造」経済へと転

換を図っていくためには、多様な価値観を持つ外国人を受

け入れることで我が国の産業におけるイノベーションを

促すとともに、外国人と日本人が切磋琢磨して専門的・技

術的な能力を高めて労働生産性を向上させていくことが

重要である。 

そこで 2012 年、我が国では「高度人材ポイント制」と

して、高度外国人材の年収や学歴等によってポイントを付

し、様々な優遇措置を講ずる在留制度を整備した。 

さらに、2017 年４月には「高度人材ポイント制」におい

て 70 点以上のポイントで高度外国人材として認められた

者について、永住許可申請に要する在留期間を従来の５年

から３年に短縮する「日本版高度外国人材グリーンカード」

を創設した。また、その中でも、高度外国人材の中で特に

高度と認められる者（80 点以上のポイントで認められた

者）については、永住許可申請に要する在留期間を１年と

している。同特例による永住許可件数の実績（2019 年 12

月末時点）は 3807 件（累計）となっている。 

 

（４）新たな外国人材の受入れに向けた検討 

 新たな在留資格の創設に向けて、2018 年７月 24 日、一

定の専門性・技能を有する新たな外国人材の受入れ及び

我が国で活躍する外国人材との共生社会の実現に向けた

環境整備について関係行政機関の緊密な連携の下、「外国

人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を設置し、政

府一体となって総合的な検討を行った。同年 12 月８日、

第 197 回国会（臨時会）において「出入国管理及び難民認

定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」（平成 30

年法律第 102 号）が成立し、在留資格「特定技能１号」及

び「特定技能２号」が創設された。 

「特定技能１号」については、生産性向上や国内人材確

保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困

難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を

図るべき分野（特定産業分野）として、全 14 分野での受

入れが認められた。経済産業省の所管産業分野としては、

業界の要望を幅広くヒアリングした結果等から、素形材産

業、産業機械製造業及び電気・電子情報関連産業の３分野

が対象となった。 

 

（５）外国人留学生の就職や採用後の活躍に向けた検討 

2018 年 12 月に外国人材の受入れ・共生に関する関係閣

僚会議において決定された「外国人材の受入れ・共生のた

めの総合的対応策」や、2019 年６月に閣議決定された「経

済財政運営と改革の基本方針 2019」等において、留学生

の多様性に応じた採用プロセスの多様化の推進や産学官

連携による採用後の多様な人材育成・待遇等のベストプラ

クティスの構築・横展開を行うことが盛り込まれた。これ

らを踏まえ、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の３省

共同事務局で、大学、産業界、支援事業者等と連携し、「外
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国人留学生の就職や採用後の活躍に向けたプロジェクト

チーム」を 2019 年８月に立ち上げた。本プロジェクトチ

ームでの検討を踏まえ、企業が外国人留学生等の多様性に

応じた採用選考や、採用後の柔軟な人材育成・待遇等を実

践する際に押さえておくべき 12 項目のチェックリストや

企業事例を整理した「外国人留学生の採用や入社後の活躍

に向けたハンドブック」を 2020 年２月に制定した。 

 

（６）賃金引き上げ 

平成 30 年度に創設した「賃上げ・生産性向上のための

税制」について、設備投資の堅調な増加等を踏まえ、国内

設備投資に対して一層のインセンティブを付与するため、

令和元年度税制改正において、「償却比総額の９割以上の

国内設備投資を行うこと」としていた設備投資要件を、「償

却費総額の 9.5 割以上の国内設備投資を行うこと」と厳格

化した。 

 

５．知的財産政策 

５．１．不正競争防止法改正に向けた検討について  

知的財産戦略本部「新たな情報財検討委員会」では、デ

ータの不正利用の対応の在り方について検討が行われ、保

護制度としては、データの利活用を阻害するおそれがある

排他的な権利の付与よりも、データに係る不正行為を類型

化して規律することが望ましいとされた。さらに、「未来

投資戦略 2017」（2017 年６月閣議決定）、「知的財産推進計

画 2017」（2017 年５月知的財産戦略本部決定）では、安心

してデータをやり取りできる環境整備のため、不正競争防

止法の改正を視野に入れた検討が求められた。 

これを受け、経済産業省では 2016 年 12 月より、産業構

造審議会知的財産分科会「営業秘密の保護・活用に関する

小委員会（以下「営業秘密小委」）」において、第四次産業

革命に向けた不正競争防止法に係る課題について審議さ

れ、①データの不正取得等を新たな不正競争行為として位

置付けること、②ニーズに対応した技術的制限手段の保護

対象の見直しを行うとの方向性が示された。 

2017 年７月に「営業秘密小委」を廃止して、「不正競争

防止小委員会（以下「不正競争防止小委」）」を設置し、

不正競争防止法改正に向けた具体的な議論を行った。計

９回にわたる審議において慎重な議論が重ねられ「データ

利活用促進に向けた検討 中間報告」として取りまとめた。 

不正競争防止小委では、データ提供者から、安心してデ

ータが提供できる制度導入を求める声があった一方で、デ

ータ利用者からは、過度に広範な行為を「不正競争」とす

れば利活用を阻害するとの懸念が表明された。このため、

新たなデータの制度としては、提供者と利用者の保護のバ

ランスを考慮し、 小限の規律を設けることが基本方針と

された。この方針の下、保護対象は、ビッグデータ等を念

頭に、ＩＤ・パスワード等により管理し、相手方を特定し

て提供する商業的価値のあるデータとし、対象となる「不

正競争」は、アクセス権原の無い者による侵害行為、デー

タ取引のうち信義則に著しく反するような行為、不正な経

緯を知っているにもかかわらずデータ保有者以外の者か

ら転得する行為等、悪質性の高い行為に限定して規律を設

けることとされた。 

また、暗号化技術等の技術的な保護手段について、保護

対象の拡大や、技術的制限手段を無効化するサービスや符

号の提供行為の追加をすることとされた。 

その後、2018 年通常国会に不正競争防止法を改正する

法案を提出し、2018 年５月 23 日に、「不正競争防止法の

一部を改正する法律」が成立し、同月 30 日に公布された

（施行日：限定提供データ等に関する規定は 2019 年７月

１日、技術的制限手段に関する規定は2018年11月29日）。 

また、営業秘密小委では 2014 年９月より中小企業等に

対する営業秘密管理の支援のあり方及び営業秘密漏えい

に対する制度の見直しについて審議され、2015 年２月に

とりまとめられた「中間とりまとめ」において、証拠収集

手続の強化・多様化、国際裁判管轄・準拠法等について引

き続きの検討が求められていた。これを受け、不正競争防

止法の中長期的な課題を検討するため、2019 年５月、「不

正競争防止に関する制度の在り方研究会」を設置し、①渉

外侵害事案に関する不正競争防止法の適用関係の整理、②

訴訟システム・新たな行為類型に関する検討（特許法・意

匠法等の改正を受けた検討）、③営業秘密侵害罪の罰則強

化の必要性の検討等を実施した。同研究会において計５回

の議論を経て、①については渉外的な不正競争防止法違反

事案の解決に関係する関連法令の適用関係・解釈の整理等

を行い「渉外事案の適用関係の概略と民事訴訟における考

えられる主張ポイント集」（以下「主張ポイント集」）を

作成し、②については今後の特許法・意匠法等の運用を見

ながら必要に応じて検討を行っていく必要があるとの結
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論に至り、③については直ちに制度面での対応を要する状

況にはない、との結論を得た。その後、主張ポイント集を

含んだ同研究会の報告書を 2020 年４月に公表した。 

 

５．２．営業秘密保護のための取組  

近年、我が国において、技術情報を始めとする企業情報

が内外に流出する事例が相次いで発生しており、先進技術

が流出する事例が多数報告されている。ビッグデータ、Ａ

Ｉの実装が進展する第四次産業革命を背景に営業秘密の

管理方法も多様化しており、経済産業省では、営業秘密保

護に係る取組を強化している。 

このような中、グローバル化により海外に進出する日系

企業が増加し、技術情報等の漏洩リスクも増大している一

方、中小企業を中心に、営業秘密管理の重要性認識や管理

体制整備が不十分な企業は少なくない。こうした状況を踏

まえ、海外での意図しない営業秘密・技術流出防止を目指

すべく、在外日系中堅・中小企業を主なターゲットにすえ

て、現地専門家によるハンズオン支援（研修、管理状況・

労働契約書の改善案の作成、フォローアップ等）と情報提

供活動（営業秘密の管理・保護に向けたマニュアルの作成・

啓発）を通じて、営業秘密管理体制の整備・強化を支援す

るための「中小企業アウトリーチ事業」を 2019 年４月よ

り実施した。本事業では約 30 件の個別支援を実施すると

ともに、現地制度や裁判例の動向と個別支援から得られた

知見等を踏まえて、中国における営業秘密の管理に必要な

留意点や契約ひな形等を盛り込んだ「中国における営業秘

密管理マニュアル」を取りまとめ、2020 年４月に公表し

た。 

また、国内での営業秘密保護に関しては、官民連携の取

組を継続的に進め、 新の攻撃手法等の情報共有を強化し、

対策の高度化を推進することも重要である。これを踏まえ、

官民の実務者による「第５回営業秘密官民フォーラム」を

2019 年６月に開催し、営業秘密の漏えいに関する 新手

口やその対応策に係る情報交換を行った。さらに、営業秘

密官民フォーラムによるメールマガジン｢営業秘密のツ

ボ｣を月１回配信しており、このメールマガジンを通じて、

営業秘密関係の判決情報や営業秘密侵害事犯に関する検

挙情報、漏えい対策に関する 新情報、各種セミナーなど

のイベント情報等を共有し、関係者の連携強化に繋いでい

る。 

５．３．データ利活用の推進に向けた取組 

平成 30 年不正競争防止法の改正に伴い、限定提供デー

タ（ＩＤ・パスワード等により管理しつつ相手方を限定し

て提供するデータ）に関する規定について、事業者の予見

可能性を高めるため、「限定提供データに関する指針」を、

2019 年１月に公表した。 

また、限定提供データに関する規定の制度趣旨を踏まえ、

価値あるデータの共有・活用を推進するため、データを保

護しながら利活用を進めるために必要な観点を整理し、企

業の一助となるようなデータ利活用の戦略立案のための

ハンドブックを作成することを目的として「企業における

データ利活用・保護の戦略立案のための手引書（案）の作

成」に係る検討会を独立行政法人情報処理推進機構の委託

事業として実施し、検討会での議論をまとめた「データ利

活用のポイント集」と、概要版となる「データ利活用のて

びき」を 2020 年６月に公表した。 

 

５．４．知的資産経営の推進 

「知的資産」とは、企業等における競争力の源泉である

人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランド・ノウハウ・

限定提供データ等）、組織力、経営理念、顧客とのネット

ワークなど、財務諸表には表れてこない、目に見えにくい

無形の経営資源の総称をいう。 

経済産業省では、知的資産を活用することで企業価値と

競争力の向上・持続に結びつける「知的資産経営」の普及

に向け、様々な検討を重ねてきている。 

2019 年 11 月から 2020 年２月にかけて、15 回目となる

「知的資産経営 WEEK2019」を民間団体、民間企業、大学等

の協力を得て開催し、知的資産経営を活用した中小企業の

支援策や、成功事例について議論を行った。 

６．企業法制の課題に関する取組・企業会計 

６．１．コーポレートガバナンスに関する取組 

（１）グループガイドラインの策定・公表 

従来のガバナンス改革に関する議論は単体ベースであ

り、子会社管理を含めたグループ企業のガバナンスの在り

方については、ＣＧＳ（コーポレート・ガバナンス・シス

テム）研究会（第１期：2016 年７月～2017 年３月）にお

いて積み残された課題とされていたこと、また、2017 年

秋に生じた子会社不祥事問題を契機に、グループ全体での
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企業価値向上に向け、「攻め」と「守り」の両面から、グ

ループガバナンスの在り方を検討するため、2017 年 12 月

に「ＣＧＳ研究会（第２期）」を立ち上げた。 

同研究会において計 16 回の議論を経て 2019 年４月に

取りまとめを行い、同年６月に「グループ・ガバナンス・

システムに関する実務指針（グループガイドライン）」を

策定・公表した。グループガイドラインの主たる対象は、

基本的にはグループ経営を行う上場企業及びその子会社

から成る企業グループ、その中でも特に、持続的な成長を

目指して多様な事業分野への展開やグローバル化を進め、

多数の子会社を保有している大規模な企業グループを想

定している。グループガイドラインは具体的には、グルー

プ設計、事業ポートフォリオ戦略、内部統制システム、子

会社経営陣の指名・報酬及び上場子会社のガバナンス等の

在り方を提示している。 

グループガイドラインにおける提言内容のうち、上場子

会社のガバナンス強化については、2019 年３月の未来投

資会議において、「コーポレートガバナンス改革の残され

た課題」として取り上げられ、実務指針の策定及び本実務

指針に沿った更なる対応が同年６月の「成長戦略実行計画」

に位置付けられた。また、グループガイドラインの周知・

普及が、「成長戦略フォローアップ」に盛り込まれた。 

 

（２）上場企業及び社外取締役に対するアンケート等の実

施 

コーポレートガバナンス改革を形式から実質へと深化

させるため、コーポレートガバナンス・コードの改訂（2018

年６月）や「コーポレート・ガバナンス・システムに関す

る実務指針（ＣＧＳガイドライン）」（2017 年３月策定・

2018 年９月改訂）のフォローアップとして、上場企業及

び社外取締役に対してアンケート調査を実施し、日本企業

のコーポレートガバナンスに関する実態把握を行うとと

もに、社外取締役に対するインタビュー調査等を実施して

ベストプラクティスの検証を行った。 

 

（３）コーポレートガバナンスに関する大臣表彰の実施 

コーポレートガバナンス改革への取組について、特にガ

バナンスの根幹である社長・ＣＥＯの選任・後継者計画に

おいて、先進的な取組を行っている企業を表彰し、その取

組を広く発信するため、2018 年度に、一般社団法人日本

取締役協会による「コーポレート・ガバナンス・オブ・ザ・

イヤー」において、2018 年度に経済産業大臣賞を創設し、

第２回である 2019 年度の経済産業大臣賞においては、株

式会社資生堂を表彰した。 

 

（４）会社法制の見直しに関する審議への対応 

2017 年４月から、法務大臣の諮問機関である法制審議

会会社法制（企業統治等関係）部会において、会社法制の

見直しに関する審議が行われ、経済産業省からは産業組織

課長が幹事として出席し、特に取締役等への適切なインセ

ンティブの付与、社外取締役の活用等、株式交付制度を中

心に、意見書の提出等の対応を行ってきた。2019 年１月

に、同部会において「会社法制（企業統治等関係）の見直

しに関する要綱案」が取りまとめられるとともに、同年２

月には法制審議会総会で同要領案のとおりの内容で取り

まとめられ、法務大臣に答申された。この答申を受け、同

年 10 月に会社法改正法案が国会に提出され、同法案中の

株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置に関す

る規定の一部修正を経て、2019 年 12 月４日、令和元年改

正会社法が成立し、同月 11 日に公布された。 

 

６．２．事業再編の促進に関する取組 

（１）公正なＭ＆Ａの在り方に関する指針の策定・公表 

公正なＭ＆Ａに関するルール形成について、これまで産

業組織課において、2005 年に買収防衛策指針(2008 年改

訂)、2007 年にＭＢＯ（経営者による企業買収）に関する

指針等を策定してきたところ、ＭＢＯ指針策定後の実務・

判例の蓄積やガバナンス改革の進展等の環境変化等を踏

まえて、2018 年 11 月に「公正なＭ＆Ａの在り方に関する

研究会」を設置し、同指針見直しの要否と方向性を議論し

た。 

これを受けて、利益相反構造・情報の非対称性に着目し

て、ＭＢＯに加えて「支配株主による従属会社の買収」を

新たに対象に追加するとともに、独立社外取締役を中心と

する特別委員会や情報開示の充実等を柱とする公正な手

続の在り方についても全面的な見直しを行い、2019 年６

月に「公正なＭ＆Ａの在り方に関する指針－企業価値の向

上と株主利益の確保に向けて－」を策定・公表した。同指

針の策定、周知・普及は、「成長戦略フォローアップ」に

盛り込まれた。 
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（２）事業再編研究会の設置 

我が国の大企業全体でみると事業再編のうち特にスピ

ンオフや事業売却等によるノンコア事業の切出しが必ず

しも十分に行われていないのが現状であること等を踏ま

え、経営陣、取締役会（特に社外取締役）及び投資家の３

つのレイヤーを通じてガバナンスの力が有効に発揮され

る仕組みを構築するための具体的な方策（ベストプラクテ

ィス）について検討し、実務指針を取りまとめるため、2020

年１月に、「事業再編研究会」を設置し、議論を行った。 

 

（３）関連税制 

平成 31 年度税制改正では、役員給与に関して、平成 30

年６月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードにおい

て、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社における報

酬決定の手段としてより客観性・透明性の高い任意の報酬

委員会の活用が原則化されたこと等を踏まえ、業績連動給

与の損金算入要件の算定方法の決定手続について見直し

を行った。 

具体的には、当該決定手続として、監査役会設置会社に

おける監査役の過半数の適正書面を得た上での取締役会

決議による決定手続や監査等委員会設置会社において監

査等委員会である取締役の過半数が賛成をしている場合

における取締役会の決議による決定手続きが認められな

くなるとともに、報酬委員会又は報酬諮問委員会の決定手

続による場合の当該報酬委員会又は当該報酬諮問委員会

の構成要件について独立社外取締役等を過半数とするな

どの見直しを行った。 

 

６．３．企業会計 

（１）経緯 

我が国の企業会計制度は、会計ビッグバン以降、国際財

務報告基準（以下「ＩＦＲＳ」という。）とのコンバージ

ェンス（収れん）も進み、ＥＵとの同等性評価を獲得する

など、高品質かつ国際的に遜色のないものとなっている。

2010年３月期からはＩＦＲＳの任意適用が開始され、金融

庁・企業会計審議会から「国際会計基準（ＩＦＲＳ）への

対応のあり方に関する当面の方針」が公表され（2013年６

月）、グローバルな基準改善への貢献（発言権の確保）及

び高品質な日本基準を維持することの重要性並びにＩＦ

ＲＳ任意適用の継続等の基本的な考え方が示された。 

（２）ＩＦＲＳ対応方針協議会 

我が国一体となったＩＦＲＳへの対応の強化を図る観

点から、ＩＦＲＳに関連する我が国の市場関係者の認識共

有や、オールジャパンとしての意見の集約・発信等を図る

ことを目的として、2013年９月、前身である「アジェンダ・

コンサルテーションに関する協議会（注）」を改組するか

たちで、「ＩＦＲＳ対応方針協議会」が設置された。 

（注）「アジェンダ・コンサルテーションに関する協議会」

は、2011年に国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ）が実施した

アジェンダ・コンサルテーションに対応し、ＩＡＳＢにお

ける作業計画の方向性や優先事項等について、国内市場関

係者の意見を幅広く反映し、ＩＦＲＳに対する発信力を高

めることを目的として設置されたもの。 

同協議会は、財務会計基準機構及び金融庁を事務局とし、

企業会計基準委員会、日本経済団体連合会、日本公認会計

士協会、日本証券アナリスト協会、東京証券取引所、経済

産業省、法務省が参加している。 

2019年度において、本協議会は、４回開催されており

（2019年７月、９月、12月、2020年３月）、ＩＦＲＳの任

意適用の積上げに向けた取組について情報共有がなされ

るとともに、ＩＦＲＳを改善すべき主要な論点として、特

に、①のれんの会計処理及び開示、減損等、②純損益計算

書の小計の表示の考え方等に関して引き続き意見を発信

していくことが確認された。 

 

６．４．開示・企業と投資家との対話 

（１）「企業報告ラボ」 

（ア）設立目的 

経済産業省は、企業と投資家が、企業価値の向上に向け

た対話や開示の在り方を検討、調査、提案する場として、

「企業報告ラボ(The Corporate Reporting Lab)」を設立

した（2012年７月13日）。本ラボは、(１)企業と投資家が

集い、双方の対話に関するそれぞれの認識の違いを理解し、

共通の理解や言葉を探ることで、より建設的な対話を促す

こと、(２)日本市場に関心を持つ海外投資家を含む、内外

の関係者とのネットワークを構築するとともに、日本から

のメッセージを発信すること、の二つを大きな目的として

いる。 

 

（イ）活動と主な成果 
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投資家、学者、関係組織・オブザーバー（制度関係者）

で構成される「企画委員会」を中心に、参加するメンバー

自らがラボの進め方やプロジェクトを提案し、それを実現

する形で「コーポレート・ガバナンスの対話の在り方分科

会」等が設置されている。 

 

 

(参考図：企業報告ラボの全体像) 

 

2020年２月、非財務分野を中心とする企業報告の内外動

向を踏まえ、第20回企業報告ラボ企画委員会を開催し、企

業報告に関するグローバルな動向と日本企業が抱える課

題について意見交換を行った。 

 

（２）「対話型株主総会プロセス」の実現に向けた検討 

 2018年９月から2019年５月まで「さらなる対話型株主総

会プロセスに向けた中長期的課題に関する勉強会」におい

て、株主総会当日の意義の検討とともに、ハイブリッド型

バーチャル株主総会の論点について議論し、2019年５月下

旬から７月上旬までとりまとめ案についての意見募集を

実施した。その上で、株主総会当日の新たな電子的手段の

活用の在り方及び近年の内外の制度整備や実務の積み重

ねを踏まえた更なる対話のための環境整備等について検

討するため、2019年８月に「新時代の株主総会プロセスの

在り方研究会」を立ち上げ、2019年度中に計６回開催した。 

本研究会での議論を踏まえ、ハイブリッド型バーチャル

株主総会の実施に当たっての法的・実務的論点を整理した

「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を

2020年２月26日に策定・公表した。 

 

（３）事業報告等と有価証券報告書の一体的開示に向け

た検討等 

 「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取

組の支援について」（平成30年12月28日内閣官房、金融庁、

法務省、経済産業省）における記載例を踏まえ、関係省庁

や関係機関等と一体的な開示を行おうとする企業の取組・

連携を支援するための検討を行った。また、委託事業にお

いて、上場企業のＣＦＯ・財務管掌役員向けに事業報告等

と有価証券報告書の一体的開示の記載例公表を踏まえた

検討状況等や企業開示やＩＲ活動の状況等を調査するア

ンケート調査を行った。 

 

６．５．企業の社会的責任（ＣＳＲ） 

（１）ＣＳＲに関する調査・研究 

一般社団法人企業活力研究所が企業のＣＳＲ責任者や

有識者等を集めて、ＣＳＲに関連する様々な課題、テーマ

について議論を行う「ＣＳＲ研究会」を、2005 年度から開

催している。本研究会は、経済産業省のサポートにより、

2004 年に設立された。以降、経済産業省はオブザーバー

として参加している。令和元年度は、「ＳＤＧｓ達成へ向

けた企業が創出する『社会の価値』への期待」という研究

テーマの下、企業活動における社会課題解決への貢献によ

る価値創出について、基本的な概念を整理する枠組みを提

示するとともに、企業の活動成果の評価を行ってステーク

ホルダーに開示し対話を行うための課題と方向性につい

て調査分析を行った。 

 

（２）ＥＵや国際機関との連携 

2013年10月、日ＥＵ産業政策対話において、実務者レベ

ルでＣＳＲに関する議論を行う「ＣＳＲワーキンググルー

プ」を設置した。2019年度は、第６回会合を東京で開催し

た（2019年11月18日）。一連の議論を通じ、日欧双方は、

ＣＳＲというアジェンダが産業政策のみならず、通商政策

や環境政策とも深くリンクしていることを改めて確認し

た。また、ビジネスと人権に限らず、サステナビリティに

関する他の施策についても双方の理解を深める必要があ

ることを確認した。 

 

７．競争政策 

７．１．概要 

企業の経済活動のグローバル化・デジタル化に伴い、国

境を越えてオンライン上で行われる取引など、これまでに

見られなかった経緯で変化の早い取引が広く行われるよ

うになる中で、行政による適正な競争環境整備に向けた取
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組の重要性が高まっている。 

経済産業省は、産業界や企業からのニーズを受けて、適

正な競争環境を整備するため、競争政策の在り方や競争法

に関する調査・提言などを行っている。 

 

７．２．2019 年度の主な取組 

（１）第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する

研究会について 

2016 年に実施した、「第四次産業革命に向けた横断的制

度研究会」の報告書において、「情報の集積」がプラット

フォームの競争力の源泉として機能していると指摘した

ことを受け、「第四次産業革命に向けた競争政策の在り方

に関する研究会」を 2017 年１月から開催し、同年６月に

報告書を公表した。その後は、３省庁（経済産業省、公正

取引委員会、総務省）の「デジタルプラットフォーマーを

巡る取引環境整備に関する検討会」に検討を引き継ぎ、

2018 年 12 月 18 日に「プラットフォーマー型ビジネスの

台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定した。その

後、2019 年３月に検討会の下に、不公正取引の是正とデ

ータ移転・解放に関するワーキンググループをそれぞれ立

ち上げ、取り得る選択肢（オプション）を 2019 年５月に

取りまとめ、公表した。さらに、３省庁での検討会の結果

を踏まえ、内閣官房に設置された「デジタル市場競争本部」

及び同事務局に議論の場を移し、デジタルプラットフォー

ムの透明性及び公平性の向上を図るため、2020 年の通常

国会に「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正

性の向上に関する法律案」を提出した。 

 

（２）国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り

方研究会について 

昨今、ビジネスのグローバル化、第四次産業革命のもと

で「データ」を活用したビジネスモデルの多様化が進むな

どイノベーションの進展、レピュテーションリスクが増大

する中で企業に対するコンプライアンス要請のさらなる

高まり等、日本企業を取り巻く経営環境が大きく変化して

いる状況を踏まえ、「国際競争力強化に向けた日本企業の

法務機能の在り方研究会」を 2018 年１月から開催し、2018

年４月に報告書を公表した。日米企業の法務部門のデータ

の比較や関係者へのヒアリング結果等を踏まえつつ、これ

からの「企業法務」に求められる新たな役割を整理し、日

本企業の競争力強化に資する経営と法務機能の在り方を

中心に議論を重ね、ここから明らかになった日本企業の課

題と克服に関する提言等をとりまとめた。報告書公表後、

各方面での講演・意見交換を実施したところ、より具体的

な改善方法等について、更なる深堀を求める要望があった

事を踏まえ、研究会の下に「法務機能強化実装ワーキング

グループ」及び「法務人材育成ワーキンググループ」を設

置し、改善方法等についての検討を進め、2019 年 11 月に

第二弾として報告書を公表した。本報告書では、前回報告

書が提起した法務機能の在り方について、「価値の創造」

に重点を置く観点からの可能性を明らかにするとともに、

特に組織運営の改革・改善や人材の育成・獲得の在り方に

関し、求める法務機能を実現していくためのより具体的な

方策・選択肢、フレームワークを提案した。 

 

（３）事業再編の円滑化のための産業競争力強化法の執行 

産業競争力強化法では、一定以上の国内売上高合計額を

有する申請会社の事業再編計画等の認定に当たり、主務大

臣は当該計画に係る競争環境上の論点について、公正取引

委員会と協議を行うこととなっている。これにより、主務

大臣と公正取引委員会との連携が強化され、我が国産業の

国際競争力強化のための再編の迅速化・円滑化に資するこ

とが期待されている。 

2019 年度は１件の事業再編計画等の認定について、公

正取引委員会と協議を行った。 

（４）我が国及び主要国での企業結合審査等における経済

分析の活用等に関する調査 

昨今、第四次産業革命の進展に伴うビジネスモデルの大

きな変容により、我が国及び諸外国当局における企業結合

規制において、従来の市場シェアや市場集中度を測る審査

手法に加え、経済学の知見に基づいた分析手法を重視する

実務が定着しつつある。そこで、企業結合審査における市

場・競争の整理の在り方や、より客観性を持ち定量的な評

価を可能にする経済分析の手法とその活用方法等につい

て、我が国及び主要国の事例・動向等を調査するとともに、

研究会における有識者の議論も踏まえ、企業実務及び今後

の政策への示唆をまとめた。 
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８．女性の活躍推進等 

８．１．女性活躍推進に向けた取組 

（１）政府における女性活躍推進の取組 

（ア）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（女性活躍推進法）の改正 

 2019 年、女性活躍推進法の改正により、一般事業主行

動計画の策定・提出義務及び自社の女性活躍に関する情報

公表の義務の対象について、常時雇用する労働者が 301 人

以上から 101 人以上の事業主に拡大されるとともに、改正

前は 13 項目中１項目以上の公表を求めていた情報公表項

目が、各区分から１項目以上、計２項目以上の公表に強化

された。 

 

（イ）「女性活躍加速のための重点方針 2019」の策定 

 「2020 年までに指導的地位に占める女性の割合 30％」

達成に向けた取組の加速化のため、2019 年６月に開催さ

れたすべての女性が輝く社会づくり本部（第８回）にて、

「女性活躍加速のための重点方針 2019」を決定した。重

点方針は、「Ⅰ．女性の活躍を支える安全・安心な暮らし

の実現」、「Ⅱ．あらゆる分野における女性の活躍」、「Ⅲ．

女性活躍のための基盤整備」の３つの柱立てで構成されて

いる。 

 経済産業省の関連では、「Ⅱ．あらゆる分野における女

性の活躍」において、女性リーダー育成やダイバーシティ

経営の推進、女性起業家支援の体制整備が盛り込まれた。 

 

（ウ）「成長戦略 2019」における女性活躍推進 

2019 年６月に取りまとめられた「成長戦略 2019」にお

いて、新たに講ずべき具体的施策として「ダイバーシティ

経営の推進」が盛り込まれた。ここでは、「ダイバーシテ

ィ 2.0 行動ガイドライン」の普及や、「なでしこ銘柄」の

選定基準の見直し等について記載されている。 

 

（２）男女共同参画推進 

男女共同参画に向けた取組については、「男女共同参画

社会基本法」に基づき、2015 年 12 月に策定された第４次

男女共同参画基本計画（2016～2020 年度）を実施するた

め、男女共同参画に関する企画立案を担う男女共同参画会

議（議長：官房長官、議員：関係閣僚、有識者）の下で、

関係省庁一体となり、取り組んでいる。 

2019年 11月、男女共同参画会議は、内閣総理大臣から、

今後新たな基本計画を策定していく際の基本的な考え方

について諮問を受け、男女共同参画会議の下の計画策定専

門調査会において「第５次男女共同参画基本計画策定に当

たっての基本的な考え方」の検討が行われた 

（2019 年度以降も策定に向けて検討中。） 

 

８．２．経済産業省で実施した女性活躍等の取組 

（１）ダイバーシティ経営の推進 

企業におけるダイバーシティ経営の推進についての取

組を支援するために、2012 年度から「ダイバーシティ経

営企業 100 選」を行っている。本事業では、優れたダイバ

ーシティ経営企業を選定・表彰し、ベストプラクティスと

して広く発信することにより、積極的に取り組む企業のす

そ野を広げることを目的としている。2019 年度は、18 社

（大企業７社・中小企業 11 社）の表彰を行った。 

2017 年度からは、「ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライ

ン」（競争戦略としてのダイバーシティ経営の在り方を示

したガイドライン）に基づき、中長期的な視点からダイバ

ーシティ経営を推進している企業を選定する「100 選プラ

イム」を実施し、2019 年度は２社を選定した。 

 

（２）なでしこ銘柄 

「なでしこ銘柄」は、2012 年度から、東京証券取引所と

共同で実施している事業で、女性活躍推進に優れた上場企

業を中長期の企業価値向上を重視する投資家にとって魅

力ある銘柄として紹介することを通じて、企業への投資を

促進し、各社の取組を加速化していくことを狙いとしてい

る。2019 年度は、「なでしこ銘柄」として 46 社、また「準

なでしこ」として 19 社を選定した。さらに、希望する企

業について、女性活躍に対する取組・開示の状況を一覧化

し、女性活躍に積極的に取り組む「なでしこチャレンジ企

業」としてリストを作成した。 

 

（３）女性起業家支援及び女性リーダー人材育成の推進 

 2016 年度から、女性ならではの起業課題に対応するた

めに、地域の金融機関、創業支援機関等に加え、先輩女性

起業家・キャリア支援機関等の様々な支援機関からなる

「女性起業家等支援ネットワーク」を全国 10 か所に形成

し、女性のニーズに応じたきめ細やかな支援を実施してお
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り、2019 年度には、起業の普及に関するイベント等の補

助を行うとともに，2018 年度に取りまとめたノウハウ集

を使用し，各地域の優良支援事例の発信を行った。 

また、経済産業省と公益法人との連携により、地方企

業や中堅中小企業を含む68社・72名の企業の幹部候補の

女性の参加を得て、ハーバード・ビジネス・スクールの

教授陣を招いた企業横断的な「女性リーダー育成研修」が

2020 年１月に開催された。レセプションには安倍晋三内

閣総理大臣が出席し、女性リーダーの育成の重要性に関

する企業関係者や有識者等との認識共有を図った。 
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