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■ 経済産業省は、2004 年 5 月、日本

産業創造戦略」を発表した。同戦

代の米国産業再生の基礎になった

りわけわが国製造業の活性化に

する。 
■ 新産業創造戦略は、①強い競争力

に対応した市場ニーズに応える産

強みと課題を分析している。 
その上で、今後の日本経済の発展

家電、③ロボット、④コンテンツ

ギー・機器・サービス、⑦ビジネ

のためのアクションプログラムと

■ 新産業創造戦略の中身については

ーション促進に照準が合わされた

提示した、④「高度部材産業集積

くりの真骨頂と明示した、など評

■ 一方、同戦略の弱みとしては、①

り戦略の弱さ、が指摘できる。 
■ 新産業創造戦略の狙いを実現する

ほか、政権が変わっても一貫して
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＜ポイント＞
 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
の産業が今後目指すべき方向を示したレポート「新

略は、一般の注目度はあまり高くないが、1990 年

「ヤングレポート」の日本版を目指したもので、と

向けての重要な方向性を示したものとして注目に値

を活かし世界で勝ち抜く先進産業群、②社会の変化

業群、③地域再生を担う産業群、の３本柱について

を担うべき新産業分野として、①燃料電池、②情報

、⑤健康・福祉・機器・サービス、⑥環境・エネル

ス支援サービス、の戦略７分野を選定し、成長実現

重点政策が示された。 
、①日本の産業政策が「攻め」に転じた、②イノベ

、③将来日本を牽引する新産業の具体的イメージを

」を活かした「擦り合わせの連鎖」が日本のものづ

価すべき点が含まれている。 
サービス業と地域再生の戦略の迫力不足、②人づく

ためには、政府が一丸となって取り組む必要がある

推進することが求められる。 
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はじめに 
 中国、米国など世界景気の回復とデジタル家電需要の拡大を背景に、日本経済の回復傾向が

鮮明となっている。2004 年 4～6 月期の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率 1.3％と、2003 年 10
～12 月期の同 7.6％、2004 年 1～3 月期の同 6.4％からは大きく減速したが、5 四半期連続で

プラス成長を維持した。 
 足元では景気は踊り場を迎えているが、設備投資は堅調に推移しており、企業部門主導の回

復メカニズムは保たれている。 
 企業業績も顕著に改善しており、企業の収益性を示す売上高経常利益率（全産業）は 1～3
月期 3.8％、4～6 月期 3.7％と 15 年ぶりの高水準になっている。 
 このように景気が循環的に回復軌道に乗り、企業の財務パフォーマンスが改善した今、これ

を循環的な一過性の回復にとどまらず、日本の産業競争力の引き上げ、国際競争に勝ち抜く産

業の創出へとつなげていくことが重要な課題といえる。 
 こうしたなか、2004 年 5 月、日本の産業が今後目指すべき方向を示したレポート「新産業

創造戦略」が経済産業省から発表され、わが国の産業政策は新たなステージへと入っている。

この新産業創造戦略は、マスコミ等での扱いは小さいが、米国産業競争力委員会1が 1985 年に

まとめ、1990 年代の米国産業再生の基礎になった「ヤングレポート」の日本版を目指したもの

で、とりわけわが国製造業の活性化に向けての重要な方向性を示したものといえる。 
 本稿では、新産業創造戦略の内容を概観、評価し、日本の産業政策の方向性について考察し

てみたい。 
 
１．新産業創造戦略の概要 
 
「新産業創造戦略」策定の狙い － イノベーションと需要の好循環の実現 

 経済産業省は、数年前から「イノベーションと需要の好循環」の形成を目指す産業政策を標

榜してきた。イノベーションが潜在需要を喚起し、これによる設備投資・個人消費の拡大が所

得の向上と一層の需要増大を生むという好循環である。 

 既に個々の企業で構造調整が進展し、新規事業への設備投資が活発化するといった好循環（ミ

クロの好循環）が動き始め、デジタル家電分野などを中心にイノベーションによる需要が喚起

されるなど、明るい兆しが見られる。 

 こうした「イノベーションと需要の好循環」の流れを確固たるものにするためには、個々の

企業の取り組みを超えて、セミマクロ、マクロの好循環を加速化させる必要がある。セミマク

ロの好循環とは、産業構造全体でみて、強い製造業の復活と生産性の高いサービス業が創出さ

れる「ダイナミックな産業構造転換」が実現することである。また、マクロの好循環とは、企

業の研究開発・事業化への取組が、新商品・新サービスといったイノベーションの創出と消費

者の潜在需要を喚起し、雇用・国民所得が増加して更なる需要の喚起につながり、民需主導の

持続的な経済成長が実現することである。 

 新産業創造戦略は、上記のようなセミマクロ、マクロの好循環を形成、加速化させることを

                                                      
1 米国では、産業競争力の強化が国家的課題とされたレーガン政権時代の 1983 年に J.A.ヤング（当時ヒュー

レット・パッカード社長）を委員長とする産業競争力委員会が設置された。同委員会は、1985 年、通称「ヤン

グレポート」と呼ばれる報告書を大統領に提出し、同レポート中で、①新技術の創造・実用化・保護、②資本

コストの低減、③人的資源開発、④通商政策の重視、の 4 分野の提言を行った。 
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目指したものと位置づけられている。 

 

３つの視点と３本柱の産業戦略 

 新産業創造戦略では、上記の目的のために、日本経済を牽引し、雇用の場を提供し、さらに

は各地域に広がりを持って地域経済を支える産業群を戦略的に形成する必要があると指摘して

いる。 

 この認識に立って、 

①世界との競争をどう勝ち抜くか、 

②社会の要請にどう応えるか、 

③地域の低迷をどう脱するか、 

という３つの視点（問題意識）から、 

①強い競争力を活かし世界で勝ち抜く先進産業群、 

②社会の変化に対応した市場ニーズに応える産業群（サービス等）、 

③地域再生を担う産業群、 

の３本柱の産業戦略を戦略的、総合的に推進していくとされている。 

 

戦略策定のための現状認識 

 上記の３本柱のそれぞれにつき、日本の産業を巡る現状、強みと課題について分析を行って

いる。 

 ここで指摘された課題を短く要約すれば、次のようになる。 

 ○ 先端的新産業群 

日本の製造業の競争力の強みは、擦り合わせ型産業組織にあり、今後も川下－川中－川上

連携の強化と産業集積の維持・強化が課題である。 
 ○ 市場ニーズに対応する新産業群 

サービス産業については、サービスモデルの創出、ＩＴ等を使った生産性の向上、規

制改革の推進などの総合的な取り組みが必要である。 
 ○ 地域再生を担う産業群 

地域再生については、地域に根ざした顔の見える信頼のネットワークを核に、地域の

伝統、文化を活かした総合的な戦略が必要である。 
 

７つの新産業分野と重点政策 

 新産業創造戦略では、以下の４条件を踏まえて、７つの新産業分野を抽出している。 

①日本経済の将来の発展を支える戦略分野 

②国民ニーズ、社会ニーズが強く、今後潜在需要を掘り起こせる分野 
③最終財から素材まで、大企業から中堅・中小企業まで、大都市から地方まで広範な広が

りがあり、我が国の産業集積の強みが活かせる分野 
④市場メカニズムだけでは発展しにくい障壁や制約があり、官民一体の総合的政策展開が

必要な分野 
 この結果、選ばれた７分野は、次のとおりである（図表１参照）。 

 ＜先端的な新産業分野＞ 

①燃料電池、②情報家電、③ロボット、④コンテンツ 
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   出所 ： 経済産業省

 

 

＜社会ニーズに対応

⑤健康・福祉・

サービス 
 これらの７分野に

市場規模の展望を明

グラム）が示された

３のとおりである。

 

横断的重点政策 

このほか、上記の

・製造業の競争

・企業内人材投

・特許情報等の

・企業による知

・営業秘密保護

・デザインに係

・競争力の強化

・日本が優位に

・変化に挑む人

・変化に挑む人

東レ経営研究所「ＴＢＲ
図表１ 新産業創造戦略で取り上げる産業群
「新産業創造戦略」2004年 5月

した市場の広がりに応える新産業分野＞ 

機器・サービス、⑥環境・エネルギー・機器・サービス、⑦ビジネス支援

ついて、単なる定性的方向を示すだけでなく、将来（2010年頃）の具体的

らかにするとともに、これを実現するために必要な方策（アクションプロ

。戦略７分野それぞれの市場規模の展望は図表２、重点政策の骨子は図表

 

戦略７分野に共通の横断的重点政策として次のような項目が示された。 

力を支える製造現場の中核人材を強化する 
資を促進する 
迅速な提供による研究開発効率の飛躍的向上を図る 
的財産の戦略的活用のための環境を整備する 
を強化し、技術流出防止を徹底する 
る知的財産権の保護を強化する 
に繋がる戦略的な市場ルール・体制を整備する 
立つ技術に係る国際標準の戦略的な獲得を推進する 
材・企業に資金が円滑に供給されるような環境整備を図る 

材・企業の創業、組織再編、グローバルな最適生産体制の構築を円滑にす
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るための制度的環境整備を図る 
・情報化（電子タグの活用によるＩＴ事業基盤の確立の促進等）を通じて社会全体の効率

性を高める 

 

 

　　　　　　　　　図表２　　戦略７分野の市場展望

■　燃料電池

■　情報家電

■　ロボット

■　コンテンツ

■　健康・福祉・機器・サービス

■　環境・エネルギー・機器・サービス

■　ビジネス支援サービス

出所 ： 経済産業省「新産業創造戦略」2004年5月

　　　　　　　　　　　　　　　2010年の市場規模（展望）　→　2020年の市場規模（展望）
　○燃料電池自動車　　　　　　　５万台　　　　　　　　　　　　　　　５００万台
　○定置用燃料電池　　　　　２２０万ｋW　　　　　　　　　　　　　１，０００万ｋW
　○市場規模　　　　　　　　　　約１兆円　　　　　　　　　　　　　　　　約８兆円
　　＊上記に加え、携帯用燃料電池の導入が期待される。

　　　　　　　　　　　　　　2003年の市場規模　→　2010年の市場規模（展望）
　○世界　　　　　　　　　　　約５４兆円　　　　　　　　　　約９６兆円
　○日本　　　　　　　　　　　約１０兆円　　　　　　　　　　約１８兆円
　　（セット機器、ﾊﾟﾈﾙ/ﾕﾆｯﾄ、部品/半導体、電子材料、製造装置市場の単純合計）

　　　2003年の市場規模　　→　　2010年の市場規模（展望）
　　　　　約５，０００億円　　　　　　　　　　約１．８兆円
　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　20２５年の市場規模（展望）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 約６．２兆円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200１年の市場規模　→　2010年の市場規模（展望）
　○コンテンツ産業　　　　　　　　　　　　　　約１１兆円　　　　　　　　　約１５兆円
　（うちデジタルコンテンツ国内市場規模　約１．９兆円　　　　　　　　約６．３兆円　　）
　○海外輸出・ライセンス規模　　　　　　　約０．３兆円 　　　　　　　約１．５兆円

　　　　　　　　　　　　200２年の市場・雇用規模　→　2010年の市場・雇用規模（展望）
　○市場規模　　　　　　　　約５６兆円　　　　　　　　　　　　　約７５兆円
　○雇用規模　　　　　　　　約５５１万人　　　　　　　　　　　　約７５０万人

　　　　　　　　　　　　200１年の市場・雇用規模　→　2010年の市場・雇用規模（展望）
　○市場規模　　　　　　　　約５２兆円　　　　　　　　　　　　　約７８兆円
　○雇用規模　　　　　　　　約１４４万人　　　　　　　　　　　　約１９１万人

　　　　　　　　　　　　200０年の市場・雇用規模　→　2010年の市場・雇用規模（展望）
　○市場規模　　　　　　　　約７６兆円　　　　　　　　　　　　　約１０７兆円
　○雇用規模　　　　　　　　約６２７万人　　　　　　　　　　　　約７５０万人
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　　　　　　　　　　　　　　図表３　　戦略７分野に関する重点政策

１．燃料電池
○ 新たな開発・導入シナリオに基づく研究開発の加速化

○ 水素ステーションの整備等、早期実用化に向けた導入促進

○ 実用化・商用化に必要な規制緩和の確実な実施

○ 国際的な協力の枠組みの構築

２．情報家電
○ 事業化シナリオに基づく川上－川中－川下産業の垂直連携の強化、研究開発の重点化

○ 標準化課題の整理と国際標準化の主導権の確保

○ 組込ソフトの開発を担う高度な人材の育成

○ 事業再編･再構築の促進

３．ロボット
○ 官公需を含めた先進ユーザーによる先行的モデル用途の開発

○ 基盤的な要素技術や共通基盤的技術の開発

○ 安全性の確保、ＰＬ法上の取扱、各種保険制度等の制度整備

４．コンテンツ
○ コンテンツ産業の国際展開の促進等によるフロンティア拡大

○ デジタルシネマの普及促進

○ 流通事業者と制作事業者間の公正な取引環境の確立

○ 制作事業者による資金調達環境の整備

５．健康・福祉・機器・サービス
○ 「元気シニア立国」を目指した、健康サービス産業の総合的育成

○ e-Japan 重点計画を踏まえた電子カルテの普及など医療の情報化

○ バイオテクノロジーを活用したテイラーメイド医療や予防医療、再生医療の実現・普及

○ 我が国の優れた製造技術を活かした医療・福祉機器の開発・普及

６．環境・エネルギー・機器・サービス
○ 環境・エネルギー分野の技術革新の加速化

○ ルール整備、情報開示、政府調達などによる市場の創出・拡大

○ 国際的なビジネス展開・市場拡大のための環境整備

７．ビジネス支援サービス
○ 職種別スキル標準の整備などによる、人材育成の強化等

○ 公的部門からの外部委託の推進による新たな市場の創出

出所 ： 経済産業省「新産業創造戦略」2004年5月
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２．新産業創造戦略をどう見るか 
 

評価すべき５つのポイント 
 今回の新産業創造戦略は、一見すると、いつもの総花的で新味に欠ける政策ビジョンのよう

に見えるが、内容的には次の５点において高く評価されてしかるべきと筆者は考える。 

①「攻め」に転じた産業政策 
 第一に、長らくバブル崩壊後の負の遺産の処理に追われていた日本の産業政策が、今回よう

やく新規事業、新規産業の創出という「攻め」に転じた点で、今回の新産業創造戦略は大きな

意味を持っている。 
 これまで政府は、産業再生機構の設立（2002 年 12 月）、産業活力再生特別措置法（産業再

生法）の抜本改正（2003 年 4 月）などにより、過剰債務を抱えた事業・企業の再生や過剰供

給構造の是正に取り組んできた。これらは「産業再生」をうたいながらも、どちらかといえば

産業再生という課題の中の一部に過ぎない「負の遺産の後始末」という後ろ向きの施策が中心

だった。 
 もっとも、産業再生法の本来の目的は不振企業の支援ではなく、強い企業をより強くする政

策も含まれていた。たとえば、改正産業再生法で導入された革新的な設備投資の支援策は、前

向きな施策であり、最近脚光を浴びているシャープの三重県亀山工場（世界初の大型液晶ディ

スプレイ生産から液晶テレビ組立までの一貫工場）も実はこの制度を利用している。 
 このように、これまでの産業再生の取り組みにも、強い企業をより強くする前向きな施策は

含まれていたが、既存の産業の生き残りや自力再生を図る仕掛けが中心で、新規産業を創出す

るためのビジョンが欠落していた2。 
 これに対し、今回の新産業創造戦略は、新規事業、新規産業の創出を通じて、より高付加価

値で活力に富んだ産業構造を実現するという「攻め」の産業政策であり、真の産業再生への取

り組みがようやく始まったことを意味する。 

②イノベーション促進に照準 
 第二に、「イノベーションと需要の好循環」の構築こそが日本経済再生の処方箋だと明確に位

置づけられ、イノベーションの促進に照準を合わせた政策が打ち出された。 
 これは、新産業創造戦略がモデルにしたとされる米国のヤングレポートの基本認識に合い通

じるものだ。ヤングレポートは、先進国の製造業が発展を続けるためには、イノベーションを

数多く生み出し、世界市場での競争に勝ち抜く商品を生み出す能力を絶え間なく向上させてい

く必要があるとの認識3を明確に打ち出し、新技術を開発し低コストで生産し輸出するための処

方箋を示したものだった。 
 また、ここで標榜された「イノベーションと需要の好循環」は、かつて高度成長期の日本が

                                                      
2 もちろん、従来の政策の中に新規事業・産業の創出を促す措置がまったくなかったわけではない。たとえば、

2001 年 5 月に打ち出された「大学発ベンチャー」を 3 年で 1000 社設立する構想は、その後の国立大学の独立

行政法人化を追い風に実際に成果を上げている（2003 年度末までの設立件数は累計約 800 社）。 
3 こうした認識は、ヤングら産業競争力委員会のメンバーが 1986 年に設立した競争力評議会が 1999 年にまと

めた報告書中でも、以下の表現に見られるように、しっかり受け継がれている。「いかなる先進工業国も、あり

ふれた製法でありふれた製品を生産していたのでは、高い賃金と生活水準、世界市場での地位を維持できない。

低賃金の開発途上国が急速にそのスキルを向上させ、素早く最近の技術を取り入れることができるグローバル

な世界経済にあって、米国の繁栄は競合国からみて常に移動するターゲットであり続けられるかどうかにかか

っている。われわれは、新しい財・サービス・プロセスを生み出し、商品化する能力を絶え間なく向上させて

いかねばならない」 
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「三種の神器」で実現したものであるほか、今また、デジタルカメラや第３世代携帯電話など

のデジタル関連機器におけるイノベーションで日本企業の手によってその萌芽が現実に芽生え

つつあるものである。いわば日本経済の「勝ちパターン」であるこうした好循環が幅広い分野

で生まれることを支援することは、極めて時宜にかなった重要な政策といえよう。 

③将来日本を牽引する新産業・新技術の具体的イメージを提示 
 第三に、燃料電池、情報家電、ロボットなど戦略７分野を掲げ、将来の日本経済の発展を支

える産業群や競争力の核となる新技術についての具体的なイメージが示された。 
 しかもその戦略分野の抽出作業は、統計数値のみによらず、現場主義に徹し、産業の最前線

の現場への取材による強みや課題の分析に基づいて行われた4ことが奏効したようで、単なる机

上の空論に終わっておらず、明快で説得力のある新産業・新技術のイメージが提示されている。 

④日本のものづくりの真骨頂の明示 
 第四に、製造業に関しては、日本の強みは、世界的にも希有な「高度部材産業集積」にあり、

この集積を活かして川下（最終製品）から川上（素材、原材料）までの「擦り合わせの連鎖」

を実現することが、日本のものづくりの真骨頂であると明示された。 
 たとえば、現在、超大型、超小型のハイエンドな液晶ディスプレーを作れる国は日本以外で

は台湾と韓国だけだが、韓台のディスプレー産業はいずれも日本の材料メーカー、部品メーカ

ーに依存している。また、要素技術のネットワークの点でも、日本は韓台にはない強みを持っ

ている。 
 将来どの産業で、どの要素技術の組み合わせでイノベーションが起こるかをあらかじめ想定

することは難しいが、日本の場合、多種多様な要素技術を蓄えた高度な部品・材料産業群の分

厚い集積の強みを維持していけば、次代のイノベーションに向けた擦り合わせが次々に起こり、

企業は新たな市場への高い対応力を発揮していくことができる。 
 日本の製造業の強みを上記のように明確に特定して認識した上で、先端的新産業群を選び出

し、アクションプランを明示した点は、近年の産業政策としては出色の出来といえよう。 

⑤キャッチーなキーワードの使用 
 第五に、日本のものづくりの強みに関しては、上述した「擦り合わせ」というキーワードが

全体を通して多用されているほか、もう一つ「秘伝のたれ」というキャッチーな（catchy＝人

に受けそうで覚えやすい）キーワードが使われている。 
 「秘伝のたれ」とは、④で述べた高度部材産業集積などの他に追随を許さない得意な技術の

蓄積の比喩として使われている表現で、日本の要素素材・部品・金型産業の強みの一因をなす

ものとされている。そして、この「秘伝のたれ」を生んでいるのは、一見無理に思えるような

顧客からの要求に必死に応えていくものづくりの姿勢とこれを伝承しようとする企業家と工場

現場の風土であり、こうした産業文化とこれを体現する人材を今後とも維持・確保することが

大きな課題であると指摘されている。 
 この種のキーワードは、定義が不明確なまま情緒的に使われかねないといった弊害はあるも

のの、新産業創造戦略においては日本の産業が世界のトップを走るための戦略の方向性を分か

りやすく指し示すのにこれらのキーワードが有効な働きをしている。 
 

                                                      
4 経済産業省による産業の最前線に立つ企業人や地域関係者への取材の訪問先は約 300 ヶ所、面談者数は延べ

約 700 人以上、事務局スタッフの出張回数は延べ 100 回以上とされている。 
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新産業創造戦略の弱点 
 これまで、新産業創造戦略の長所を述べてきたが、物足りない点や欠けている点ももちろん

ある。ここでは、新産業創造戦略の弱点を２点指摘したい。 

①サービス業と地域再生の戦略は迫力不足 
 一つ目は、製造業を中心とする「先端的な新産業分野」についての分析と重点政策の充実ぶ

りに比べて、サービス業を中心とする「社会ニーズの広がりに対応した新産業分野」および「地

域再生の産業分野」の分析と政策は新味に乏しく、具体事例の提示も乏しく迫力に欠ける印象

を免れない。 

 製造業については、様々な技術の蓄積、高度部材産業集積、擦り合わせの強みを活かした明

快な戦略が示されているのに対し、社会ニーズに応えるサービス業や地域再生を支える産業に

ついてのアクションプログラムや重点政策の内容はやや陳腐で、進むべき方向性が見定められ

たとは言えない。 
 国の産業政策の性格上、製造業だけでなく、非製造業、地域経済をも含めて日本が国際競争

に勝ち残る方策をバランスよく示す必要があり、総花的な構成のレポートにならざるをえない

といった事情があるのは理解できる5。しかし、製造業の戦略が出色であるだけに、非製造業、

地域経済でも新機軸の戦略が望まれる。 

②人づくり戦略の弱さ 
 二つ目は、人づくり戦略の弱さである。 
 確かに、新産業創造戦略では、横断的重点政策の冒頭に「産業人材の育成」が掲げられ、産

業現場の中核人材の強化、サービス産業人材・ＩＴ人材・技術経営人材の育成支援、企業内人

材投資の促進等が列挙されている。しかし、多くは題目が掲げられただけで、具体的な施策へ

の踏み込みはない。 
 製造業に関していえば、現場の高齢化と中堅・若手の減少、請負や派遣従業員の増加、外注

化の進展などを背景に、以前より熟練技能者の技能が中堅・若手に継承されにくい環境になっ

ている。企業における産業人材の育成を怠れば、現場における技術の蓄積や擦り合わせの強み

も失われてしまう。 
 また、同戦略は、日本では今後も従来通り質の高い技術者が労働市場に供給されるというこ

とが前提になっているように思われる。しかし、各種アンケートが示すように、日本の 10 代

の若者の理数離れや科学技術への関心の低下は国際的に見ても深刻であり、人的資源の強化策

は新産業創造戦略を推進する上で重要な要素となるはずだ。経済産業省の領域を超えるが、日

本の教育制度の中で、あるいは社会の中で、次世代の日本経済を担う産業人材をいかに育成す

るかといった視点も重要と思われる。 
 
今後の課題 
 最後にもっとも重要な点は、新産業創造戦略が今後着実に実行され、意図した成果をあげる

ためには、国をあげての粘り強い取り組みが必要だということである。肝心なことは、新産業

創造戦略に掲げられた政策は、経済産業省だけでなく政府が一丸となって取り組まないと実現

しないほか、政権が変わっても一貫して推進しなければ実を結ばないということだ。 

                                                      
5 今回の景気回復は、特に初期においては、大企業・製造業中心、都心中心で、景気回復感が中小企業や非製

造業、地域経済にまで行き渡っていなかったために、こうした政治的要請が強かったと推測される。 
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同戦略は、2004 年 6 月に経済財政諮問会議がまとめた「骨太の方針 2004（第４弾）6」の中

に盛り込まれたので、当面の政府全体の重点施策としての位置づけとなったことは確かである

が、これは次年度予算編成において重視されればいいというものではなく、年度を超えて政府

一体となって推進していくべき性格の戦略である。 
本稿冒頭で述べたように、新産業創造戦略は米国産業競争力委員会がまとめた「ヤングレポ

ート」の日本版を目指しているというが、これが日本版ヤングレポートと称されるほどの成果

を上げるか否かは、レポートで指摘された戦略を国をあげて推進していこうという意志がある

かどうかにかかっている。 
米国では、ヤングレポートの提言に即した政策が、レーガン政権以降、何代もの政権にまた

がって強力に実行に移されたことが経済再生につながったという点を忘れてはならない。■ 
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6 正式名称は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004」（2004 年 6 月 3 日） 


