
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回「構造変化と日本経済」専門調査会議事要旨 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

1．開催日時：2008 年 2 月 26 日(火） 18:30～20:10 

2．場 所：中央合同庁舎 4 号館 共用第 3 特別会議室 

3．出席委員等： 

会長 	 植  田  和  男 東京大学大学院教授 

氏  家  純  一 野村ホールディングス株式会社取締役会長 

牛  尾  治  朗 ウシオ電機株式会社代表取締役会長 

大  竹  文  雄 大阪大学教授・社会経済研究所長 

川  勝  平  太 静岡文化芸術大学学長 

香 西 泰 エコノミスト 

小 島 明 社団法人日本経済研究センター会長 

小  島  順  彦 三菱商事株式会社代表取締役社長 

西 水 美恵子 前・世界銀行副総裁、 


シンクタンク・ソフィアバンク シニア・パートナー 

柳  川  範  之 東京大学大学院准教授 

大  田  弘  子 内閣府特命担当大臣(経済財政政策） 

木 村 勉 内閣府副大臣（経済財政政策） 

加  藤  勝  信 内閣府大臣政務官（経済財政政策） 

八  代  尚  宏 経済財政諮問会議民間有識者議員 

黒  田  昌  裕 内閣府経済社会総合研究所長 

（議事次第） 

１ 開 会 

２ 経済財政政策担当大臣挨拶 

３ 議 事 

（１）専門調査会の運営等について 

（２）専門調査会の検討事項について 

（３）その他 

４ 閉 会 


（配布資料） 

資料１ 「構造変化と日本経済」専門調査会委員名簿 

資料２ 「構造変化と日本経済」専門調査会運営規則（案） 

資料３ 「構造変化と日本経済」専門調査会の公開について（案） 

資料４ 「構造変化と日本経済」専門調査会の設置について 

    （平成  20 年２月  15 日経済財政諮問会議提出資料） 

資料５ 検討事項（案） 


「産業再生の現場経験からの問題意識」（冨山和彦委員提出資料） 
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（概要）

（報道関係者入室） 

（齋藤政策統括官）ただいまより「『構造変化と日本経済』専門調査会」を開催する。 

本専門調査会の会長については、植田和男委員が経済財政諮問会議運営規則第９

条に基づき、議長である福田内閣総理大臣から指名されている。 

それでは、開会に際して大田大臣よりごあいさつをいただく。 

（大田大臣）大田でございます。皆さん、大変お忙しい中、専門調査会の委員をお受けい

ただき本当にありがとうございます。 

足元の日本経済は下振れリスクを抱えており、それはそれとして十分注意が必要

だが、今６年間、景気回復を続けてきて、バブル崩壊後の痛手からは抜け出して、

ようやく正常な状態に戻ってきている。ただ、この間に世界経済の構造が余りに大

きく変わったので、一度、世界の中での日本の経済構造をしっかり考えてみたいと

かねがね思っていた。 

体を鍛えるときに、エクササイズというか、体を強くするメニューと、一方で、

体質はこれでいいのか、あるいは環境の中で自分は合っているのかという点検の２

つが必要だと思う。体を強くするためのエクササイズ、言わば成長戦略は安倍内閣

のときから取り組んでいる。福田内閣でも、今、新しい成長戦略を策定中である。

一方の経済構造、経済の体質を、この専門調査会でしっかり考えてみたい。 

１つ目には、ダイナミックに変化する世界の経済と一緒に成長できるような経済

構造はどういうものなのか。 

２つ目には、人口が減る中で内需の厚みを保っていける、あるいはつくっていけ

る経済構造はどういうものなのか。 

３つ目には、世界の資金の流れが大きく変わる中で、1,500 兆円を上回る家計金

融資産を持っている日本のチャンスと潜在的なリスクは何であるのか。 

こうしたテーマを、この場で議論できれば大変有意義だと思っている。 

そういうことで、総理と人選し、お願いしたところ、皆さんにお受けいただいて、

大変、私は幸せです。ありがとうございます。 

７月には日本でサミットが開かれ、その議長国になるので、日本経済がどういう

メッセージを発するのかが大変注目されている。この専門調査会での議論を通じて、

新しい経済構造の視点を出せれば、これは日本にとっても世界にとっても有意義で

ある。 

３月、４月、５月の集中的な議論になるが、どうぞ、精力的な御議論をよろしく

お願いします。 

（齋藤政策統括官）次に植田会長よりごあいさつをいただく。 

（植田会長）植田です。この話は、１週間ほど前、大田大臣の方からお電話でお誘いをい

ただき、21 世紀版の「前川レポート」をつくるということだが、振り返ってみる

と、私はアメリカから帰ってきて、日本で経済学の研究を始めたのが大体 1980 年

代の初めで、それから割とすぐ「前川レポート」が出たということ、それから、経

常収支等の研究を私もしていたので、当時、一生懸命読んだことを覚えている。 

そういうこともあって、それから 20 年強経ってしまったわけだが、新しいレポ

ートということで、それでは、一丁やってやるかという感じで引き受けてしまった

が、その後 10 日余り、いろいろどういうレポートができ上がり得るのかを必死に

2


第１回「構造変化と日本経済」専門調査会 



 

 

 

考えてみると、大変なものを引き受けてしまったという感じだ。 

ただ、幸い、非常に立派な諸先輩方、それから、若手のばりばりの研究者の方々

にも参加していただいているので、私はここに座って適当にかじ取りをして、いろ

いろな方がおっしゃってくださったことをうまくまとめればいいレポートができ

るのではないかと期待している。どうぞよろしくお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

（齋藤政策統括官）ありがとうございました。それでは、昀初に少し事務的なことをお話

しさせていただく。 

委員の紹介は省略させていただくが、委員名簿を資料１という形で配付している。

なお、小島順彦委員は遅れて出席される。冨山和彦委員は欠席だが、資料の提出

があるので、それを席上に配付している。 

また、本日は経済財政諮問会議の八代尚宏議員が出席されている。 

それでは、これ以降の議事進行は、植田会長にお願いしたい。 

（植田会長）議事に入る前に、この専門調査会の会長代理を、私から指名させていただき

たい。小島明委員にお願いしたいと思うが、よろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（植田会長）それでは、小島明委員、よろしくお願いいたします。 

昀初の議題は「（１）専門調査会の運営等について」であり、運営規則や公開の

方法等について事務局から説明する。 

（西川官房審議官）資料２「『構造変化と日本経済』専門調査会運営規則（案）」及び資料

３「『構造変化と日本経済』専門調査会の公開について（案）」をごらんいただきた

い。 

運営規則（案）では、専門調査会の運営を第１条で規定するとともに、第２条で

会長の事務を規定している。２項にあるように「会長が調査会に出席できない場合

は、あらかじめ会長の指名する専門委員が、その職務を代理する」ということで、

小島明委員が指名されたものと理解している。 

第３条、委員の欠席の２項にあるように、欠席する場合は、書面により意見を提

出することができるとなっているので、御欠席の場合にも是非、書面で御意見をい

ただきたい。 

第４条、議事にあるように「調査会は、調査会委員の過半数が出席しなければ、

これを開くことができない」という原則になっているので、後刻、日程調整を行う

が、できるだけ御出席いただきたい。 

第５条、審議内容等の公表等について、遅滞なく、議事要旨の公表等をするとい

うことである。 

細則については、資料３「『構造変化と日本経済』専門調査会の公開について（案）」

ということで決めさせていただく。特に「議事要旨は、原則として調査会終了後１

週間以内に作成し、公開する」となっているので、会議終了次第、議事要旨の案を

つくるので各委員に点検いただきたい。 

以上、この資料２の運営規則及び資料３の公開について、いずれも昀近の経済財

政諮問会議の他の専門調査会の規定に準じて御用意させていただいた。 

（植田会長）今の資料２、資料３について、いかがか。こういう規則でよろしいか。 
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（「異議なし」と声あり） 

（植田会長）それでは、この案のとおりとさせていただく。 

次に、これまでのこの専門調査会の発足・設置に至る経緯だが、資料４に簡単に

説明されている。これは２月 15 日に内閣府から経済財政諮問会議に提出した資料

である。１月 31 日の経済財政諮問会議での決定に基づき、２月 15 日にこの専門調

査会が設置されている。説明は省略する。 

それでは、２番目の今日の主題である今後の当専門調査会の検討事項について議

論いただきたい。昀初に資料５「検討事項（案）」について事務局から説明する。 

（齋藤政策統括官）資料５「検討事項（案）」について御説明する。これは植田会長の御

了解をいただいた上で事務局が作成したもので、経済財政諮問会議から与えられた

課題について、主要な検討事項として考えられるものを列記したものである。今日

はまず、こうした検討事項を中心に皆様の問題意識、御意見を伺いたい。 

もとより、このリストは十分なものとは思っていない。この点、植田会長から委

員の皆様にお願いしたいということで、その内容を昀初に四角の中にお示ししてい

る。すなわち、以下の 11 の論点の中で、特に重要なものはどれか。欠けている重

要な論点はないのか。それから、複数の重要な論点をつなぐ、あるいはそれらの根

底にある基本的な課題は何か。そういったことを念頭に置きながら御議論をいただ

ければと思う。 

以下、主要な論点だが、４つのカテゴリーに分けている。 

昀初のＡのカテゴリーは「世界の構造変化と日本」についてであり、基本的な問

題意識としては、世界的な分業構造や資金循環の変化が進む中で日本経済にはどの

ような潜在的リスクがあり、これをどう克服していくかということである。 

以下、具体的な論点を３つ書いている。 

まず、貿易面では中国のような新興国が台頭するなど、国際分業関係が大きく変

化しているわけだが、その中でどのようにすれば日本はその比較優位構造を継続的

に進化できるかということである。 

２番目は、国際的な資金フローの面で、世界の各地域間で巨額の資金の流れが生

じている。その中で、経常収支は黒字で大幅な資金供給国である日本はその流れか

ら取り残されているのではないか。資金の還流の輪にどのように加わっていくのか

ということである。 

３番目は、こうした中で日本経済は、例えば昨今のサブプライム住宅ローン問題

でも見られるように、アメリカ発の影響でかなり下振れリスクが高まっているわけ

だが、どのようなリスクや脆弱性を克服すれば、強靭な、resilient な「経済構造」

となり得るのかということである。 

なお、注に、以下「経済構造」がキーワードになるので、ここではどういうふう

に考えるかを整理した。財市場、労働市場、金融市場、企業組織等における制度や

慣行及びこれらの相互補完関係を指すということにしている。 

Ｂのカテゴリーは「成果配分と経済構造」についてである。６年間の景気回復に

おいて、企業部門は堅調に推移してきたけれども、それがなかなか家計への波及と

いう形では表れてこなかった、これに遅れが見られるということである。このため

消費が強さを欠き、外需依存が続いている状況にあるが、企業と家計の間で好循環

が形成され、内需の厚みを増す成果配分はどういうものかを御議論いただきたい。

具体的には、まず４番目で、厳しいグローバル競争の下で、持続的な成長を生み
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出すような資本と労働の成果配分とはどのようなものか。よく労働分配率をめぐる

問題とも言われるけれども、その点についてどう考えるかということである。 

５番目は、格差問題がよく取り上げられるが、ダイナミックに成長しつつ雇用形

態等による格差のひずみを小さくするには、人材育成はもとより、それに加えて「経

済構造」をどのように改革すればよいのかということである。 

６番目は、家計が持つ多額の資産は効率的に運用されておらず、結果として財産

所得を通じた成果配分も得られていない。日本の場合には、個人が株を持っていな

いので、配当はないし、預金をしているが、預金金利は低金利で非常に少ない状況

であって、財産所得を通じた成果配分が得られていない。金融市場の在り方を含め、

資産が活用され、成長につながるための「経済構造」はどのようなものかというこ

とである。 

Ｃのカテゴリーは「供給力の構造」についてで、世界経済のダイナミズムを取り

込み、家計と企業の好循環を支える供給力の構造とは何かということである。 

輸出需要も変わっていくと思うが、国内需要も、例えば高齢化とか人口減少、ある

いは環境問題への認識の高まりといったことで需要構造は大きく変わっていくと

考えられる。こうした今後の需要構造に合致し、消費者の潜在需要を満たす財やサ

ービスが継続的に創出されるような供給力とはどのようなものかということであ

る。 

８番目は、高成長を実現している国は、金融、ＩＴ関連などをリーディング産業

とする場合が多いわけだが、日本の場合には、例えばどのような産業がリーディン

グ産業になるのか。また、今後の成長分野を生み出すどのような土壌が我が国には

あるのかということである。 

９番目は、グローバル化などの環境変化に適応し、迅速に制度を設計・構築する

力をいかに高めるかということである。 

昀後にＤのカテゴリーが「日本の位置づけ」である。この報告は、サミットの場

で世界に向けて発信するということも意識しているけれども、そういう観点から日

本の位置づけをどう考えるかである。 

10 番目としては、成長するアジア経済の中での日本経済の位置づけをどう考え

るか。アジアの一員としての日本経済の役割は何かという論点を挙げている。 

昀後の 11 番目は、いち早く環境問題に直面し、未曾有の高齢社会を迎える日本

は、課題の面では世界の昀先端にあるわけだが、問題解決の面でも、世界的課題の

解決にどのようにしてモデルとなり得るかという論点である。 

（植田会長）いかがでしょうか。どれも難しい課題で、一方で時間が６月のどこかぐらい

までと限られているので、これを一つひとつ丁寧に詳しく検討していくほどの時間

はないのかと思う。したがって、かなり戦略的にこの会を進めないとよいレポート

ができないと思っている。 

その戦略をどう構築したらよろしいかということで、今日はその辺りを特に皆さ

んに御議論いただきたい。あるいは会議の進め方とか、昀後のレポートのイメージ

等にまで言及していただいてもいいと思うが、いずれにせよ、今日はまず御自由に

ブレーンストーミングということでお願いしたい。 

（大竹委員）試験問題みたいなものを与えられました。まず、一番大事なものはどれかに

ついて考えてみたが、私は多分、７番目の「消費者の潜在需要を満たす財やサービ

スが継続的に創出されるような供給力」が一番のキーになるのではないかと思って

5


第１回「構造変化と日本経済」専門調査会 



 

いる。それはどういうことかというと、消費者重視で、企業間の競争でそれを満た

すような財やサービスを生み出していくことが一番生産性を高めることにもつな

がってくると思うからだ。ただ、消費者重視といっても、消費者保護行政のような

ものではなくて、企業の競争を促進することが消費者重視につながるのではないか

と思う。 

これは、ほかの論点にも共通している。１番目の比較優位構造も、例えば輸入規

制を減らしていくことで消費者の利益を高める。あるいは資金の還流だとか、資産

の効率的運用も、金融商品・サービスの購入者という意味での消費者第一主義にな

ると思うし、そこから、例えば８番目のリーディング産業も生まれてくるのではな

いか。 

次に欠けている重要な論点は２つぐらいあると思う。一つは社会的なインフラと

いうか、広い意味のインフラだが、教育だとか、あるいは医療といった、民間市場

だけではなかなか供給されないような部分を充実させていく。もう一つは、インフ

ラの一つだけれども、納税者番号あるいは社会保険番号のような形で納税の効率を

上げる。あるいはそれができた上で、例えば負の所得税、勤労所得税額控除のよう

なものを提供できるようにすれば、それが社会的なインフラになるのではないかと

思う。 

もう一つは、大都市だとか地方だとかという観点だ。地域の問題が抜けているの

ではないかと思った。 

２つ目の問いの、重要な論点をつなぐ観点は、基本的にはやはり消費者重視で企

業の競争をもたらすというのが一番大事なポイントではないか。 

（植田会長）大竹委員、余り中身に細かく入り過ぎてはいけないのだと思うが、７番の消

費者の潜在需要を満たすような供給能力がある経済ということだが、それでは、ど

うやったらそうなるのかというのは、企業の競争を促進することが昀も重要だとい

うことでよろしいか。 

（大竹委員）それでいい。 

（植田会長）氏家委員。 

（氏家委員）この「複数の重要な論点をつなぐ、あるいはそれらの根底にある基本的な課

題は何か」というところから議論してみたいが、この 10 年間で日本経済を取り巻

く環境はやはり激変したと考えている。 

プライオリティーを付けずに言えば、激変したものとしては、冷戦の終結後、一

定の混乱の時期はあったが、市場経済を原理とする国・地域が急速に拡大したこと

がまず挙げられる。 

２点目としては、それとは分けて考えた方がいいのかもしれないが、中国、イン

ドが市場経済の下で急速に経済力を伸ばしてきた。 

３点目に、グローバル化が進展して、一方で地域としてＥＵの統合が拡充・拡大

していった。ＡＳＥＡＮ諸国が接近を強めてきた。 

以上、３点、この 10 年間での大きな変化として集約できるかと思う。勿論、ほ

かにもあるかと思うが、ピックアップしてみろと言われれば、こうなるかなと思う。

その中で、例えば世界銀行が公表した、購買力平価で換算したＧＤＰを見てみれ

ば、アメリカ、中国、インド、次いで日本の順位であり、日本は中国の４割の額で

しかない。日本が経済大国として安住していられなくなったのは事実だと思う。た

だ、ランキングにこだわっていても余り生産的ではない。 
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こういった変化が起こっていることを踏まえた上で提示された 11 項目を見ると、

私には、これまでの遅れをいかにキャッチアップするかに重点が置かれているよう

に思える。勿論、これらの諸点も重要だけれども、我が国の成長を持続させるため

には、日本独自のものであっても国際的に通用するユニバーサルな要素は多々ある

ことを認識して、これを活用することも考えていかなければいけない。例えば環境

対策の高い技術力、ロボット技術など、既にある先端的な強みをどうやって更に伸

ばしていき、我が国による国際貢献の在り方も課題としてそれに加えていくという

考えを採ってはいかがか。 

先ほど大臣も言及されたが、成長力の向上には世界のダイナミズムをいかに取り

込むかが重要になる。世界に向けて開くべき窓は開かなければいけない。例えば対

内直接投資の拡大は「前川レポート」の 20 年前からの課題だが、国際的に魅力あ

るインフラ整備により、優秀な頭脳、お金を引き寄せなければいけない。そのため

には法制、各種規制、会計ルール、税制、工業規格など、さまざまな面でユニバー

サル化、調和を図っていかなければならないのではないか。 

それから、重要な点ということで触れたいのは金融サービスの問題である。金融

サービス業は、どうも製造業のための資金循環装置と位置づけられているのではな

いか。それだけではないのでは。金融サービス業として付加価値を高めることが経

済成長に貢献すると考えている。 

昨年 12 月に金融庁から出された「金融・資本市場競争力強化プラン」は、今ま

でにはない国際競争力に絞ったもので、行政の力強いコミットは感じられる。しか

し、議論や意見の一部にはあったが、この強化プランに盛り込まれなかった点も

多々ある。その中でも特に重要なのは、先ほど大臣が言及されたが、個人金融資産

や公的年金などがどうにも有効に活用されていないのではないか。これを有効に活

かしていくという点で、これは世界の資金循環の観点からも極めて優先度の高い課

題として位置づける必要があるのではないかと考えている。 

（西水委員）私は日本経済に関しては非常に浦島太郎的なので、今まで日本の外で世界各

国の改革にアドバイスをしてきた経験を基に、観点だけをお話させていただきたい。

まず欠けているものはないかという会長の御質問だったが、21 世紀の日本とい

うタイムフレームから将来を考えたとき、消費者を物欲を満たすグループと捉える

と大間違いを起こすと思う。 

これから先の世の中では、消費者は一応昀低限の生活程度を守って、その上にウ

ェルビーイング、幸せ、安心できる生活を求めている。それを政策の観点からもし

っかりつかまなければいけないし、特にビジネスの観点から既にそういうことをつ

かんでいる企業が成長している。だからＣＳＲ、Corporate Social Responsibility

であり、ＳＲＩ、Socially Responsible Investment がこの先、金融市場、企業で

の成長の源にもなっている。 

長期的な観点として、今までの「消費者」とは違ったとらえ方をしないと、国の

将来を間違う結果になるのではないかという懸念を持っている。 

大竹委員が社会インフラのことをおっしゃったが、ごもっともだと思う。ひと、

人材、がここにある複数の論点をつなぐ基本的な課題になるのではないかと思う。

特に我が国のように資源なしで人材しか戦力がない国の 50 年、100 年先を考え、

世界の構造変化の中に日本を置いた場合、もう既に物でも金でも情報でも企業でも

国境や国籍はお構いなしの時代で、動きにくいのは人のみだ。 
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21 世紀の課題は人の動きだと思う。移民の問題もそのひとつ。労働力としてと

らえてもいいし、人口としてとらえてもいいが、21 世紀には人が国境や国籍と無

関係に動き始める。もう既にその徴候が出てきている時代で、それが大きな一つの

テーマになるのではないかと思う。 

日本経済の構造と成果配分にあるいろいろな論点も、やはり人でつながるのでは

ないか。結局、昀後の課題にあるように、人口が減っていく国であるし、高齢化し

ていく。昀終的に一国の経済成長を長期的に考えた場合、労働生産性と人口で決ま

っていくわけだから、これは長期的に重要な問題で、それに伴う労働力の構造変化

と根本的には人材、特にどういう分野でも国際人として本当に通用する、それでい

て日本人としてのアイデンティティーをしっかり持った人材が、我が国の民間なり

政府なり大学なりでこの国をつくっていく状態になり得るのか。それが長期的なテ

ーマの一つだと思う。そういう意味での日本経済の 50 年、100 年を考えたときも、

人に尽きるのではないか。 

その次の大まかな供給力の構造を考えるときにも、やはり私は欧米、これは発展

途上国でも言えることだけれども、経済の構造のダイナミズムを考えると、もう金

融業とか製造業とか、今までやってきた縦割り的な捉え方では通用しないのではな

いか。どういう企業でも、物をつくりサービスを供給するプロダクティブセクター

を、知識産業として横張り的にとらえないと大きな政策的な失敗、国づくりの失敗

になるような時代がもう既に来ているのではないか。 

そういう意味でも結局人材に、それから、大竹委員がおっしゃった社会インフラ

につながっていくのではないか。だから、人口なり労働力なり人材なり、定義は変

わっていくと思うが、根本的に、世界構造の将来、日本の経済構造、供給力の構造

を考えた場合に、人間が一つのつながりを持つテーマではないかと思う。その辺を

考えないと、昀終的に数十年単位での我が国の世界経済の中での位置づけとか、ア

ジアでの位置づけということは、しっかり把握できないのではないか。 

（香西委員）私は、氏家委員がグローバリゼーションで大きな変動が生じているというこ

とを言われたけれども、その中身について、大ざっぱでもいいからどのぐらい衝撃

があったかということを簡単な方法で調べることができれば、一度調べたらいいの

ではないかということを一つの課題にしたらどうかと思う。 

私なりの考え方だが、確かに市場が１つになって、自由な市場に統合された。そ

の自由な市場に何が入ってきたかというと、移民としてではないが、中国及びイン

ドという大変な人口大国が入ってきたわけで、２つの国を合わせれば世界人口の

37％だ。 

ということは、資本と労働の比率が大きく変わった。つまり何が変わったかとい

うと、生産要素の賦存の仕方が大きく変わったのではないか。そうすると、資本よ

りも労働力の増加が大きかっただろうと思う。ということが、例えば企業はもうか

っているのに何で家計に普及しないかということがあるけれども、仮に労働が大量

に供給されて、資本の供給は従来とそれほど変わらないテンポで進んでいるとした

ら、利潤は上がって、希少である資本報酬は上がって、たくさん増えた労働の報酬

は上がりにくくなるということが一つの筋としてある。そういったことが本当かど

うか。例えばそれぐらいの粗いモデルで少し検証してみるというのも大事ではない

かと思う。 

勿論これは、だからもうだめだということを言っているわけではなく、確かに移
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民ではなくて労働者が労働集約的な商品をたくさんつくるようになって、それを輸

出するようになったということは、賃金をいろんな国で下げている可能性が高いと

思うけれども、例えば直接投資、19 世紀のグローバリゼーションは移民だったわ

けだが、直接投資だと今は企業の移動だと思う。 

直接投資は、例えば日本が中国に直接投資をして、そこでやっていることという

のは、ある意味で一番大事なのは人的資本の充実になると思う。つまり、移民では

なくて、そこで昀高の技術を彼らに味あわせているわけだ。そういう意味では、人

的資本が急激にインドや中国で増えていく。そういうことに対して、この企業の移

動はむしろ高い評価を受けることになるかもしれない、そういうこともある。 

したがって、私は必ずしも利潤が上がって賃金が下がるのは宿命だと言っている

わけでは決してないけれども、それがどの程度そういうことがあり得るものだろう

かということも簡単な仕方でいいから、一度検証してみたらいいのではないか。 

そのことと合わせて次に出てくるのは、その結果とは言わないが、１つはやはり

労働力が非常に増えたことによって、労働集約商品が安くなってくるわけだから、

物価安定に寄与している。それに市場が１つになったから、輸入がどんどんできる

ようになったということで、物価が安定している。その上にＥＣＢとか日本銀行法

の改正とかいうことで、中央銀行が大きく変わったので、物価が非常に安定してい

る。これも現在のグローバリゼーションの大きな特徴ではないか。 

私などは、物価が安定しているのはいいことだとばかり思っていたが、実際は物

価がこれだけ安定すると、利子率が非常に下がってくる。利子率が下がるというこ

とは、実は金融資産、その他資産を高くしている。つまり資産バブルと言っては言

い過ぎだが、資産市場の活況というものを呈している。それが非常に大きな金融の

進歩の原因にもなっている。しかし、それは同時にリスクも非常に絡んでいるので

はないか。つまり、物価が上がらないと思って安心していたらバブルが起きている

こともあり得ると、昀近の現状を見ていると感じられる。 

そういったような形で、今のグローバリゼーションの強み、弱みがどの程度客観

的なことで、我々としてどの程度対応できるものかということもある程度瀬踏みを

してみたらどうか。 

（植田会長）ありがとうございました。早速事務局にお願いすることができた。 

では、柳川委員。 

（柳川委員）この専門調査会での目的は、私なりに理解するところでは、ある種の中長期

的なターゲットを明らかにし、その方向性を示すということで、課題はいろいろと

あるが、方向性を示すことに重点が置かれているんだと思う。 

その観点からすると大きなターゲットは、もう既に何人かの方からお話しになっ

たことだが、やはりグローバリゼーションの推進ということと産業構造の高度化と、

大きく分けると２点ではないか。 

グローバリゼーションの推進のところは、もう既に氏家委員、西水委員の方から

も御指摘があったけれども、この紙の中でもＣに「世界経済のダイナミズムを取り

込み」と書いてある。取り込むためには日本国内で取り込むだけの仕掛けにしない

と、敷居を高くしておいて取り込むのはおよそ不可能なことだし、「Ａ 世界の構

造変化と日本」の中で、日本はどう対応していくのかということも、これは全体の

グローバリゼーションを促進していかなければ、世界全体の構造変化に対応ができ

ないから、その意味でグローバリゼーションの推進は重要だ。 
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勿論、推進の仕方はいろいろあると思う。先ほど御議論が出てきたような移民を

どうするかとか、あるいは直接投資をどれだけ促進されるかとか、幾つかのやり方

があるので、そこは少し議論すべきことだが、やはり基本のポイントとしては、我

が国においてはグローバリゼーションを促進して、推進していく中で成長力を高め、

あるいは消費者の利益を高めていくという方向を考えていかなければいけないの

ではないか。 

２点目は産業構造の高度化がやはり必要だということで、先ほど香西委員の方か

らもあったように、世界全体として労働力が増えてきた。労働集約的な産業におい

ては、結局そこではリターンが上げにくい。その意味では全体として高いリターン、

高いレントが得られるような産業に経済全体をシフトさせない限りは、日本全体と

しての高収益は見込めない。 

労働分配率のような話がどうしても議論になるけれども、基本としてはレントと

かお金の奪い合いではなく、また、だれがたくさん取るかではなくて、レントクリ

エーションを我が国で進めていかなければ、結局全体としてじり貧になっていく。

だれがたくさん取るかではなくて、どうやってみんながたくさん取るかということ

を考えていく必要がある。 

そうすると、高付加価値が付く部門に産業構造を大きくシフトさせていく以外に

は、やはり道はない。勿論そういうことをやるのは、民間の自助努力で、基本的に

は規制緩和をして、できるだけそちら側にうまく行けるようにするということでは

あるが、やはり必要なことは９のところにあるように、制度を迅速に設計をして、

世界全体の急速な変化に対応するだけの制度だとか規制を適切につくっていくこ

とではないか。 

もう一つは、Ａの「『経済構造』とは」で「財市場、労働市場、金融市場、企業

組織等における制度や慣行、及びこれらの相互補完関係を指す」と書かれている点

と関係している。相互補完関係ということは、実はこれはいい面もある。相互に補

完し合って相互に高め合っていくわけだが、逆にある意味でそこに変化をやや阻害

する面もある。相互補完関係ということは１個だけ変えようと思ってもなかなか変

わらない、みんなが変わらないと全体に動かないという性質を持っているからだ。

相互補完関係なので、財市場、労働市場、金融市場あるいは企業組織という全体

でもって、「どうやって向こう側へ動かしていくか」という戦略が必要。こういう

のを専門用語ではビッグプッシュと言うのだけれども、そもそもが悪い均衡からい

い均衡に動かすということ。昀初はいわゆる経済発展論で低成長のところからテイ

クオフさせるための話と言われていたが、ある意味で産業構造の転換においても言

われている話で、悪い均衡からいい均衡にするためには、大きなビッグプッシュが

必要である。そういうことを政策的、戦略的に考えていくという視点も重要ではな

いか。 

（小島（明）委員）エピソード的だが、昀近こういう時代なんだと感じたのは、例えば自

動車の販売。日本の国内市場での販売よりもアジアの方が増えた。アジアがすごい。

具体的にアジアの発展とか、これは市場としてのアジアというものがあり、アジア

がその背景で分業体制も勿論大きく変わっているが、巨大なアジアに巨大な空間経

済地域ができているということではないかと思う。 

もう一つは、中国その他の国が資源エネルギーの争奪戦をやっているというが、

エネルギー資源だけではなくて、今、高等・高級人材の争奪戦が起こっている。優

10


第１回「構造変化と日本経済」専門調査会 



 

良な資本、投資と人材の争奪戦。だから、グローバル化が何かをもう少し答えてい

くと、そういうものを求める国が増えて、あるいはそういう企業が増えて、それが

実現するための環境整備。そのために必要な国内の諸制度も変えているという格好

で、世界の優良な資源を取り込む競争の中で、必要な条件としての構造改革を世界

中が改革大競争をやっているというのがグローバル化の実態ではないか。 

インドや中国の台頭、国内的な政策そのものもあるが、やはり大きな要因として

出てきたもので注意をしなくてはいけないのは、皆さんが再三指摘されているが、

資本、直接投資だ。冷戦時代の数十年間の年々の直接投資の合計が１兆ドルをちょ

っと超えたぐらいだが、冷戦が終わってから１年間で１兆ドルを超える直接投資が

結構生まれている。 

これは大分業であるし、香西委員が言われた企業そのものの輸出入、生産能力の

輸出入であり、それをうまく取り入れたところにどんどん工業力が生まれて、経済

が動いている。そういうビッグトレンドがある。人材獲得競争、優良資源の獲得競

争。そういう中で考えると、日本は全く時代潮流から外れている。 

日本の企業も、これからの発展のために海外投資をしているが、依然として現地

の高等・高級人材を活用するより低賃金労働を中心に求めている。国内においての

議論もブルーカラー、労働者の移民をどうするか、それは大変だというのではなく

て、むしろ一部の国は高等・高級人材を取り入れて経済のダイナミズムに生かして

いる。それはブルーカラーが足りなくなったらという議論があるが、それよりもっ

と重要なものは、高等人材の動きがグローバルには非常に活発化している。これを

どうやって考えるかというのが大事な感じがする。 

国内的な変化というと、やはり高齢化の問題があるが、それは基本的に高齢化は

今は発展の制約状況と言っているが、しかし、消費者のニーズとしてのマーケット

の重心がどんどん高齢層のマーケットに移っている。そこにおけるニーズに対して、

日本の企業や社会全体がまず十分対応していないということだ。 

高齢者のニーズは金融も絡む。高齢者がリタイアしてから、働いたときに貯めた

金融資産をうまく運用したい。そこでまた金融というところが出てきて、金融面で

の今の日本のチャレンジは運用力の向上だ。貯蓄が 1,500 兆円もある。資金余剰経

済の中で、運用能力というものを金融業は持たなくてはいけない。それは高齢化が

当然要求するニーズであるし、経済全体の成熟化に伴って必要なニーズでもある。

昀近イギリスのことが話題になるが、15 年にわたる景気拡大の中で、そのＧＤ

Ｐの伸びのかなりの部分を金融部門が支えている。税収の増の半分以上は金融部門

から生まれている。 

要するに金融業が預金を集めて貸すだけの仕事から、本当の高度情報産業になり、

ハイテク産業になり、高度サービス産業になっているということだと思う。昀近の

サブプライムのこともあり、やはりものづくりというのが大事で、金融は危ないん

だという議論があるが、金融面でのことを戦略的に考えるときに、経済社会に資金

を供給するインフラとしての金融という側面と、１つは産業としての金融業、この

可能性をイギリスはフルに生かしているわけだ。 

しかし、今の日本の金融は、資金が足りない、キャッチアップ時代の預金を集め

ることを軸とした金融にしかなっていない。10 年前にビッグバンをやったけれど

も、実態はどんどん後退していて、バンク・セントリックなシステムはまだ変わろ

うとしていない。非常に大きな可能性が日本にあるのに、それを生かしていないと
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いう感じがする。 

昀後に、これまでずっと日本の発展段階、とにかく戦後を見ていると、いろんな

ところで危機、クライシスがあった。それは成長の次なる発展の制約要因だと、み

んな議論をした。しかし、振り返ってみると、その制約要因はみんな次なる発展の

バネになっている。資源が足りない。このための資源を大事に使う。いよいよ石油

ショックになって、石油が一滴も国内で取れない。だからこそ、日本の燃費率の高

い自動車を含めてそういうものができたわけで、それは石油がたっぷりあった国に

は、そういう産業も興らないし、技術も興らない。日本の国土は狭く産業の集約度

が高いから、環境負荷が起きやすい。現実に起こった環境危機に対して、それを乗

り越えるために起きたものが、結果的には、今、みんなが自慢している日本の環境

技術の先端性という話になっている。 

今度は人口の問題だ。これは制約条件だとみんな言っているが、しかし、やはり

それをてこに発展する何か知恵があると思う。高齢化社会というのは日本だけの問

題ではない。高齢化のピークにおいては、日本は一番高い。また、世界昀速でそれ

に向かっている。しかし、それは制約条件だというのではなくて、対応する努力の

プロセスが促進されると、新しい人口状況に対応したサービス、商品、技術のいろ

んなモデルができるわけで、そのモデルは世界に供給できる、あるいは貢献できる

新しい付加価値を生むものだという感じがする。 

昀後のエピソードは付加価値の話があった。もう大分前だが、オリンパスの下山

さんという文化人の経営者がいたが、その人と雑談していたときに、いきなりあな

たのめがねは幾らすると。10 万円とか５万円とかするだろうと。人のめがねを見

るといつも不愉快だと下山さんが言っていた。どうしてだと言ったら、ポケットか

らオリンパスμという、その当時はまだデジカメではないが、ＩＣが入って、高性

能なモーターとレンズがいっぱい入っている。これを一生懸命売っても３万円だと。

これはハイテクの塊だと。どうしてただぴょろぴょろのつると２枚のガラスがこれ

より高いんだと。 

ということで、やはり社会の成熟化において、先ほど言われたように、単なる物

が満たされればいいのではなくて、カルチャーであり文化。アジアでは、中国の極

めて安い靴で大騒ぎしているけれども、イタリアの靴の産業が今、注目されている。

皆さん一人ひとりから注文を受けてつくる、30 万も 40 万もする靴。それはアジア

においても、またすごい金持ちができているから、アブダビに行けば金持ちだらけ

だろうけれども、それはやはり文化。 

ものづくりか金融かという二項対立ではなくて、ものづくりも金融インフラがし

っかりしていれば応援される。そういうことだろうし、それは相互に助け合う要素

もあるだろうし、やはり物事の考え方を少しいろんなところで点検してみる。いろ

んな制約条件を当たることによって、次なる発展モデルの在り方が出てくるかもし

れないし、ときたま発想を切り替える視点が大事ではないかと感じる。 

（西水委員）小島委員はエピソードとおっしゃったけれども、この改革大競争というのは

本当で、これは発展途上国のみではないが、世界銀行グループが扱っている発展途

上国全部が、例えばＦＤＩの直接投資を受け入れる体制の改革競争を、もう 10 年

ぐらいしている。それを指数化して、だれが一番ビジネスフレンドリーなのかとい

うことを世銀グループの一環のＩＦＣが研究を３～４年している。 

そのランクづけに先進国はまだ入っていないが、その研究をしていた世銀の職員
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と話していたときに、日本のことも勉強した２～３人が言ったことをまだ覚えてい

るが、「驚いたがミエコの国は後進国だ」と言われた。 

非常に物事が不透明で、自分たちがつくっている指数に入れると後進国になるよ

と笑われた経験がある。私も発展途上国の結果を勉強した限りでは、うなずけるよ

うなことを言われた。だから、エピソードではないと思う。 

（牛尾委員）かなり言い尽くされたと思うが「前川レポート」というのは非常に脚光を浴

びたというストーリーがあって、今度は新しい次なる「前川レポート」とおっしゃ

るんだけれども、私はちょうど 10 年前に若手経営者として委員で入っていたもの

だから、そのときは非常にプリミティブで、アメリカとの貿易摩擦を解消するため

に外貨が４％もＧＤＰを上回っているから、それを内需で減らそうという話に集約

されていた構造改革だった。 

しかし、そのときに私は 1985 年のプラザ合意で、貿易摩擦は通貨で解決する方

がいいではないかと合意されている状況にあったものだから、きっともうじき円高

になるだろうから、ほうっておいても解決するから余りやってもしようがないので

はないかと心の中で思いつつ、日本の社会はそういうことを言えない社会だから、

付き合っていたけれども、その後３年間ぐらいで一挙に 150～160 円ぐらいになっ

て、1995 年には 80 円までいった。日本はこのときが改革的には構造改革に対して

民間企業がうまく自由に動けたときだ。政府は呆然として何もできなかったから、

助けもしないけれども、何をやってもいいという。この 10 年で日本はかなり製造

業の基礎ができたと思う。 

しかし、ここで我々が一番注意しないといけないといけないのは、この間からず

っとＩＴの進歩は変化のスピードをすごく加速させている。1985 年～1995 年の円

高とプラザ合意の後の変化とその後の 10 年間の変化は、恐らくスピードが４倍か

ら５倍ぐらい早い。資金でもわずか３秒か４秒で何兆円という金が投入されるから、

マーケットという間隔は秒分単位で決まってしまう。 

そういう意味では、その変化は非常に早い。世界中が改革競争だというのは全く

そのとおりで、中国など、要するにグローバルの流れに生きていって成功しようと

思っている国ばかりが今、構造改革の競争をしている。日本は依然としてグローバ

ルではなくて、インターナショナル。日本の国から見て、どうしたら得かという発

想で、世界の中でどうするかということから離れている。今、日本で円高のときに

生き残った経験のある企業は、それはもう中国とインドを利用して生き残るしかし

ようがないと思って、ある分野の企業はものすごいスピードで投資している。 

しかし、このグローバルの変化は、1995 年～2005 年までの変化にどう付いてい

くかという議論だが、これから 10 年というのはもっと早いスピードで変わると思

う。だから、世界の構造変化に付いていけるような構造変化のできる国にならない

のに、西水委員の「ミエコの国は遅れているよ」という状態がまだ続いたら、とん

でもないことになる。 

私はこの５年間ぐらいでまだまだ変化すると思う。金融市場でサブプライムロー

ンというのも２～３年前からささやかれていたけれども、ここまで来るとは思わな

かったと日本人は言っている。しかし、日本だけは被害が少なかったからよかった

という発想では困る。余り入れてもらえなかったから被害が少ないのかもしれない。

これから、あらゆるところですごい勢いで変化が出てくる。 

黒田所長もいらっしゃって申し訳ないけれども、統計がはっきりしないから、今
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は前がみえないで運転している。だから、企業は個別でやっているし、業界別にこ

の 10 年ぐらいはいいと思うが、新しいフロンティアの技術に関しては、世界の業

界のフロントにいる会社が８～10 社集まって、向こう５年か９年のロードマップ

をつくって、１年目か２年目のマイルストーンはこの辺だなということを打ち出し

て、毎年集まる。毎年ロードマップを変えていくたびに、私は無理だということで、

どんどん脱落していく。脱落した企業をまた吸収したりして、後退する３年ぐらい

前は２社か３社になる。そこでは極めて狭いけれども、実態はつかめる。 

製造業の場合に生き残りやすいのはそれがあるけれども、サービス業の場合は全

くなくて、金融界がロードマップを持っているなんてとても考えられないし、わか

らないから、わからないというのは、人間関係、アメリカの金融機関の 50％ぐら

いは、世界的なヒューマンネットワークでそのわからなさをカバーしているんだと

思う。電話一本でしゃべれるわけだから、ゴールドマン・サックスのポールソンさ

んなんかもそうでしたね。日本はそういう関係がないから、この変化をどうとらえ

るかを真剣に考えないといけない。 

今度のこのレポートは、過去 10 年間をどう追跡するかという議論だけに終わる

と、全く前と違ってスピードが全然違うから、スピーディーな変化に即応するメカ

ニズムを管理にどう埋め込んでいくか。少なくとも 1985 年～1995 年の経験では、

かなりの勢いで３倍になった円高に対応したわけですから、脱落した企業は 10％

もないのではないでしょうか。しかし、後半は非常に混乱状態に入っている。 

もう一つは、サービス産業はサプライサイドが非常に遅れているから、多くの需

要があるのに活性化できないという悩みがあって、これはやはり一番大きな問題は、

私はサービス産業生産性協議会の会長をしているので、その資料を見ているが、や

はり規模だ。東京の規模の大きいサービス産業と地方の規模の小さいサービス産業

を比べると生産性では追いつけない。やはり輸出できないからだ。観光とかグロー

バルに動けるものはいいけれども、内需だけで生きているものは非常に規模の差が

ある。そうすると結局、労働力の安いところへ出ていくしかしようがない。 

そういうことで、サービス産業もまた製造業のように、中国、インドを利用して

生き延びるような生き方ができるのかどうかということだ。これは、民主主義の社

会では非常に難しい問題がある。35 年ぐらい前に、一橋大学の坂本二郎さんとい

う有名な大胆なことを言う先生がいて、民主主義と市場経済、自由経済が両立する

ためには、適切な成長がない限り無理だということを『中央公論』に書かれたこと

がある。 

今おっしゃるように物価が安定してくると、民主主義が主張する格差とか、弱い

部分とか、配分の不満というものを、経済でどう解決するかということは、成長が

低い場合は非常に難しい。 

1995～1996 年にレスター・サロー教授が来たときも、世界経済の成長が４％よ

り低くなると異なる資本主義の間の軋轢が避け難いことになると言った。今、非常

に強いのは民主主義市場経済の国ではなくて、独裁型市場経済は非常に強い。これ

は効率に向かって邁進できるからだ。アフリカなどもそれを真似しようとして、み

んな中国に集まる。 

しかも、そういうところがこれから資金をたくさん持って、アメリカやヨーロッ

パや日本のような価値観をともにする金だけではなくて、アラブ、イスラエル、中

国、ロシアなどの金が、そういう独裁的なものではなくて、ＩＴを使って自由に動
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き出したら、経済の持っている競争の公平さ、競争の倫理観はどこに飛んでいって

しまうか、それも非常に危険なものだと思う。 

だから、私は今度のレポートの３分の１ぐらいは、そういう未来の変化をどう読

むかということに割く必要があるということと、この中でＤの 10 番にある、そう

いうときにアジアは日本を見ると思う。日本はどうするか。 

そういうことは結構、前の円高のときにも日本に救われたということがあるし、

そういう意味ではＤの10番と日本自身にとっていろいろな問題はＤの11番で高齢

化、人口減少を果たして小島委員の言うように、今度は本当にいいバネになるかど

うかというのは、企業は国を捨てればできると思う。国を抱えてやるというのはも

のすごく難しい問題だ。高齢化問題とかサービス問題というのは、地域が絡むと企

業の論理以外の要素が強いから、そういう点でも相当行政やら政治がその変革に対

応できる体制をつくっておかないと大変なことになる。 

よくジョークで、日本は円安と膨大なる公的出費と金利安で景気を支えていると

いうことを言う人がいる。質の悪い企業がそれで生き残っているわけだ。質が高け

れば高い金利でも円高でも少ない公的投資でも十分やっていける。むしろプラスに

なる要因があるのは、こういう条件があるために市場競争のよさが生きていない。

これは特にこれからの５年間はそれをそうでないようにしていかないと、これまで

のような神州不滅の論理は通用しないという気がする。 

（黒田所長）今回のレポートは、皆さんのおっしゃっていることだけれども、一言で言え

ば、やはり国民の夢を与えるレポートでないといけない。これがだめ、あれがだめ、

どうしようかという話ではなくて、こういう可能性があるから、これに向かって社

会は進もうではないかという夢をきちんと与えるレポートでなければいけないと

思っている。 

その中で今まで皆さんのおっしゃったことの中に、日本のサービス産業というの

は、かねがね生産性が低くて問題だと。これは統計データの問題もあると思うけれ

ども、今、ＧＤＰの 70％が既にサービス産業になっている。そのサービス産業の

業態を無視して、これからの経済構造なり産業構造は語れない時代に来ている。 

その中で、本当にサービス産業の生産性が低いんだろうかということを考えてい

る。サービス産業というのは、物すごくカスタマーのニーズに対応しないとサービ

スは売れない。日本のカスタマーというのは、物すごくサービスについてのクオリ

ティーの高いレベルを求めているはずだ。世界の中では、恐らく一番安全な国だし、

一番いろんなサービスに対してのクオリティーの高いものを供給しているのが、日

本のサービス産業だと思っている。 

もしそういうクオリティーをちゃんと換算すると、サービス産業の生産性はもっ

ともっと上がるんではないかと思っていて、そういう意味でのクオリティーを高く

するサービス産業に日本がアドバンテージを持っているんだということの価値観

を、世界の中に据えていかないといけないのではないかと思う。 

先ほどどなたかおっしゃったように、イタリアのものすごく高い靴が売れるとい

うのは、クオリティーが高い、ブランドイメージがものすごくいいということなの

で、そういうものを買う層があるわけだ。日本は、恐らく今、途上国がつくってい

る靴と同じものをつくっても、日本の消費者は絶対買わない。恐らく世界のリッチ

な消費者も、日本の求めている、日本が出すようなサービスしか需要はないはずだ。

そういうものに付けるサービスを、ものづくりのアドバンテージに付加することに
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よって世界に発信するという構造を日本がつくれないかと思っている。 

そのときに、サービスの生産性についてはクオリティーが高くても、なおかつサ

ービス供給の生産性を高めるのは、どういう構造をつくったらいいのかということ

が問題となる。今はクオリティーが高い、したがって労働コストが非常に高い、し

たがって価格が非常に高い、クオリティーはいいかもしれないけれども、サービス

の価格は非常に高い、これが今の日本の社会だと思う。 

そうすると、クオリティーは高いけれども、生産性が高くて、結局コストが安く

供給できるようなイノベーションをつくっていかなければいけない。今までものづ

くりに関するイノベーションだとか研究開発投資の必要性は、よく言われている。

本当にサービスについてのイノベーションというのは一体なんだろうか。これを考

えると、やはり社会システムではないかと昀近思っている。例えば医療のサービス

というのを一つ考えても、医療サービスはほとんどシステム化されてない。日本の

場合は、リンケージが全くない、ネットワークが全くない。そうすると、そこでは

せっかく医療そのものの単独のサービスの質が高くても、それを社会的な価値とし

てリアライズできてない。氏家委員がいらっしゃるけれども、恐らく金融サービス

にもそういうことがあるし、昀たるものは教育サービスだ。学校の教育というのは、

全くそういう意味でシステマティックになってない。そういうものをつくっていく

ことによって、社会技術と私は言っているけれども、イノベーションを活性化させ

ていかないと日本のアドバンテージは保持できないのではないかと思う。 

テーマの中では、１番目の日本の比較優位構造を継続的に進化すると書かれてい

るが、日本の比較優位構造というのは一体なんだというのを、一度徹底的に議論し

てみないと、その先は読めないのではないかという感じを持っている。 

（八代議員）今、黒田所長が言われたことは、全くそのとおりだと思う。ただ、敵を知ら

なければ勝てないわけで、それを妨げている要因は何かというのが一番大きなポイ

ント。一番大きな要因は、皆さんもおっしゃっているように、グローバリゼーショ

ンの波に乗れない、つまり国の経済自体が閉じていること。その意味で諮問会議で

もグローバル化というのを唱えているが、第三の開国が必要になってくると思う。

より具体的に言えば、それはあらゆる形の参入規制見直しだと思う。 

それを考えるときの一つのポイントは、過去の成功体験からの脱却であり、これ

まで日本の経済社会というのは、地域や会社の共同体でうまくやってきた。つまり、

本来の市場を使わなくてもやってきたという変な自信が日本にはあり、今、経済が

停滞しているときに、ますますそこに潜もうとしている。こうした考え方を正して

いく必要があるのではないか。 

先ほど香西委員がおっしゃった、労働と資本について、同時に労働を２つに分け

なければいけないのではないか。グローバル化で輸入代替財の価格は下がっており、

他方で世界需要の大きい輸出財との間で差が出てきている。そうした変化に対して、

日本の内需を拡大するためにも労働の生産性を高めていくことが大事で、スキルア

ップの方向にどうやって労働力を移していくか、これは労働市場改革で、資本を移

していくには資本市場改革というものが、当然ながら必要になっていく。そのため

にも、やはり市場をきちっと活用することが大事ではないか。 

大竹委員のおっしゃったように、消費者の意向に沿う供給体制をつくるためにも、

やはり消費者の意に沿わないサービスを提供する事業者が、市場からスムーズに退

出できるメカニズムが今、本当に必要なのではないか。 
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黒田所長がおっしゃったように、非常に質の高いサービス業者もいる一方で、付

加価値が高まらないサービス業者がその成果をオフセットしている。だから、全体

の生産性が低いのではないかと思う。 

先ほど牛尾委員もおっしゃったが、高齢化というのがもう一つの大きな制約だが、

やはりピンチをチャンスに変える一つの源泉でもある。高齢化先進国の日本では、

高齢化に対応した産業がいずれも成長分野になり得るから、その分野で是非世界昀

先端のサービスをつくっていく。医療・介護もそうだし、保育とか高等教育の質向

上が、ますますこれから必要になってくる。ただ、こういう分野はすべて政府が介

入している、いわば典型的な社会主義経済でもあり、変えていくためには、ある意

味で移行経済と同じ仕組みをとればいい。そういう社会主義から健全な市場経済へ

の転換というのは、まだまだ日本では必要とされている分野が多いのではないか。

だから、検討事項昀後の 11 でどなたかもおっしゃったけれども、やはり未曾有

の高齢化を迎える日本が、世界的なモデルにならなければいけない。さもなければ、

日本のようなことはしてはいけないという反面教師のモデルを絶対提供してはい

けない。そのためにも社会主義と共同体主義の挟み撃ちにあっている中で、戦後の

復興の過程でここまで日本を豊かにした市場経済の価値をもう一度再認識すると

いうのが、このレポートの大きな柱ではないか。 

（川勝委員）「前川レポート」については、牛尾委員が明快に言われたように、外圧があ

って、対米の大幅な経常黒字を解消しなければいけないということがあって、プラ

ザ合意、この「前川レポート」、そして我々はアメリカから大型商品を買う、ある

いはアメリカにものづくりの拠点を移す、それと同時にまた円高になったので、ア

ジア諸地域に技術や資本や人材を移転するという意味で、理解が非常にしやすかっ

たということがある。 

今は、ある意味でそういう外圧のない中で、大臣が指摘されましたような問題が

あって、ではどうするか。そうすると、黒田所長が言われたように、やはり夢を与

えるようなわかりやすいレポートを書かぬばならないということだと思う。 

そうすると、その夢を追って来る人たちがいるわけだ。今、このレポートは、た

だ日本のためだけではなくて、近隣のアジア諸地域がそれを翻訳されて、それを手

本にされる。言い換えると、我々はモデルをつくれる地平に「前川レポート」から

20 年経って立てたのではないかと思う。 

だから、この 11 の検討項目はいずれも重要だが、どなたかがおっしゃったよう

に、一番昀後の高齢化に引っ掛けてではあるけれども、どのようなモデルを提供で

きるか。あるいは 10 番のところにも、日本経済がアジアの一員として、あるいは

アジアのモデルとして存在するためには、どのようにしたらいいかという観点が立

てられるのではないか。 

かといって、今は政府が何ができるかといっても、中央政府も地方政府も 800 兆

円、ともかくＧＤＰの２倍もの借金をしているので、国民の不信は非常に高いとい

うことである。だから、インフラ整備も公共投資がなかなかできないという中で、

例えばＪＲ東海が自らリニア新幹線を 2029 年までに名古屋－東京間に敷かれると

か。あるいは小松製作所が 13 メートルのバースにして金沢港を自ら掘って、３分

の１の規模をそこに移して、今度は釜山からユーラシア大陸に拠点を移すというよ

うなことをせざるを得ない状態になっている。 

ともあれ、1985 年、昭和 60 年で、我々は基本的に戦後目的にした、ものづくり
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におけるアメリカへのキャッチアップは終えた。しかし、金融サービスあるいはサ

ービス一般について立ち遅れていて、ものづくりのための金融サービスしかなかっ

たので、今はその対価を払っているということで、金融サービスは氏家委員がおっ

しゃったように、思い切ってグローバルスタンダードに合うように変えなければい

けないということがある。 

一方、産業構造、今、アジア地域は基本的にジャパナイゼーションしているとい

うふうに見ることもできる。日本にキャッチアップしている。したがって、黒田所

長がおっしゃるように、産業を思い切って高度化していく、それを支援していかな

ければいけない。そのためには、人材の投資であるから、教育への投資、教育への

投資ということは、日本の頭脳だけではなくて、内外の優秀な青年たちを日本にあ

こがれて来ていただくという形での、いわゆる高等研究機関の思い切った国際化、

内外の優秀な研究者による、内外の優秀な生徒のため、若者のためのあこがれの場

としての日本、安全で快適な生活が営める日本をつくっていかなければいけない。

やはり「前川レポート」のときには、基本的に日本全体として内需を拡大すると

いうことだったけれども、やはり日本国内の中で今、格差が出てきている。その格

差といった場合に、いろいろな言い方ができるけれども、太平洋側と日本海側とい

っても言いし、東京と東京以外と言ってもいいと思うが、日本に眠っている弱い方

の立場、そこに強いものから移っていく。それがもう一つの課題ではないかと思う。

つまり、グローバルスタンダードに合わせた国内のオープンなシステムをつくると

いうことと同時に、国内がそれに合うように構造改革されなければいけない。その

ためには、やはり明治以来の、あるいは戦後もっと明確になったけれども、いわゆ

る 1940 年体制というか、中央に集中した権限と財源と人材だ。中央には人材がい

る中でうまく生かされてない。相当優秀な人材にもかかわらずバッシングに遭って

いるということがあるので、こういう中央の権限と財源だけくれという、これまで

の地方と国との三位一体改革、これはお金と仕事というだけの話だったが、人材の

ことについては三位一体改革の中では、補助金と地方交付税と財源のことを言って

いるので、人材には言わないから仕事が取られる形になって、喧嘩になっている。

非常にほかにとっては悪いので、やはり地域に移譲する。ちょうどイギリスがビッ

グバンした後、ブレアさんが政権を取って、スコットランドに内政にかかわるもの

を全部委譲した。外国権の一部も移譲したぐらいだ。ウェールズも相当それに近い

ことをした。だから、地域分権にするということがいいのではないかと思う。 

というのも、日本を追ってくる地域は、中国全体というよりも特定の地域だ。黄

海経済圏とか、対岸経済圏とか、広州地域とか、香港とか、シンガポールとか、そ

ういう地域間との競争があるので、国対国というところから、各地域がそれぞれの

比較優位を出せるようにする。 

例えば日本の九州地域だと、アジアとの関係を重視しなければいけない。あるい

は北海道、東北、なかんずく北海道だと、オホーツク経済圏とか、ロシアとの関係

が重視になってくる。 

そういうところで、地域に応じた社会資本のシステムがつくれるように、思い切

って中央にある権限、財源、人材を、新しいそれぞれの地域で国をつくるつもりで、

というのも、日本のＧＤＰはカナダの６倍、フランスの３倍、あるいはイギリスの

３倍ぐらいある。しかも非常に多様な、南北に長い、3,000 キロにわたる地域性、

多様性を持っているので、それぞれの地域多様性を生かした、それは実は生物の多
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様性を生かすということで、言い換えると環境を生かすということになるわけだけ

れども、そういう環境を生かすという大義名分を持って、地域に国づくりのノウハ

ウを下ろしていくという内的な構造改革と外へのオープンネスというのを両方図

る。そしてそれは新しい国のかたちをつくるという意味で、黒田所長が言われるよ

うに、国民にとって、これは夢がある、一緒にやろうということになるのではない

かと思っている。 

（植田会長）時間も残り少なくなってきたので、簡単に私の方から、これまでの議論を要

約させていただいて、その後、小島委員に一言ご発言いただく。 

大体、予想された方向に議論がかなり進んだ。全部をまとめることはできないが、

かなり複数の方がおっしゃったポイントをつないでみると、グローバリゼーション

の中で、ダイナミックに日本がうまく生きていくためには、やはり人の問題が非常

に大きいということを、多くの方がおっしゃった。特に国際的に通用するような、

表現は難しいが、高等人材、これを育てたり、あるいは不十分であれば移民で外か

ら連れてくることもあるのかもしれない。あるいはそういう人材が不足しているこ

と、人口制約というものをバネに、ここを何とか解決していくことも考えるべきで

ある。 

とにかく、人の問題をもう少し考え、突破口にして、高付加価値を生むような産

業を、金融を含めて育成していければということだった。 

ただ、その場合、人の問題だけではなくて、さまざまインフラとしての制度をグ

ローバルな基準に合ったものにしていく努力も大事だし、それをピースミールにや

るのではなくて、柳川委員がおっしゃったように、ビッグプッシュのような形でも

しできれば一遍にやれることがあると望ましいということだった。 

それはそうだが、しかし、そう簡単ではないということも多くの方がおっしゃっ

たわけで、こういうことについて人の問題、あるいは制度をよくするということに

ついて、いろんな国が厳しい大競争をしている昀中である。 

そういう中で、日本が本当にうまく生き残っていけるように人、制度、その他を

充実させていけるのかどうか。これは大問題だということだ。 

あと、グローバルな制約、例えば賃金あるいは利子率、利潤のような予想価格に

ついて、グローバリゼーションの中では一定の制約を受けながらしか動くことはで

きない。その辺も検証すべきであるということは、香西委員がおっしゃった。 

その周辺、いろいろなことがあったが、何となくそういう辺りをいろんな方がお

っしゃった。 

（小島（順）委員）今、おっしゃられたことは、私もすごく問題意識を持っている。この

まま置いておくと日本はどうなるんだろうかがまず基本にあって、そうならないよ

うにするためにはどうしたらいいかという議論が多分されたと思う。 

実はこの間、氏家委員も御一緒だったけれども、ダボスに行って、ダボス会議で

いろんな人と話をした。アジアの人たちやアメリカの人たちと話をするときに、日

本はどう見られているかを知っておく必要があるだろう。 

まず、今アメリカは大統領選の真っ昀中だから、民主党がもし政権を取ったら、

日本に対する外交政策はどうなるかという質問を私が何人ものアメリカ人にする

けれども、大半の人は苦笑いしながら、民主党でも共和党でも余り関係ない。日本

には関心がないからねと言う。また、今アジアといったら、中国とインドだ。だか

ら、アメリカから見たら、日本はほとんど関心のない国になっている。アジアと欧
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米のかけ橋など全く求められていないのが今の日本の立場だ。日本はどう世界から

見られているかというと、ほとんど存在感がない国になっているということを、ま

ずベースとして認識しなければいけない。 

それから、ＡＳＥＡＮの人たちと話をすると、かつてはルック・イーストと言っ

ていたけれども、今の日本は何をやっているかわからない。結局、中国とアメリカ

の顔色だけを見ている国ではないか。我々は、今、仕様がない、中国と日本の選択

を求められたら、中国を選ぶしかないという人たちがすごくいるわけだ。それが今

の状況だということがまず前提で、多分、このまま置いておくと、日本は非常に存

在感のない国になる。 

もっと心配なのは、今の若い世代の勢いの無さだ。この勢いの無さをこのまま放

っておくと、10 年後、20 年後にはＧＤＰだけでも中国に抜かれ、しばらくすると

インドにも抜かれるけれども、やはり日本はどうしようもない国になってしまう。

１回底を打つ方がいいのかもしれないと言う人もいるぐらいだけれども、やはり、

こういう会議で本当に議論するなら、どういう手をどういうタイミングで打ってい

ったらいいかがすごく大事だし、そういう意味だと、今年がすごく大事な年になる。

洞爺湖サミットがあって、ＴＩＣＡＤIV（第 4 回アフリカ開発会議）があって、こ

の前、ダボスもあったし、いろんな会議があるから、日本がしっかり自分のプレゼ

ンスを出す場をつくらなければいけないということ。 

それと、さっきから話があるけれども、結局、国際化社会の中でしっかりと議論

のできる日本の若い世代をどうつくるかがものすごく大事なことではないか。私は

東大で講演をしたこともあるし、北京大学で講演をしたこともあるけれども、この

ギャップはすごい。東大で１時間講演したときに３分の１は寝ている。ところが、

北京大学で１時間講演していると、200 人がみんな目をきらきら輝かせて、その後

のＱ＆Ａだけで１時間半だ。 

それに加えて、うちは 80 か国に 220 の店を持っており、外国社員だけでも千何

百人いるけれども、ものすごく優秀なのは、やはり韓国の社員だ。韓国の社員と話

すと、この間、ソウル市へ行って、40 人と全部、１対１で話すのだけれども、全

員が日本語を話す、英語を話す、韓国語を話す。それで、今、韓国は島国ですと言

っている。半島でもって、上は北朝鮮ですからね。で、韓国は、二十数社でもって

韓国のＧＤＰの７割を支えている。だから、海外志向も強くみんな外へ行かなけれ

ばいけない。ソウル支店の人間もできる限り早く海外で仕事をさせてくれというの

が私に対する要望で、そうか、日本へ行きたいのかと言うと、そんなことはない。

三菱商事の中国の店で働きたいというのが彼らの本音だ。これからは中国の時代だ、

グローバルカンパニーに入ったのなら、三菱商事の北京か上海で働かせてくれ。こ

れが今の韓国の若い世代の勢いだ。世界をそういう目で見ているわけだ。そういう

ことをしっかり理解した上で、我々はいろんな議論をしていかなければいけないと

いうことを言いたい。 

ちなみに、韓国のソウルの店の人間で優秀な者を東京に連れてきて、東京採用み

たいな形で正社員にした者が、今、何人かいる。その正社員の何人かで、東京で採

用した連中と同じレベルで一番昀初に昇格したのは韓国の人間だ。事ほどさように、

周辺の国と日本の若い世代の間にレベルの差がものすごくつき始めている。これを

しっかり考えると、目の色を変えて教育をやらないと間に合わなくなってしまう。

どうすればいいかという議論になるが、私はいつも言っているのだけれども、60
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代以上の団塊の世代がもう一回教育の世代に戻る、要するに、昔受けた教育を子ど

もたちとその両親と一緒にやらないと間に合わないのではないかというのが私の

感じだ。 

（植田会長）御欠席の冨山委員から書面で御意見をいただいている。 

（西川官房審議官）冨山委員の提出資料「産業再生の現場経験からの問題意識」を見てい

ただきたい。 

３点あって、問題意識の１つ目は「日本企業の繁栄と国民経済の繁栄との関係整

理」で、日本企業の、特にものづくりの企業は「外・外」モデルにいや応なくシフ

トしているので、日本企業であろうが、外資企業であろうが、高付加価値雇用の企

業を国内にいかに誘引できるかという、日本のロケーションの魅力度が問題なので、

日本社会構造、産業構造に固有な魅力をいかにシステマティックに増幅していくか

が大事だ。それが問題意識の１つ目。 

問題意識の２つ目が「外で稼いだものを国民経済に還元する仕組み・・・株式市

場の正常化」。「外・外」化が進めば当然のこと、これまでの輸出型の内でつくって

外に輸出するモデルでも、外で安くつくって内で買うモデルにしても価値が海外に

流出するので、日本ベースの企業の株式の価値が国民にちゃんと還元される株式市

場になっていないことが問題であるということ。 

問題意識の３点は、図表の方にもあるが、日本の国土利用が疎になっていること。

そもそも、サービス産業が大事だというのは、サービス産業は生産と消費が同時同

場性、同じときに同じ場所で使われる。したがって、日本の離散な国土の利用の仕

方だと、どうしてもサービス業の生産性が高まることができない。日本は非常に都

市化率が低い国であることが問題である。それと併せて、ＩＴ化なども人材や知識

の集積が大事である。それから、トップクラスの若手人材も文化とかそういう集積

のあるところに来る。いずれの観点からも、人口分布における都市化政策と大都市

の国際競争力強化がクリティカルな課題である。それが３点目の御指摘だ。 

（植田会長）時間を超過したので、本日はここまでとするが、今日いただいた議論を踏ま

え、事務局と相談して、次回以降、御議論いただく資料をまた用意させていただき

たい。事務局より、今後の予定について。 

（西川官房審議官）会長とも御相談しながら、次回以降はもう少しテーマを決めて、場合

によっては重点的な深掘りのテーマも持って、委員の方からも発表していただくな

どをしながら進めたい。およそ月２回程度のペースを考えている。 

また、事前にテーマについてできるだけはっきりさせていって、先ほど香西委員

から御指摘などがあったけれども、なるべく事務局の側で将来を見据えた事実の整

理のようなことは努めてまいりたい。 

（植田会長）それでは、今日、この後、私が記者会見を行うことになっている。よろしけ

れば、私から今日の議論について大まかな感じを伝えさせていただこうと思うが、

よろしいか。 

（「はい」と声あり） 

（植田会長）記者会見以外では議事要旨の公表によって会議の内容を公開することにした

いと思うので、もし取材などをお受けになる場合は、議事要旨の公表までは御自身

の発言の周辺に限っていただきたい。 

それでは、本日の会合を終了する。どうもありがとうございました。 

（以 上） 

21

第１回「構造変化と日本経済」専門調査会 


