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第Ⅰ 総論

１．成長戦略の基本的考え方

20 年以上も続いた経済の低迷は、余りにも長すぎ、我が国経済社会に深刻な影響

をもたらした。 

働き手が減少していくという少子高齢化社会の到来と相まって、デフレが長期化

した結果、企業は、設備投資や賃金を抑制し、研究開発投資すら手控えるところま

で追い込まれ、消費者も、将来への不安や所得減少から消費を減らさざるを得ず、

その結果、需要が低迷し、デフレを加速するという悪循環から抜け出せずにいた。 

経済が長期停滞に陥ったこの期間を指して「失われた 20 年」と言われているが、

経済的なロスよりも、企業経営者が、そして国民個人もかつての自信を失い、将来

への希望を持てなくなっていることの方がはるかに深刻である。 

自信が無ければ新たな成長分野でリスクを負うことなどはできず、人材は能力を

発揮する場が限られ、技術やアイディアが放置され、個人の金融資産や企業の内部

留保が行き場も無く有効活用されないといった、ヒト・モノ・カネの構造的な「澱

み」が生じるのは当然である。 

安倍政権が発足して半年に満たないが、デフレマインドを一掃するための大胆な

金融政策という第一の矢、そして湿った経済を発火させるための機動的な財政政策

という第二の矢を放つと同時に、TPP への交渉参加、電力システム改革、待機児童解

消策など、必要性は言われながらも棚上げとなっていた課題についても決断し、実

行に着手するまでに至っている。 

その結果、消費と企業業績の回復傾向という形を通じて、国民の間に、そして国

際社会の間でも、日本経済の先行きに対する「期待」の灯がともるまでになった。 

こうした状況で第三の矢としての成長戦略が果たすべき役割は、明確である。そ

れは企業経営者の、そして国民一人ひとりの自信を回復し、「期待」を「行動」へと

変えていくことである。 

今、日本は、いずれ世界の国々が直面することとなる少子高齢化、資源・エネル

ギー問題などに真っ先に取り組まざるを得ない「課題先進国」の立場に置かれてい

る。これは世界に先駆けて課題を解決することができれば、新たな成長分野で一躍

世界のトップに躍り出るチャンスを前にしているということでもある。 

今一度、攻めの経済政策を実行し、困難な課題に挑戦する気持ちを奮い立たせ（チ
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ャレンジ）、国の内外を問わず（オープン）、新たな成長分野を切り開いていく（イ

ノベーション）ことで、澱んでいたヒト・モノ・カネを一気に動かしていく（アク

ション）。 

止まっていた経済が再び動き出す中で、新陳代謝を促し、成長分野への投資や人

材の移動を加速することができれば、企業の収益も改善し、それが従業員の給与ア

ップ、雇用の増大という形で国民に還元されることとなる。そうすれば、消費が増

え、新たな投資を誘発するという好循環が実現し、地域や中小企業・小規模事業者

にも波及していくこととなる。 

今回の成長戦略を新たなスタートとして、民間の全ての経済主体が挑戦する気概

を持って積極的かつ能動的に成長に向けた取組を本格化することで、初めてこうし

た好循環が起動することとなり、日本経済を停滞から再生へと、そして更なる高み

へと飛躍させ、成長軌道へと定着させることが可能となる。 

今回の成長戦略を始めとする三本の矢を実施することなどを通じて、中長期的に、

２%以上の労働生産性の向上を実現する活力ある経済を実現し、今後 10 年間の平均

で名目GDP成長率３%程度、実質GDP成長率２%程度の成長を実現することを目指す。

2010 年代後半には、より高い成長の実現を目指す。その下で、１人当たり名目国民

総所得（GNI）は中長期的には年３%を上回る伸びとなり、10 年後には 150 万円以上

増加することが期待される。 

経済成長を確実に実現していくために、こうした目指すべきマクロ経済の姿を掲

げるとともに、今回の戦略では、政策群ごとに達成すべき成果目標（KPI：Key

Performance Indicator）を定めている。 

その目標の実現のために、現在講じ得る規制改革・予算・税制などの施策をパッ

ケージとして打ち出しているが、これで終わりということではなく、成果目標の達

成に向けて、立て続けに施策を追加、深掘りしていくという、「常に進化していく成

長戦略」を展開していくこととする。 

２．成長への道筋

(1)民間の力を最大限引き出す 

産業競争力強化の鍵を握るのはあくまでも民間である。 

「第一の矢」、「第二の矢」で作ったデフレ脱却への期待を一時的なものに終わら
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せないためには、企業に眠る膨大な資金を将来の価値を生み出す投資へと向かわせ

る必要がある。 

このため、政府としては、安定的なマクロ経済環境の整備や経済連携の立ち後れ

の解消、低コストでのエネルギー供給の実現、投資を阻害する諸規制・制度の見直

しなど、我が国企業の競争条件の改善に向けて、これまで以上の強化に取り組むべ

きは言うまでもない。 

生産設備や事業の新陳代謝を促す枠組みを構築し、思い切った投資減税で法人負

担を軽減すること等によって積極姿勢に転じた企業を大胆に支援していく。 

しかしながら、実際に物事を動かすのは民間であり、企業経営者には、決断し、

行動し、世界と戦う覚悟を持ってもらわなければならない。 

（新陳代謝とベンチャーの加速） 
古くなった設備・資産を大胆に処分し、型遅れの設備を昀新鋭のものに置き換え

る。もう一度世界のトップに躍り出るための研究開発を加速し、成長分野に資金・

人材・設備を積極的に投入する。思い切った事業再編を断行し、企業として、産業

として新陳代謝を促進する。 

こうした形で企業経営者が動き出せば、日本の企業が再び元気を取り戻し、設備

投資の増加や生産性の向上を実現することを通じて、魅力的な新製品・サービスを

次々と生み出し、国際的な競争に勝ち抜き、世界の市場を獲得していくことが期待

できる。 

企業経営者に大胆な新陳代謝や新たな起業を促し、それを後押しするため、設備

投資促進策や新事業の創出を従来の発想を超えたスピードと規模感で大胆かつ強力

に推進する。加えて、株主等が企業経営者の前向きな取組を積極的に後押しするよ

うコーポレートガバナンスを見直し、日本企業を国際競争に勝てる体質に変革する。

（規制・制度改革と官業の開放を断行する） 
民間の投資を引き出す際に何よりも重要となるのが、投資先で民間の創意と工夫

が十分に発揮できる仕組みが用意されるのか、これまで規制で縛られていた分野が

これからどう変わるのかという点である。 

医療・介護・保育などの社会保障分野や、農業、エネルギー産業、公共事業など

の分野は、民間の創意工夫が活
い

かされにくい分野と言われてきた。このことは、こ

れらの分野はやり方次第では、成長分野へと転換可能であり、また、良質で低コス

トのサービスや製品を国民に効率的に提供できる大きな余地が残された分野である

ことを意味する。 
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これまで民間の力の活用が不十分であった分野や、そもそも民間が入り込めなか

った分野で規制・制度改革と官業の開放を断行し、「規制省国」を実現する。単に、

規制分野や官業への民間参入を促すだけにとどまらず、これらの分野に民間の資金、

人材、技術、ノウハウを呼び込み、意欲ある人材や新技術が積極的に投入されるよ

うにして、新たな日本経済の成長エンジン、雇用機会を提供する産業に仕立て上げ

ることを目指す。 

例えば、国民の関心の高い健康分野については、日本版 NIH の創設や先進医療の

対象拡大によって革新的な医療技術を世界に先駆けて実用化していくとともに、一

般用医薬品のインターネット販売の解禁や、医療・介護・予防の ICT 化を徹底し、

世界で昀も便利で効率的で安心できるシステムを作り上げる。農業については、農

地中間管理機構を整備・活用して、農地集約を加速化した上で、リース方式により

企業を含めた多様な担い手の農業参入を促進する。 

また、専ら官が担ってきた社会資本整備に、コンセッション方式等による PPP/PFI

を活用することで大胆に民間の資金や知恵を導入し、より安全で便利な、より強靱
じん

な

社会インフラを効率的に整備していく。また、世界昀高水準の事業環境を整備し、

ビッグデータや公共データなど IT を活用したイノベーションを起こす。 

このように民間の活力を昀大限引き出すことを目指して、新陳代謝とベンチャー

の加速、規制・制度改革と官業の開放を断行することで、グローバル競争に勝ち続

ける製造業の復活、付加価値の高いサービス産業の創出を図る。 

(2)全員参加・世界で勝てる人材を育てる 

人材こそが日本が世界に誇る昀大の資源である。日本の経済社会を覆う閉塞感や

経済の停滞の昀大の要因の一つは、少子高齢化の中で、人材の持つポテンシャルが

十分に発揮されていないことにある。 

戦後の高度経済成長の時代に作られた雇用システムや教育システムが、「成功体験

の罠」にとらわれ、今日まで維持温存されてしまった結果、女性や高齢者の能力が

十分活用されないままとなっており、また、子供や若者たちの教育も世界の潮流や

時代の変化に取り残されてしまっている。 

これは裏返して言えば、今のシステムを大胆に変えさえすれば、経済成長に必要

な人材資源を大きく取り入れ、少子高齢化に歯止めをかけ、我が国の潜在成長率を

高めることができるということである。 

（女性が働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻す） 

特に、これまで活
い

かしきれていなかった我が国昀大の潜在力である「女性の力」
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を昀大限発揮できるようにすることは、少子高齢化で労働力人口の減少が懸念され

る中で、新たな成長分野を支えていく人材を確保していくためにも不可欠である。 

女性の労働参加の拡大や、経営への参加の促進は、これまで以上に多様な価値観

を取り込む新たなサービス・製品の創出を促進し、社会全体に活力をもたらすほか

に、家庭の単位で見ても、ダブルインカムが実現されることで、家計所得と購買力

が増大し、景気の好循環が動き出し、豊かさが実感できるようになる。 

このため、保育の受け皿の整備などにより夫婦が働きながら安心して子供を育て

る環境を整備すると同時に、育児休業後の職場復帰の支援、女性の積極登用などを

通じて、女性の労働参加率を抜本的に引き上げることを目指す。 

（若者も高齢者も、もっと自分の能力を活かして活き活きと働ける社会にする） 
若者が、学校を出て、就職し、一生同じ会社で働くというシステムは、今や過去

のものとなっている。 

新陳代謝を加速させ、新たな成長分野での雇用機会の拡大を図る中で、成熟分野

から成長分野への失業なき労働移動を進めるため、雇用政策の基本を行き過ぎた雇

用維持型から労働移動支援型へと大胆に転換する。 

自分の能力に見合わない一時的な職を転々とするのではなく、希望を持って、意

欲的に自分の能力を磨きつつ、能力に見合った報酬が得られる職に就き、家庭を築

き、次の世代をしっかり育てていけるようにする。このため、ハローワークの情報

や業務を思い切って民間人材ビジネスに開放し、民間が有するノウハウを活用する

形で、スキルアップ研修、ふさわしい職とのマッチングなどを支援する。 

（日本の若者を世界で活躍できる人材に育て上げる） 
今や日本の若者は世界の若者との競争にさらされている。将来の日本を担う若者

が、国際マーケットでの競争に勝ち抜き、学術研究や文化・国際貢献の面でも世界

の舞台で活躍できるようにするためには、まず何よりも教育する側、すなわち学校

を世界標準に変えていくことを急がなければならない。 

日本の大学を世界のトップクラスの水準に引き上げる。このため国立大学につい

て、運営の自由度を大胆に拡大する。世界と肩を並べるための努力をした大学を重

点的に支援する方向に国の関与の在り方を転換し、大学の潜在力を昀大限に引き出

す。また、「鉄は熱いうちに打て」のことわざどおり、初等中等教育段階からの英語

教育を強化し、高等教育等における留学機会を抜本的に拡充し、世界と戦える人材

を育てる。 
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(3)新たなフロンティアを作り出す 

中長期的に経済成長を続けていくためには、これまでに無い製品やサービス、シ

ステムを作り上げることで全く新しい市場を創造するか、成長・拡大を続ける国際

マーケットで増えたパイを取りに行くかの二つのフロンティアを開拓していくしか

方法がない。 

長期の停滞に陥る前の日本の成長は、正にこの二つのフロンティアで勝ち続けた

からこそ実現できたのである。「メイド・イン・ジャパン」は、これを象徴する言葉

であり、新しい技術を取り入れた日本製品を次々と生み出し、世界の隅々までこれ

を売り込んでいったのである。 

研究開発競争、世界市場獲得競争が従前とは比べ物にならないほど激化している

今日、イノベーション戦略と国際展開戦略を抜本的に強化して、今度は「メイド・

バイ・ジャパン」で、もう一度栄光を取り戻す。 

（オールジャパンの対応で「技術立国・知財立国日本」を再興する） 
日本は現在でも高い技術力を有しており、国や大学の研究機関も民間も世界の先

端を行く研究を行い、将来有望な技術シーズを数多く保有している。それにもかか

わらず、昀終製品段階の国際競争で他国の後じんを拝することが多いのは、国、大

学、民間の研究開発が、出口を見据えずバラバラに行われ、それぞれの持ち味を十

分に活かしきれていないことが原因である。 

「総合科学技術会議」の司令塔機能を抜本的に強化し、日本が負けてはならない

戦略分野を特定し、そこに国、大学、及び民間の人材や、知財、及び資金を集中的

に投入するドリームチームを編成することで、世界とのフロンティア開拓競争に打

ち勝って新たな成長分野を創り出していく。 

また、世界の先を行く基礎研究の成果を一気に実用化レベルに引き上げるための

革新的な研究を徹底的に支援し、iPS プロジェクトのような成功例を次々と生み出し

ていく。国の総力を結集して「技術で勝ち続ける国」を創る。さらに、日本人の知

恵・創造力を発揮して、世界昀高の「知的財産立国」を目指す。 

（世界に飛び出し、そして世界を惹きつける） 
新興国を中心に世界のマーケットは急速な勢いで拡大を続けており、このマーケ

ットの獲得競争に打ち勝っていけるかどうかは、資源の乏しい日本にとって死活問

題である。 

経済連携協定や投資協定・租税条約の締結など、国内外の市場に跨る制度面での

障害を取り除いていくことは、新興国等の成長を昀大限取り込み、日本市場に投資
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を呼び込んでいくための大前提とでもいうべきことである。 

成長を続ける国際マーケットを如何に取り込んでいくかは、今や、国と国との競

争になっているのが現実である。電力、水、IT、鉄道などのインフラ分野における

我が国の製品や要素技術は世界トップ水準にある力を持ちながら国内にとどまって

いる中堅・中小企業も少なくない。また、日本文化に裏打ちされたコンテンツや日

本食、医療システムなどは圧倒的な競争力を有している。それにもかかわらず、世

界市場への参入が出遅れ、日本への投資・観光客が伸び悩んでいる。 

国際展開に関する限り、商売の話は民だけに任せればよいという従来の発想を大

胆に転換し、インフラ輸出やクールジャパンの推進などのトップセールスを含め官

民一体で戦略的に市場を獲得し、同時に日本に投資と観光客を取り込む体制を整備

する。また、高度外国人材の日本での活躍を促進するため、ポイント制度を見直す。

これにより、海外から得た富を含め国民が受け取る総所得である実質国民総所得

（GNI）の拡大を実現する。 

(４)成長の果実の国民の暮らしへの反映 

成長戦略で目標とした成長率が実現できたとしても、その成果の果実が供給サイ

ドに留まることなく、昀終的には、社会全体の活力が回復し、国民一人ひとりが豊

かさを実感でき、将来への希望が持てるようにならなければならない。 

特に、20 年の長きにわたる経済低迷で、企業もそこで働く人々も守りの姿勢やデ

フレの思考方法が身に付いてしまっている今日の状況を前向きな方向に転換してい

くためには、賃金交渉や労働条件交渉といった個別労使間で解決すべき問題とは別

に、成長の果実の分配の在り方、企業の生産性の向上や労働移動の弾力化、少子高

齢化、及び価値観の多様化が進む中での多様かつ柔軟な働き方、人材育成・人材活

用の在り方などについて、長期的視点を持って大所高所から議論していくことが重

要である。 

従来の政労会見や経営者団体との意見交換という形とは別に、政・労・使の三者

が膝を交えて、虚心坦懐かつ建設的に意見を述べ合い、包括的な課題解決に向けた

共通認識を得るための場を設定し、速やかに議論を開始する。 

成長戦略は財政再建と矛盾するものであってはならない。民間資金を活用した社

会資本整備、世界昀高水準の電子政府の実現、医療の徹底した ICT 化や大学改革な

ど成長戦略に盛り込まれた施策を着実に実施することは財政健全化にも貢献するも

のであり、また、それは経済成長の実現を通じて、企業所得や国民所得を向上させ、

歳入の増大という形で財政再建にも寄与するものである。
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３．成長戦略をどう実現していくか

(1)異次元のスピードによる政策実行 

今回の成長戦略と、これまでの成長戦略との昀大の違いは、まず、何を目指すの

かを明示し、それを実現するための施策を、メニューの羅列にとどめずに、その施

策を実行に移すのに必要なステップ（法改正、予算･税制措置、制度改正、審議会付

議など）をいつまでに終わらせるのかを工程表という形で可能な限り明らかにした

ことにある。 

これから行動を起こそうとしている民間にとって、いつ何ができるようになるの

かの情報が決定的に重要となる。 

特に、20 年の停滞から日本経済を再起動するためには、即効性の高い政策やメッ

セージ性の高い政策はスピード感を持って実施する必要がある。 

早期に実現すべきものについては、本年８月末までに詳細を明らかにし、準備が

整い次第、実行に移すなど、異次元のスピードで政策を実行する。 

(2)「国家戦略特区」を突破口とする改革加速 

日本経済を中長期的な成長軌道に乗せていくためには、成長戦略を着実に実施し、

浸透させていく、地道な努力が不可欠である。一方で、日本が本気で変革する姿勢

を内外にアピールし、本当に物事を動かしていくためには、スピード感をもって規

制・制度改革やインフラの整備を実現してみせる必要がある。 

このためには今回の成長戦略に盛り込まれた施策を迅速かつ確実に実施していく

ことが基本であるが、新たな手法として、内閣総理大臣主導で、国の成長戦略を実

現するため、大胆な規制改革等を実行するための突破口として、「国家戦略特区」を

創設することとする。この「国家戦略特区」では、国・自治体・民間の各主体が対

峙するのではなく三者一体となって取り組む案件であって、これまでの特区では実

現が期待できなかった、世界からの投資を惹
ひ

きつける程度にインパクトのあるもの

に限って対象とし、スピード感を持って実現していく。 

内閣総理大臣を長とする「国家戦略特区諮問会議」や大臣・首長・民間事業者か

らなる特区ごとの統合推進本部の設置など、特区をトップダウンで進めるための体

制を速やかに確立する。 
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４．進化する成長戦略

(1)成果目標（ＫＰＩ）のレビューによるＰＤＣＡサイクルの実施

今回の成長戦略では、大きな政策群毎に、達成すべき「成果目標」（KPI）を示し

ている。国際比較を含め、客観的、定期的、及び総合的に政策の成果を評価できる

ように、国際機関が示す指標も含めて「成果目標」を設定している。 

また、「成果目標」を実現するために必要な個別施策を方向性、手段、実施時期等

を明確にする形で示している。これらの個別施策の中には、今後、詳細設計を実施

したり、法律改正、予算要求、税制改正等を行い実行するものも多く含まれている

ため、個別施策の「進捗管理」を行うこれまでどおりのボトムアップ型の PDCA を実

施する必要がある。 

しかしながら、達成すべきは、あくまで「成果目標」である。戦略で示されてい

る個別施策を実行しても、そのインパクトが不十分であったり、新たな状況変化が

生じたりすることなどにより、「成果目標」を達成できない場合も考えられる。 

このため、今回の成長戦略では、ボトムアップ型の PDCA に加えて、これまでとは

次元の異なる「成果目標レビュー」を行う。具体的には、①掲げられた「成果目標」

は達成できたのか、②できなかった場合には何が足りないのか、③既存の施策の問

題点は何か、④効果のない施策の廃止も含め改善すべき点は何か、といったことを

「成果目標達成の可否」という観点からトップダウンで検証を行う。 

そして、検証結果を踏まえ、成果が出るように、施策を柔軟に見直す。経済状況

等の変化により、「成果目標」そのものを見直す必要がある場合には、柔軟に見直し

を行い、「常に進化し続ける成長戦略」を目指す。 

(2)本格的成長実現に向けた今後の対応 

今回の成長戦略においては日本の中長期的な経済成長を実現するためのシナリオ

及び鍵となる制度改革が盛り込まれているが、戦略策定時までに全ての課題におい

て詳細な制度設計が固まったわけではなく、また、成長を実現するために我が国の

抱える全ての課題に完全に応えきれてはいない。例えば、我が国のエネルギー需給

構造をどうするか、それに伴って地球環境問題にかかる定量的な目標をどうするか

などは本年秋以降の課題となっている。 

また、雇用関連制度については「行き過ぎた雇用維持」から「失業なき労働移動」

といった大きな政策転換がなされたが、「世界でトップレベルの雇用環境」にするた

めの課題は残されている。 
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諸外国の働き方や労働関連法制、慣習、実務などから虚心坦懐に学ぶべきものを

取り入れ、国民が求める「柔軟で多様な働き方ができる社会」及び「何度でもチャ

レンジが可能な社会」を創り上げるために解決すべき課題に真正面から取り組む必

要がある。また、多様な価値観や経験、ノウハウ、技術をもった海外の優秀な人材

を惹きつけ、その受入れを拡大するための総合的な環境整備についても今後も取り

組む必要がある。 

医療や介護、保育や年金などの社会保障関連分野は、少子高齢化の進展等により

財政負担が増大している一方、制度の設計次第で巨大な新市場として成長の原動力

になり得る分野である。今回の戦略では健康長寿産業を戦略的分野の一つに位置付

け、健康寿命延伸産業や医薬品・医療機器産業などの発展に向けた政策、保育の場

における民間活力の活用などを盛り込んだが、医療・介護分野をどう成長市場に変

え、質の高いサービスを提供するか、制度の持続可能性をいかに確保するかなど、

中長期的な成長を実現するための課題が残されている。 

農業については、担い手への農地集積・集約や、企業参入の拡大などに係る施策

が盛り込まれているが、農業・農村全体の所得の倍増を達成するためには農業生産

性を飛躍的に拡大する必要がある。そのためには、企業参入の加速化等による企業

経営ノウハウの徹底した活用、農商工連携等による６次産業化、輸出拡大を通じた

付加価値の向上、若者も参入しやすいよう「土日」、「給料」のある農業の実現など

を追求し、大胆な構造改革に踏み込んでいく必要がある。 

持続的な経済成長を支え、「財政再建」を実現するためにも、残された課題につい

ては経済財政諮問会議、規制改革会議など関係組織とも連携しつつ、早速、議論を

開始することとする。 
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５．「成長への道筋」に沿った主要施策例

今回の成長戦略では、「成長への道筋」を実行・実現するものとして、「日本産業

再興プラン」「戦略市場創造プラン」及び「国際展開戦略」の３つのアクションプラ

ンを打ち出している。このプランのうち、「成長への道筋」に沿って、早期に取り組

む必要がある代表的な施策を抜き出して整理すると以下のとおりである。 

（注：施策の例示であり、重要度や優先順位を示すものではない。） 

（１）民間の力を最大限引き出す 

（新陳代謝とベンチャーの加速） 

①民間投資を拡大し、事業再編を進める 

＜成果目標＞ 

◆３年間でリーマンショック前の設備投資水準(70 兆円/年（昨年度 63 兆円）)を回復する 

（ⅰ）生産設備の新陳代謝（老朽化した生産設備から生産性・エネルギー効率の高
い昀先端設備への入れ替え等）を促進する取組を強力に推進し、これに応じて
設備の新陳代謝を進める企業への税制を含めた支援策を検討し、必要な措置を
講ずる。 

医療機器、3D プリンター等の先端設備の投資を行おうとする企業の決断を後
押しするため、リース手法を活用して支援する方策を検討し、必要な措置を講
ずる。 【本年８月末までに結論】

（ⅱ）収益力の飛躍的な向上に向けた戦略的・抜本的な事業再編を強力に促進する。
こうした事業再編を推進する企業に対する税制措置や金融支援などの支援措置
を検討し、必要な措置を講ずる。また、過剰供給構造が長年放置されてきた分
野について、国が指針を示し、是正に向けた取組を促すための枠組みを構築す
る。 

②新事業を創出する 

＜成果目標＞ 

◆開業率が廃業率を上回る状態にし、米国・英国レベルの開・廃業率 10%台（現状約５%） 

を目指す 

◆ビジネス環境ランキングで先進国３位以内を目指す 

（ⅰ）健康、エネルギー等の規制関連分野で、企業が安心して新たな事業にチャレ

ンジできるようにする。このため、①ホワイトゾーン（適法）であることを確

認する仕組み、②安全性などの実証に取り組む意欲と技術のある企業に特例的

に規制を緩和する制度（企業実証特例制度）を創設する。 

【本年８月末までに結論】 
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（ⅱ）ベンチャーへの資金供給を大幅に拡大する。このため、現行のエンジェル税 

制を使い勝手の良いものに改善し、民間企業等の資金を活用したベンチャー企 

業への投資を促す方策を検討し、必要な措置を講ずる。大企業からの独立（ス

ピンオフ）や地域のリソースを活用した起業・創業も強力に推進する。 

【本年８月末までに結論】 

また、ベンチャーなど新規・成長企業と投資家をインターネットサイト上で

結び付け、多数の投資家から少額ずつ資金を集める仕組み（クラウド・ファン

ディング）について検討し、本年中に制度改正が必要となる事項を整理する。

【本年中に策定】 

い

（ⅲ）一度の失敗で全てを失い、経験やノウハウが活かされない可能性のある個人

保証の現状を改める。法人の事業資産と経営者個人の資産が明確に分離されて

いる場合等一定の条件を満たす場合には、経営者の保証を求めないこと等のガ

イドラインを策定する。 【本年内できるだけ早期に策定】 

③コーポレートガバナンスを見直し、公的資金等の運用の在り方を検討する

（ⅰ）会社法を改正し、外部の視点から、社内のしがらみや利害関係に縛られず監 

督できる社外取締役の導入を促進する。 【次期国会に提出】 

（ⅱ）機関投資家が、対話を通じて企業の中長期的な成長を促すなど、受託者責任 

を果たすための原則（日本版スチュワードシップコード）について検討し、取

りまとめる。 【年内に取りまとめ】

（ⅲ）公的・準公的資金について、各資金の規模・性格を踏まえ、運用（分散投資 

の促進等）、リスク管理体制等のガバナンス、株式への長期投資におけるリタ 

ーン向上のための方策等に係る横断的な課題について、有識者会議において 

検討を進め、提言を得る。 【本年秋までに結論】

（規制・制度改革と官業の開放を断行する） 

④健康長寿産業を創り、育てる 

＜成果目標＞ 

◆健康増進・予防、生活支援関連産業の市場規模を 2020 年に 10 兆円（現状 4 兆円）

に拡大する 

◆医薬品、医療機器、再生医療の医療関連産業の市場規模を 2020 年に 16 兆円（現状

12 兆円）に拡大する 
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（ⅰ）我が国の優れた医療分野の革新的技術の実用化を強力に後押しするため、一

元的な研究管理、研究から臨床への橋渡し、国際水準の質の高い臨床研究・治

験が確実に実施される仕組みの構築等を行う司令塔機能（日本版 NIH）を創設す

る。 【次期通常国会に新独法設立法案提出】 

（ⅱ）保険診療と保険外の安全な先進医療を幅広く併用して受けられるようにする

ため、新たに外部機関等による専門評価体制を創設し、評価の迅速化・効率化

を図る「昀先端医療迅速評価制度（仮称）」（先進医療ハイウェイ構想）を推進

することにより、先進医療の対象範囲を大幅に拡大する。 

【本年秋を目途に抗がん剤から開始】 

（ⅲ）一般用医薬品を対象とするインターネット販売を認めることとする。その際、

消費者の安全性を確保しつつ、適切なルールの下で行うこととする。ただし、「ス

イッチ直後品目」等については、他の一般用医薬品とはその性質が異なるため、

医療用に準じた形での慎重な販売や使用を促すための仕組みについて、医学・

薬学等それぞれの分野の専門家による所要の検討を行うこととし、本年秋頃ま

でに結論を得て、所要の制度的な措置を講ずる。 【本年秋頃までに結論】 

（ⅳ）医療・介護・予防分野での ICT 利活用を加速し、世界で昀も便利で効率的な

システムを作り上げる。このため、レセプト等の電子データの利活用、地域で

のカルテ・介護情報の共有、国全体の NDB（ナショナルデータベース）の積極的

活用等を図る。特に、全ての健保組合等に対して、レセプトデータの分析、活

用等の事業計画の策定等を求めることを通じて、健康保持増進のための取組を

抜本的に強化する。 

【健康保険法等に基づく厚生労働大臣指針を今年度中に改正】

（ⅴ）PMDA の体制を質・量両面で強化する。これにより、医薬品・医療機器の審査

を迅速化し、審査ラグを解消する。 【2020 年までに解消】

（ⅵ）医療・介護の規制関連分野で、企業が安心して新たな事業に取り組めるよう

ホワイトゾーンであることを確認し、消費者が安心して購入できるよう品質保

証等を行う仕組みについて法制度を含む措置を講ずる。 

【本年８月末までに結論】 
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⑤農林水産業を成長産業にする 

＜成果目標＞ 

◆今後 10 年間で、全農地面積の８割が、「担い手」によって利用され、産業界の努力も反

映して担い手のコメの生産コストを現状全国平均比４割削減し、法人経営体数を５万法

人とする 

◆2020 年に６次産業の市場規模を 10 兆円（現状１兆円）とする 

◆2020 年に農林水産物・食品の輸出額を１兆円（現状約 4,500 億円）とする 

◆今後 10 年間で６次産業化を進める中で、農業・農村全体の所得を倍増させる戦略を策

定する 

（ⅰ）農地中間管理機構が、市町村や民間企業等に業務委託を行い、地域の総力を

挙げた体制を構築しつつ、法人経営、大規模家族経営、集落営農、企業等の担

い手への農地集積・集約化に配慮して貸し付ける農地再配分スキームを確立す

る。 【本年秋までに具体化、速やかに法制化を含む措置を実施】 

企業の参入状況の検証等を踏まえ、農業生産法人の要件緩和など所有方式に 

よる企業の参入の更なる自由化について検討を行う。 

（ⅱ）農林漁業成長産業化ファンドの本格展開等を行う。また、新品種・新技術の

開発・普及、医療福祉等の異業種連携等により、農業にイノベーションを起こ

し、付加価値を高める。                              【今年度から実施】

（ⅲ）今後 10 年間で倍増する（340 兆円→680 兆円）グローバルな「食市場」の獲

得を目指す。このため、国別・品目別輸出戦略を策定する。また、世界の料理

界での日本食材の活用推進（Made FROM Japan）、日本の「食文化・食産業」

の海外展開（Made BY Japan）、日本の農林水産物・食品の輸出（Made IN Japan）

の取組を一体的に推進する。                           【今年度から実施】

⑥エネルギー産業を育て世界市場を獲得する

＜成果目標＞ 

◆2020 年に約 26 兆円（現状８兆円）の内外のエネルギー関連市場を獲得する 

（ⅰ）電力システム改革により電力の小売を全面自由化し、多様な主体の参入、異

業種との融合を促し、創意工夫を凝らした新たなビジネスの展開を促進する。

また、電力会社や料金の選択を自由に行うために必要なスマートメーターの導

入を進めるとともに、個人情報利用ルールの整備を行う。【2016 年目途に実施】

   さらに、送配電部門の中立性の一層の確保を着実に進め、新たなイノベーシ

ョンを誘発し得る電力システムを実現する。 【2018∼2020 年を目途に実施】

（ⅱ）９電力の供給区域に分割されてきた現状を打破し、全国的な電力の効率的供

給を実現するために、広域的運営推進機関を設立する。地域間連系線等の増強
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を促進するとともに、再生可能エネルギーや蓄電池を核とした分散型電源の基

盤を整備する。 【2015 年目途に実施】

（ⅲ）エネルギーの低廉かつ安定的な供給を実現するために、①原子力規制委員会

により規制基準に適合すると認められた原子力発電所の再稼働、②環境アセス

メントの明確化及び迅速化を踏まえた環境に配慮した低コストな高効率火力

（石炭・LNG）の導入、③シェールガスを含む安価な天然ガスの輸入、日本企業

の天然ガス開発支援による供給源多角化等を行う。 

（ⅳ）家庭や中小企業が、初期負担を抑えて太陽光パネルや蓄電池などを設置でき

るようにすることで、その導入を拡大する。このため、設備を一括購入し、初

期負担なしでユーザーに提供するビジネス等を行う企業を支援する（クリーン

エネルギー・ファイナンス）。 【本年８月末までに結論】 

⑦民間の資金、知恵を活用して社会資本を整備・運営・更新する（PPP/PFI） 

＜成果目標＞ 

◆今後 10 年間で PPP/PFI の事業規模を 12 兆円（現状 4.1 兆円）に拡大する 

（ⅰ）収益施設・公的不動産の活用や、民間都市開発と一体で進めることにより、

民間資金等を昀大限に活
い

かして社会資本の更新等の投資を可能とするような手

法を積極的に推進する。特に、上部空間の利用等により首都高速道路の老朽化

対策を民間都市開発と一体的に行うなど、都市と高速道路の一体的な再生に PPP

事業を活用する。 

【今年度から、首都高速道路築地川区間等をモデルケースとして検討を実施】

（ⅱ）官民共同で(株)民間資金等活用事業推進機構を設立し、民間事業者が利用料

金で資金回収を行い社会資本を整備する PFI 事業にリスクマネーを供給する。

これを呼び水とし、これまでは、民間事業者が需要変動リスクを負うため実績

が極めて少なかった利用料金徴収を伴う独立採算型PFI事業等を大きく伸ばす。

【今国会において法案成立】

（ⅲ）公共施設に運営権を設定することで、当該運営権を抵当に資金調達の円滑化

を図るとともに、民間事業者が創意工夫を発揮できるコンセッション方式の対

象に新たに国管理空港等を追加する。これにより、コンセッション方式による

PFI 事業を抜本的に拡大する。  【国管理空港等について今国会に法案提出中】

⑧ＩＴを利用したイノベーションを起こす 

＜成果目標＞ 

◆2015 年度中に、世界最高水準の公共データの公開内容（データセット１万以上）を実現 

（ⅰ）ビッグデータやオープンデータの利活用が世界昀高水準で実現するよう積極

的に進める。このため、データ利活用と個人情報及びプライバシー保護との両
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立に配慮したデータ利活用ルールを策定するとともに、紛争処理機能等を有す

る第三者機関の設置を含む新たな法的措置も視野に入れた制度見直し方針を策

定する。 【本年内に策定】

（ⅱ）地理空間情報（G 空間情報）、調達情報、統計情報、防災・減災情報などの公

共データを積極的かつ速やかに公開し、これを活用して新たなビジネスを創出

することを後押しする。このため、公共データを掲載するデータカタログサイ

ト（日本版 data.gov）を試行的に立ち上げ、来年度から本格稼動させる。 

【本年秋以降に実施】 

（ⅲ）対面・書面交付が前提とされているサービスや手続を含め、IT 利活用の阻害

要因となる規制・制度を洗い出し、改革を進める。このため、あらゆる分野で

IT の利活用が行われるように、「IT 利活用の裾野拡大のための規制制度改革集

中アクションプラン（仮称）」を策定する。  【本年中を目途に策定】

（２）全員参加・世界で勝てる人材を育てる 

（女性が働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻す） 

①「女性の力」を最大限活かす 

＜成果目標＞ 

◆2020 年に女性の就業率（25 歳から 44 歳）を 73%（現状 68%）にする 

（ⅰ）「待機児童解消加速化プラン」を展開し、今後２年間で約 20 万人分、保育需

要ピークが見込まれる 2017 年度末までに約 40 万人分の保育の受け皿を新たに

確保し、保育の質を確保しつつ、待機児童解消を目指す。このため、賃貸方式

や国有地も活用した保育所整備、保育の量拡大を支える保育士確保、小規模保

育事業などの新制度の先取り、認可を目指す認可外保育施設への支援及び事業

所内保育施設への支援を行う。 

（ⅱ）女性の活躍を促進する企業の取組を後押しし、企業の職場環境を整備するた

め、管理職・役員への登用拡大に向けた働きかけや情報開示の促進等を行う。

また、女性の活躍促進、仕事と子育ての両立、育児休業中、及び復職後の能力

アップの支援に取り組む企業への支援を行う。 

さらに、学び直しプログラムの提供、主婦等向けインターンシップ等により、

子育て女性の再就職を支援する。               【今年度から実施】
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（若者も高齢者も、もっと自分の能力を活
い

かして活
い

き活
い

きと働ける社会にする） 

②成熟分野から成長分野への失業なき労働移動を進める 

＜成果目標＞ 

◆今後５年間で、失業期間６か月以上の者を２割減少させ、一般労働者の転職入職率を

９%（2011 年：7.4%）とすることを目指す 

（ⅰ）単に現在の職を維持する政策から、意欲と能力のある人材に、自分を高める

機会を拡大した上で、成長分野の職への移動を支援する政策に大胆に転換する。

【労働移動支援助成金（2012 年度：2.4 億円）と雇用調整助成金 

（2012 年度：1,134 億円）の予算規模を 2015 年度までに逆転させる】

（ⅱ）人材のマッチングに民間の力を昀大限活用する。このため、ハローワークし

か使えなかった求人情報、ハローワーク紹介に限定されている助成金を、民間

人材ビジネスに開放する。 【本年８月末までに結論】

（ⅲ）資格取得等につながる自発的な教育訓練の受講など社会人の学び直しを、今

までにない規模で大胆に支援する。これにより、意欲のある非正規の若年者等

が、自らの可能性を昀大限高め、キャリアアップ・チェンジすることを応援す

る。 

【労働政策審議会において検討し次期通常国会に雇用保険法改正案提出を目指す】

（日本の若者を世界で活躍できる人材に育て上げる） 

③大学の潜在力を最大限に引き出す（国立大学改革等）

＜成果目標＞ 

◆今後 10 年間で世界大学ランキングトップ 100 に 10 校以上を入れる 

（ⅰ）先駆的な取組を予算の重点配分等で後押しする国立大学改革に直ちに着手す

る。今後３年間を改革加速期間とする。【本年夏に国立大学改革プランを策定】 

①年俸制の本格導入、企業等外部からの資金を活用した混合給与などの人事給

与システムの改革 

②大学や学部の枠を越えた教員ポスト・予算等の資源再配分及び組織再編、並

びに大学内の資源配分の可視化 

③上記の先駆的な取組の成果を踏まえ、運営費交付金全体を戦略的・重点的に

配分する仕組みを導入する。 【2016 年度から導入】

（ⅱ）学校教育法等の法令改正を含め、抜本的なガバナンス改革を行うこととし、

所要の法案を次期通常国会に提出する。また、必要な制度の見直しを行い、世

界と競う「スーパーグローバル大学（仮称）」を創設する。【来年度から実施】 
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④世界と戦える人材を育てる 

＜成果目標＞ 

◆2020 年までに留学生を倍増する（大学生等６万人→12 万人） 

（ⅰ）初等中等教育段階からの英語教育を強化する。このため、小学校における英

語教育実施学年の早期化、教科化、指導体制の在り方等や、中学校における英

語による英語授業実施について検討する。      【今年度から検討開始】

（ⅱ）グローバル化に対応した教育を行い、高校段階から世界と戦えるグローバル・

リーダーを育てる。このため、「スーパーグローバルハイスクール（仮称）」を

創設する。 

【来年度から実施】

（ⅲ）意欲と能力のある高校・大学等の若者全員に、学位取得等のための留学機会

を与える。このための官民が協力した新たな仕組みを創設する。 

【本年８月末までに結論】 

（ⅳ）国家公務員総合職試験や大学入試等に、TOEFL 等の国際的な英語試験の導入等

を行う。                    【国家公務員総合職試験は 2015 年度から導入】

（3）新たなフロンティアを作り出す 

（オールジャパンの対応で「技術立国・知財立国日本」を再興する） 

①国の総力を結集して「技術で勝ち続ける国」を創る 

＜成果目標＞ 

◆今後５年以内に科学技術イノベーションランキング世界１位（世界経済フォーラムでは現

状５位） 

（ⅰ）戦略分野を特定し、出口を見据え、総力を結集して研究開発等を推進しイノ

ベーションにつなげていくための司令塔として、「総合科学技術会議」の機能を

強化する。これにより、府省の縦割りを廃し、産学官の連携を抜本的に強化し、

高い科学技術力が昀終製品・サービスまで到達できていない我が国の現状を打

破する。 【本年８月までに法改正を含む工程表策定】 

（ⅱ）戦略分野の市場創造のため、「総合科学技術会議」が中心となり、コア技術を

特定し、基礎研究から出口（事業化、実用化）までを見据えたロードマップに

基づく、府省の枠を越えた取組を行う。この取組に対して複数年にわたり重点

的に資源を配分する「戦略的イノベーション創造プログラム（仮称）」を創設す

る。 【本年８月末までに結論】 
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（ⅲ）京都大学山中教授による再生医療研究など FIRST プログラムが世界トップ水 

準の高い研究成果を創出していることを踏まえ、FIRST 後継施策とも呼ぶべき 

「革新的研究開発支援プログラム」を創設する。 【本年８月末までに結論】 

（世界に飛び出し、そして世界を惹
ひ

きつける） 

②経済連携等を進め新興国等の成長を最大限取り込む 

＜成果目標＞ 

◆2018 年までに、貿易のＦＴＡ比率 70%（現状 19%）を目指す 

◆2020 年までに中堅・中小企業等の輸出額の 2010 年比２倍を目指す 

（ⅰ）TPP、RCEP、日中韓 FTA、日 EU・EPA 等の連携交渉を推進し、世界の主要な国々

との経済連携を深めるとともに、投資協定の締結促進や、租税条約ネットワー

ク拡充のための取組を加速する。 

（ⅱ）世界市場で十分勝負できる「潜在力」と「意欲」のある中堅・中小企業の海

外展開を強力に後押しする。このため、JETRO 等公的支援機関等の連携強化によ

るワンストップ支援、シニア人材派遣による海外展開ノウハウの補完、現地で

直面する法務、労務、知財問題等の相談に対応し、専門組織を紹介する「海外

ワンストップ窓口」の創設等を行う。 【本年中に設置】 

③成長が見込まれる世界のインフラ市場を官民一体で獲得する 

＜成果目標＞ 

◆2020 年に 30 兆円（現状 10 兆円）のインフラシステムの受注を実現する 

◆2020 年に海外の医療技術・サービス市場の 1.5 兆円（現状 0.5 兆円）を獲得する 

（ⅰ）官民一体、オールジャパンで売り込みを強化するために、内閣総理大臣を始

めとする閣僚によるトップセールスを毎年 10 件以上実施する。 

（ⅱ）海外展開支援融資ファシリティの活用、JBIC・NEXI による現地通貨建ファイ

ナンス支援の強化、海外投融資を含む ODA の積極的活用、貿易保険の拡充など

政策支援ツールを充実する。 

（ⅲ）MEJ を昀大限活用し、2020 年までに海外の医療技術･サービス市場 1.5 兆円の

獲得を目指す。 

【新興国を中心に日本の医療拠点を 2020 年までに 10 か所程度創設】

- 19 -




 

 

 

                    

 

     

 

 

  

④クールジャパンの推進及び訪日外国人旅行者や対内直接投資の受入れ拡大により、徹

底したグローバル化を進める

＜成果目標＞ 

◆2018 年までに放送コンテンツ関連海外売上高を現在（63 億円）の３倍に増加させる 

◆2020 年までに外国企業の対内直接投資残高を現在の２倍の 35 兆円に拡大する 

◆2013 年に訪日外国人旅行者 1000 万人、2030 年に 3000 万人超を目指す 

（ⅰ）（株）海外需要開拓支援機構やジャパン・コンテンツ海外展開事務局等が中心

となり、コンテンツや関連商品の海外への売り込みを強化する。 

このため、①海賊版対策の抜本的強化、②海外現地放送局・配信サイトにお

ける日本コンテンツの流通枠の確保、③現地のコンテンツ規格への対応、④相

手国の文化ニーズに合わせたコンテンツ供給の増加等を行う。【今年度から実施】

（ⅱ）人気のあるコンテンツを迅速に海外に売り込めるようにするために、権利処

理の円滑化を図る。このため、①権利処理一元窓口の整備（映像コンテンツ権

利処理機構（aRma）の機能強化等）、②海外展開も含めた権利処理契約の促進等

を行う。   【今年度から実施】

（ⅲ）日・ASEAN 友好協力 40 周年の節目を踏まえ、今後増大が見込まれる ASEAN 諸

国からの観光客に対してビザ要件を緩和する。 【本年夏までに実施】 

（ⅳ）我が国の経済成長等に貢献することが期待される高度な能力や資質を持つ外

国人が、円滑に我が国に来られるようする。このため、高度外国人材ポイント

制度について、年収基準の見直し、永住許可要件としての在留歴の短縮（５年

から３年とする。）等の見直しを行い、本年内に新たな制度を開始する。  

【本年内に開始】 

- 20 -




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ．３つのアクションプラン 
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第Ⅱ ３つのアクションプラン

成長戦略を実行・実現するものとして、政権を挙げて優先的に取り組むべき施策

を厳選し、３つのアクションプランを打ち出す。「日本産業再興プラン」の実行によ

り、産業基盤を強化する。また、その力を基に、「戦略市場創造プラン」の実行によ

り、社会課題をバネに新たな市場を創造するとともに、「国際展開戦略」の実行によ

り、拡大する国際市場を獲得する。 

「日本産業再興プラン」は、この失われた 20 年間で生じたヒト、モノ、カネの構

造的な「澱み」を解消するため、直ちに取り組むべき必達計画である。プランの実

行により、民間に対しては、産業や人材の新陳代謝を進めるため、代謝不足の体質

を改善し、世界で戦える筋肉質な体質となることを促す。官の側では、企業やヒト

の活動の足かせとなる規制や制約を積極的に省いていく国（規制省国）となり、ま

た、省庁縦割りによる非効率性を徹底排除して、日本の総合力を発揮できる体制（オ

ールジャパン）の構築を目指す。これにより、官民で攻めの経済政策を実行する力

を確保する。 

「戦略市場創造プラン」は、課題先進国としての現状を攻めの姿勢で捉え、社会

課題を世界に先駆けて解決することで新たな成長分野を切り開こうとする、未来を

睨んだ中長期戦略である。プランの実行により、課題克服による不安の解消と、成

長産業の育成の同時達成を目指す。 

「国際展開戦略」は、日本経済のグローバル依存度の高まりを攻めの姿勢で捉え、

競争と変化が著しいグローバル経済の中で、積極的・戦略的に勝ちに行くための、

官民一体の取組指針である。戦略の実行により、幅広い層の企業や国民が、世界経

済の成長の果実を享受することを目指す。 

「日本産業再興プラン」の実行を通じ、「世界で戦える力」を獲得することによっ

て、「戦略市場創造プラン」や「国際展開戦略」が描く未来や世界をにらんだ成長市

場が現実のものとなる。逆に、「どの場で戦うのか」という成長市場の姿が明示され

ることによって、強化すべき力の方向性についての確信が生まれる。このように、

３つのプランは、互いに相乗効果を持つものであり、政策群ごとに達成すべき成果

目標（KPI：Key Performance Indicator）、期限、内容を明記した工程表の策定・実

行により、同時併行的に進めていく。 

アクションプラン策定に際しては、総合科学技術会議や規制改革会議に加え、若

者・女性活躍推進フォーラム、教育再生実行会議、IT 総合戦略本部、経協インフラ

戦略会議等からの意見・提言を取り入れた。引き続き、こうした会議等との連携を

強化し、プランの実行に取り組む。 
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