
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第２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 3 月 21 日(金） 17:00～19:00 

2．場 所：中央合同庁舎 4 号館 共用第 4 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 

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 

（議事次第） 

１ 開 会 

２ 経済財政政策担当大臣挨拶 

３ 議 事 

消費者重視の供給構造について 

４ 閉 会 

（配布資料） 

○ 世界全体の構造変化と人材移動の重要性資料（柳川委員提出資料） 

○ 補足説明資料（内閣府） 

「討論メモ」（黒田昌裕内閣府経済社会総合研究所長） 
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（概要）

（植田会長）それでは「構造変化と日本経済」専門調査会第２回会合を開催する。本日は、

冨山委員が御欠席である。木村内閣府副大臣、加藤大臣政務官、八代経済財政諮問

会議議員に御出席いただいている。 

議事に入るが、今日は消費者重視の供給構造ということで、柳川委員にプレゼン

テーションをお願いしている。まず、柳川委員から 15 分ぐらいを目途に御説明を

いただく。その後、事務局が用意した資料を簡単に説明して、その後で、皆様方に

フリーディスカッションをしていただければと思う。 

黒田経済社会総合研究所長は御都合で出席されていないが、メモの御提出があっ

たので、席上に配付している。 

それでは、柳川委員、よろしくお願いします。 

（柳川委員）どうもありがとうございます。簡単に私のプレゼンをさせていただく。 

資料のタイトルを「世界全体の構造変化と人材移動の重要性」としたように、主

には、２点のポイント、一つ目は、世界全体が非常に大きな、しかもスピードの早

い形で構造変化をしているという事実の確認と、２点目は、それを踏まえて我が国

においては、人材の移動が非常に重要だと、特に産業界の人材の移動の重要性を指

摘したい。それから、３点目、消費者重視ということで、そのための制度設計の在

り方という点を御説明させていただく。 

資料の２ページで、現在、かなり急速に世界全体の産業構造が変化をしていると

いう事実を確認したい。我が国では、構造改革が叫ばれていて、ずっとさまざまな

改革を行なってきたわけだが、世界全体では、むしろそれを上回るようなスピード

で産業構造あるいは世界全体の経済構造が変化している。 

まず、昀初は御説明するまでもないと思うが、中国、インド経済が急拡大してい

るし、ＥＵ諸国も急速な成長と拡大を続けている。 

それから、世界全体でＭ＆Ａが拡大していて、実は、これはサブプライム問題が

発生して、少し大きく減るのではないかという予測もあったわけだけれども、後で

説明するように、発生後も相変わらずの高水準を使い続けているということがある。

それから、ＩＣＴあるいはＩＴと呼ばれているような情報技術の進展、それに関

する生産性向上のスピードが非常に速いということである。我が国においては、残

念ながらサービス産業でこのＩＴが十分活用できていないという現状である。 

勿論、ＩＴの話は、ごく一例であって、他の産業においても、かなり急激な変化

が進められている。 

資料の３ページは、ＯＥＣＤの方でつくられていた資料で、2050 年にどんな感

じになっているかということを予測したものだけれども、日本が左端の方にあって、

それで、このくらいの小さな規模になっているということで、中国やインドあるい

はヨーロッパ諸国の規模がすごく大きくなっているだろう。現状としては、こうい

う予測の中で、日本経済がどうやって生き延びていくかということを考えなければ

いけない。 

４ページ目は、日銀の昀近出た資料だけれども、世界全体のＭ＆Ａの動向という

ことで、2007 年においても、相変わらず、かなりＭ＆Ａは増えているという状況

である。 

５ページ目は、これもヨーロッパで出てきた資料でいくと、ＩＣＴの影響がどの
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ぐらい生産性を伸ばすのに貢献しているかということでいくと、日本は残念ながら

真ん中辺にあるけれども、柱が余り大きくなっていないという事実がある。 

６ページ目は、そうすると、世界全体のＩＴ市場の構成としては、予測としては、

日本のシェアがすごく小さくなっていくだろう、ＩＴ市場の規模の伸びも残念なが

ら小さくなってしまう、という予測になっている。 

このようなところで、７ページ目は、これもＯＥＣＤのところで出てきた推計に

はすぎないけれども、1990 年～1995 年と 1996 年～2001 年までのＩＣＴを比較的

使うサービス産業でどのぐらい労働生産性が増えているかを推計した図だが、日本

は一番右端にあって、これはマイナスになっている。実はＩＣＴを使うようなサー

ビス産業で、具体的には、流通とか金融とか、そういうものが想定されているけれ

ども、労働生産性の伸びは、残念ながら非常に世界全体と比べて劣っている。 

こういう状況を踏まえて、我が国では、やはりかなり変えていかなければいけな

いという時代になっている。 

資料の８ページ目。アメリカにおいても、構造変化のスピードはかなり速いし、

大きな変化を起こしている。アメリカ全体の貿易収支の相手国というのは、85 年

は日本で、シェア 35％だったけれども、2003 年は中国になっている。中国のシェ

アが、赤字のシェアとしては 23％。 

これは、実はアメリカ側の企業行動にかなり大きな構造変化があったためと言わ

れていて、中国向けの直接投資や委託生産という形で、多国籍企業が中国に出てい

って、あるいは中国から調達するという行動の結果、こういう形で大きな貿易構造

の変化がある。 

また、アメリカでは、2002 年、ちょっと古い統計だけれども、貿易収支は 4,800

億ドルの赤字だけれども、実は、サービス貿易は 721 億ドルの黒字ということで、

サービス貿易においてかなりの優位性を発揮している。 

これを典型的に見てとれるケースが９ページ目のグラフだけれども、実は、アメ

リカのＭＯＦＡとかＭＯＵＳＡが上の方に上がっているグラフだが、これはアメリ

カの多国籍企業がサービス貿易において売り上げている部分である。こういう部分

がかなり伸びている。これが 2000 年辺りからかなり急速に伸びているわけだ。サ

ービスである意味でもうけるというアメリカの多国籍企業の姿というのが、ここで

見てとれるわけだ。こういうような形でアメリカの産業においても、かなり変化が

2000 年以降、急速な形で生じている。 

10 ページ目。ヨーロッパにおいても、ちょっと形は違いますけれども、かなり

変化が生じていて、ヨーロッパは３番目がＥＵのＦＤＩ、直接投資の出ていった方、

入ってきている方だが、2000 年、2005 年辺り、かなりの伸びを示している。その

意味で、ヨーロッパが全体で大きな活動をしていることが、不十分な資料ではあり

けれども、見てとれる。 

11 ページ目。ヨーロッパにおいては、2005 年の総付加価値の産業別分野割合を

見ると、実はこの辺に金融、不動産、リース、ビジネス、サービスということで、

いわゆる前回の議論で出てきたような、付加価値の高いサービス業というところで、

ヨーロッパがかなり付加価値の割合を高めているということが見てとれる。 

12 ページ目。後で、日本での労働移動の重要性を指摘するときに、これが対比

されるわけだけれども、かなりヨーロッパでは、このサービス産業において、就業

者が移動していて変化をしている。 
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ヨーロッパは、旧東ヨーロッパ諸国を抱えているので、かなり変化が激しいのは、

ある意味では当たり前という側面もあるけれども、日本と比べると、変化のスピー

ドというのは、やや違うレベルのものがあるということが見てとれるかと思う。 

13 ページ目。このような実態の変化を押し上げているものとしては、世界全体

で行なわれているさまざまな制度改革が指摘されている。 

ヨーロッパでは、特にＥＵ委員会を中心として、近年さまざまな改革が実行され

ている。 

勿論、ＥＵ委員会の指令等が、直ちに現実の改革にそのまま結び付くとは限らな

いけれども、そこで出されているような、さまざまなストラテジーというものが、

現実の経済を押し上げている。あるいは変化の原動力になっているということは、

一面としては言えるかと思う。余り細かくは立ち入りませんけれども、Growth and 

job strategy と呼ばれるような一連の改革あるいはサービス分野に関する改革政

策。昀近でいくと、ＥＵ域内でのバリアを取り払うという自由化の促進。それから、

規制改革あるいは競争力強化の政策、さまざまな改革政策を打ち出してきていて、

それが先ほど申し上げたような、変化のスピードと相関した動きをとっているとい

うことである。 

14 ページ目。時間がないので、この辺の細かい内容は省略するけれども、ヨー

ロッパにおいては、このサービス自由化を積極的に推進しようということで、近年

動き出している。 

15 ページ目。実際、こういうような形でアクションプログラム、アクションプ

ログラムがあるから、それでいいというものではないが、改革の方向性は出ている

ということだ。 

17 ページ目。これは、なかなか面白いデータというか、ＯＥＣＤの推計による

と、1990 年の中ごろから、実は規制が緩い産業において、非常に労働生産性が高

まっている。一方、規制が強い産業では、労働生産性の伸びが緩いかあるいは労働

生産性が落ちているという世界全体の傾向が見られるんだということが見てとれ

る。 

18 ページ目。ヨーロッパにおいては、あとで日本での人材活用というところと

関係するが、今後、リタイアする年齢を 60 歳～65 歳に引き上げていこうというよ

うな形で積極的な政策を打ち出しているという点も見られる。 

19 ページ目。世界全体の大きな動きを踏まえると、我が国においては、世界全

体の急速な動きに合わせた、スピード感のある産業構造の変化というのが、どうし

ても必要なのではないかということが、今日申し上げたいことの重要なポイントの

二つ目ということになる。 

世界全体の動きに全く無関係で我が国は動けばいいということであれば、それは

それで腹のくくり方もあるのかもしれないけれども、それでは、恐らく日本経済と

しては、全く立ち行きませんから、世界全体の動きに合わせて、産業構造をいかに

スピード感をもって変化させていくかということが大きな課題になろうかと思う。

そのためには、前回、ちょっと申し上げたことに関連するが、高付加価値の出る

産業あるいは部門に、人材と資源を集中的に投下して、それによって経済全体のパ

イを増加させていくということがやはり必要ではないかと思っている。 

そうすれば、実質賃金も増加する。その結果として、国内消費も増加するという

ことで、経済が良循環を生み出してくる。それで内需も拡大してくるだろうという
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ことで、全体のパイを押し上げていくために、こういう産業構造の高度化がどうし

ても必要だ。 

先ほどのＥＵのケース、あるいはアメリカのケースで見られたように、サービス

産業において、高付加価値化をどうやってもたらすかという点も、それに関連して

非常に重要なポイントではないかと思っている。 

20 ページ目。産業構造の高度化を促していくためには、どうすればいいかとい

うことでいくと、やはりまず重要なのは、人をどう動かすか。生産要素の中で資金

というのは、ある意味でかなり動きやすいので、人をどう動かしていくかというこ

とが重要になろうかと思う。そのためには、人材育成であるとか、教育であるとか

というのは、勿論非常に重要なことである。しかし、変化のスピードに対応するた

めには、今、子どもだった人たちが成長していくということだけを期待していたん

では、スピードに対応できない。そうすると、重要なことは、既存の人材を活かし

どれだけ産業間の労働移動をスムーズにさせるか、優秀な人材をどうやって横に動

かすかということが非常に重要になってくるかと思う。 

特に少子高齢化の進むわが国においては、労働力人口がかなり不足すると言われ

ている時代だ。そういう時代においては、既存の人材をどれだけ活用していくかと

いうことが非常に重要だし、かついわゆる高齢化が進んでいく中では、中高年の

方々の産業間労働移動を促進させるかということが、産業構造変化のスピードを促

進する上で非常に重要ではないかと思っている。 

実は、この点は、私が前々から改めて言うまでもなく、高生産部門に生産要素が

十分に移動していないという問題点は、日本の失われた 10 年あるいは 15 年と言わ

れていたところでも指摘されていたことではある。ただし、残念ながら、その傾向

は近年でも続いているという状態である。 

先ほどの繰り返しだけれども、生産要素の中で、この人的資源、人材をいかに早

くスムーズに産業間で移動させるかと言う点が、我が国の産業構造を高度化させて、

経済の成長力を高めていく上では、非常に大きなポイントになるだろうと思う。 

そういうことをやることによって、我が国全体においては、大きな副次的効果も

期待できると思う。 

22 ページ目。昀初のポイントは、将来の不安あるいは老後の不安がそれによっ

て軽減するということが言える。多くの方々が、消費がなかなか拡大できない理由

あるいは貯蓄に走る理由は、自分が中高年になったときに、どれだけ働き口がある

のか、どれだけの所得が得られるのかということに大きな不安があるからである。

そうすると、将来、そういうところで大きな働く希望が出てくるということがあれ

ば、将来の不安、老後の不安が軽減することによって、現在の消費拡大にもつなが

るということが期待できる。 

２番目は、若干将来的にはという話になるけれども、働く期間が長くなれば、あ

るいはそれだけそこで所得が得られることになれば、社会保障の心配も軽減するわ

けですから、将来的には社会保障費の削減も期待できるということになる。 

３番目としては、ある種の雇用対策にもなるということで、ある意味で余り働き

口のないところに人材を抱えていくのではなくて、その人材が積極的に採算の取れ

るところで働くことによれば、既存企業が身軽になって雇用対策上楽になるし、あ

るいは不採算部門であるとか、不採算企業の体質を促して経済の活性化も期待でき

るということになろうかと思うので、この点も非常に重要かと思う。 
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23 ページ目。人材の移動のルートとしては、具体的に細かいことを余り詰めて、

ここでは議論するべきポイントではないと思うので、余り細かい点には立ち入らな

いけれども、大きく分けて三つぐらいのルートがあるのかなと思っている。 

一つ目は、既存企業で埋もれている人材を必要としている他企業あるいは他産業

に移転させることで、労働の生産性を高めあるいはその企業の生産性を高めるとい

うことが期待できる。現在においては、この点において非常に大きなミスマッチが

発生しているように思う。多くの大企業で働き場所のない優秀な人材が多数存在し

ていると思われる。 

一方では、そういう人たちを非常に需要している中小企業であるとか、ベンチャ

ー企業あるいは事業再生を必要としているような企業というのは多数見られる。事

業再生の実例を、私は幾つかヒアリング、インタビューしてみたけれども、そうい

うところだと、実は大企業である種の管理職を経験された方が、働いて活躍できる

場所というのは、非常に多いと思っている。その意味で、このミスマッチを解消す

るだけでも、日本はかなりいいプラスがあるだろうと思う。 

24 ページ目。もう一つは、そうは言っても、素直にすべての人がどこでも働け

るというわけではないから、既存企業にいる中高年に対して、一定のトレーニング

あるいは再教育機会を提供して、より生産性の高い部門、産業で活躍してもらうと

いうことも考えられるだろうと思う。 

そういうふうに人が動くだけではなくて、既存企業がＭ＆Ａを行うことによって、

これはある意味では内部労働市場を使うということだけれども、人材移動を行なう

という点も期待できるルートだと思う。 

もう一つ、これがオーソドックスな形ですけれども、企業の参入・退出を促進す

ることで、人材が高生産部門に流れていくようにするということで、本来の規制緩

和、規制改革の期待しているところは、この辺なんだけれども、これを促進してい

くということ。 

25 ページ目。いずれにしても申し上げたい一つのポイントは、人材の流動性を

高めていくためには、ある種の人材の流れを一定の規模以上に確保する必要がある。

流通性をある程度高めて、ある程度の規模を確保しないと、なかなかマッチングが

うまくいかないということがあるからだ。そういう意味では、クリティカル・マス

以上の流動性を確保することで、全体が大きく流れるようにしていくということを

考える必要があって、そのための政策手当も場合によっては必要ではないかという

ふうに思っている。 

勿論、人材の移動だけではなくて、資金あるいは企業の産業間移動ができる環境

も当然整えていく必要があるだろう。この辺は、省略したけれども、労働移動が必

要だと、労働移動を十分していないと、生産性あるいは成長に寄与できていない。

日本企業が残念ながら、それほど大きな産業間の移動を現状では実現できていない

ということだ。 

３点目、資料の 30 ページ目だが、今、申し上げたようなポイントとともに、市

場メカニズムをより機能させるためには、市場経済をうまく機能していくための制

度を向上させていく必要がある。そのためには、何が必要かというと、消費者企業

がともに安心して取引ができる環境整備が必要だ。 

通常の経済学では余り出てこないが、昀近の経済学の研究で明らかになっている
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ことは、市場取引においても取引する双方において信頼関係が重要だということが

ある。典型的には偽装問題なんかに表われていることですけれども、取引をする際

に、相手が本当に自分が期待してきたことを供給してくれるか、あるいは期待して

商品を買ってくれるかという暗黙の信頼関係がないと、うまく取引は成立しない。

これは市場システムが機能していても、ある意味で重要なことで、我が国において

は、実はこの信頼関係があちこちのところで十分に機能していないという面が、残

念ながらあろうかと思う。 

そのために、制度面あるいは政策面において信頼関係をきちんと実現して、双方

が安心できるような取引関係をつくっていくということが、消費者重視あるいは全

体の取引を活性化するためには重要なんだろうと思う。 

そのためには、インセンティブ・コンパティブル、ちょっと専門用語を使ってい

るけれども、当事者がやる気をもって、信頼関係をきちんと守るようなインセンテ

ィブが出てくるような制度設計が必要だという点が言えるかと思う。 

少し時間が超過しましたので、この点、何か御質問があれば、後で補足させてい

ただきたいと思う。 

昀後のページ点は、内閣府の方々に御協力いただいて、先ほどの労働移動のとこ

ろで、少し調べていただいたところだが、我が国においては、残念ながらＴＦＰの

伸びが高いところでは、労働移動が十分に進んでいないというところが見てとれる

ので、この点からも重要な産業間の労働移動が重要かと思う。 

駆け足だったがプレゼンは以上にさせていただく。 

（植田会長）ありがとうございました。それでは、事務局から補足説明をお願いする。 

（西川官房審議官）「消費者重視の供給構造を検討するための枠組み」という資料で説明

する。 

本日のテーマは、消費者重視の供給構造ということで、ピンクのシャドーをかけ

た部分を中心に御議論していただきたいと思っている。消費は、勿論、潜在需要に

購買力が加わって現実の商品になっているわけだが、所得が高まって、文化的な消

費だとか、余暇の時間を使った時間消費型の消費が出てきてもいいと思うが、それ

のためには、それに合った新製品やサービスがないと出てこない。そういう新製品

やサービスが出てくるような産業構造に退出・参入がうまく回っていくということ

が背景にあると思う。 

また、そうした消費から発生した生産所得を通じて、雇用者所得になって実現し

た所得が購買力となるところに地理的な分布や消費者間の購買力の格差の問題が

あるかと思う。 

また、あえて分ければ、必需的消費と選択的消費ということになるが、特に必需

的消費等には、社会的なインフラや規制の問題が大きく影響しているかと思う。 

そうした中で、全体として、その消費の中のミスマッチをどのように解消してい

くかという問題意識だと思う。 

２ページ、実際に、ここまでの主要先進国の成長率と消費の関係を見ると、日本

は過去５年、大体２％程度の成長であるが、消費の寄与度が１％ポイントぐらいで

ある。アメリカ、イギリスが下に載っているが、実質３％ぐらいの成長を過去５年

間平均して実現しているが、消費者の寄与度が２％ポイントとやはり消費の寄与度

が高い国は税率も高くなっていると、いずれの国も、大体民間昀終消費支出が国民

総生産に占める割合は６割ぐらいなので、同じである。 
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３ページ、具体的な個人消費の品目を国民経済計算、やや伝統的な分け方で恐縮

だが、分けた中身で各主要先進国の品目別の消費の内訳を見たものである。一番下

から２段目が日本に当たるが、結構、輸入食料品等、安価なものが入っている割に

は、依然、食料等の占める割合が高かったり、電気、ガス、水道、公益事業の内外

価格差なんかは大分縮まってはいるが、住居費等を反映して、やはり住居・電気・

ガス・水道と白抜きとなっているところが大きなウエートを占めている。右の端の

方で、娯楽・レジャー・文化という右から二つ目のカテゴリーのところだが、日本

は結構多いが、ここはＩＴとか電子機器、テレビとかゲーム機器とか、そういった

ＩＴグッズなんかの購入分も含まれている。 

４ページ「３．消費構造の将来予測」であるが、予測してどうなるか見ようとい

うよりは、むしろ、ここは出典の「２．」というところにあるが、年齢階級別の消

費性向と各消費項目の消費全体に対する割合を一定と仮定して、高齢化等が進んで

いったら人口の年齢構成の変化によって、消費者構成の変化がどうなるかというも

のを試算したものである。 

名目額ベースで計算しているが、内訳がハウジング、エネルギー、ヘルス、自動

車、エンターテーメント、教育となっているが、左の日本を見ていただければわか

るが、どの国もそうだが、特にヘルスあるいはエネルギーといった必需的な消費が

単純に今の消費構造を将来に投資すると増えていくという姿が見える。 

５ページ「４．需給のミスマッチにより混雑や不足が生じている例」ということ

で、消費者がほしい、使いたいというものがない、あるいは効用がちゃんとしてい

ないということが逆に混雑や不足という観点から観察され、指摘されているものを

例示的に取り上げている。左の保育の待機児童、介護の特別養護老人ホームの申込

みがあるとか、医療の分野におけるさまざまな混雑、不足、交通の特に都心部の混

雑、あるいは弁護士の分布、それからコメの生産過剰、ＥＴＦの品揃えといった例

を挙げているが、背景に入っていくと、行政、官業との制度的な枠組みの問題ある

いは保険の問題も含めた価格の在り方、それから総量規制をしているんではないか

といって、生産調整といった、そういった数量の規制の問題ということが背後にあ

るかと思う。右の方に「その他、間接的に消費のミスマッチに影響を与えるもの」

として、これも並べてあるものは、こういった消費のミスマッチの背景になりそう

な、中間投入財サービスの問題を入れている。こうしたものの背景には、税とか公

的な割り振り、競争入札等の在り方等の問題があるかもしれない。 

６ページ、１回目の議論でも都市と地方あるいは地域的な部分の問題がやはり全

体の効率を考えるときに大事な問題だという御指摘があったので、分析をしてみた

が、左側の総務省の家計調査も、都市部と町村部の支出の頻度と額の多寡を絵にし

ている。 

都市部の町村部に対する倍率で出しているが、縦軸が支出額、横軸が支出頻度で

ある。都市の方が所得が相当高いので、全体に都市部の方が高頻度、高支出で第１

象限にさまざまな品目が集中しがちになるのは自然なのだが、都市部の方が低頻度、

高支出であったり、町村部の方が低頻度、高支出というものがある。 

例えば、左の上の第２象限にある「国内パック旅行費」というのは、町村部の方

が高頻度で低支出をしているわけだが、そういう国内のパック旅行を買って、右下

の方の第４象限にある遊園地だとか、文化施設を見に東京に来ていることがあると

いうことがミスマッチの一つの例になるのかと思う。 
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それから、右の絵であるが「年齢階層別の昀も利用する場所・業態」というとこ

ろで、近所の中小店、近所の大型店、近所の量販専門店等をカテゴリー別に並べて

いるが、59 歳、60 歳以上と高齢者になるほど、近所の大型店に買い物に行くとい

う形になっていて、この辺が高齢者の利便性との関係でどうとらえるかということ

があるかと思う。 

昀後に、７ページ目に、ちょっと追加的であるが、幸福度に関する国際的な潮流

ということで、第１回目の会合で委員の御発言で、そういう幸福度のようなものを

経済成長発展の中でしっかり位置づけていくことが大事だという御発言があった

ので、どうも調べてみると、国際的な文脈の中でかなり議論されているということ

もあるので、参考までに添付した。 

（植田会長）それでは、自由討議に入る。 

（大竹委員）まず、柳川委員の御報告の一番の論点は、人材移動を活発化しなさいという

ことだったと思う。それが生産性も高めるし、より優れた消費財を生み出すという

ことにつながっていくかと思うが、私は、どうして人材が移動しないのか、その一

つは、企業内の政治的なバイアスみたいなものがあるのではないかと思う。 

それは、どういうことかというと、意思決定が必ずしも効率的に、一番ＩＴの時

代に適した生産体系をつくる、あるいは労働者を配分するような意思決定構造にな

っていない可能性がある。 

それが、例えば新しい技術に対応していない人の賃金を必ずしも優遇しないとい

う形につながっていて、人材の移動を促さないということになっているように思う。

どうして、そういうことが起こるかというと、そういう意思決定のゆがみがあっ

たときに、本来なら、例えば株式市場やＭ＆Ａという形で外部の規律が働くはずの

ところが働いていないということが一つの原因だろうと思う。 

そういう意思決定のゆがみから不便なことが起こってくるというのは、多分ほか

にもあって政治的なバイアスという意味では、公共支出の中身も高齢者の政治力が

人口構成以上に大きいということから、例えば政府支出の中身は高齢者向けのもの

にゆがんでいく。あるいは若年に必要な教育支出が減って、公的支出の部分が十分

に供給されないということで、ミスマッチが発生してくる。同じようなことは、医

療の世界でも起こっていると思う。小児科の問題あるいは産婦人科が少ないといっ

たこと。 

そういった企業あるいは国のレベルでの政治的なバイアスというのが大きな問

題になっている。企業の場合は、資本市場の充実というのが一番の解決策だろうと

思うし、政治的な問題は政治的な意思決定を、もう少し年齢構成をうまくする、決

定主体のところの年齢構成を考えることが必要かなと思った。 

もう一つは、なぜ消費者重視の供給構造になっていないかということの一つは、

やはり行政が既得権重視の形になっているということだと思う。 

どういうことかというと、行政が対応しているのは、既存業者の利害を第一に考

えるという仕組みだった。ところが、消費者にとってみたら、既存業者であろうと、

新しい業者であろうと、どちらでもよくて、いいものを安く提供してくれればいい

ということだが、そこがそういう要望をすくい取るような行政になっていないとい

うことだと思う。 

その具体例が、先ほど事務局の資料の中にあったが、放送だとか携帯電話の周波

数だとか、空港の発着枠というものの割り当てというのが、競争入札で行われてい
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なくて、既存業者主体の割り当てになっているということである。 

もし、競争入札であれば、昀も効率的で、昀もやる気のある企業が利用権を獲得

できて、あるいは政府もその収入を得ることができることになっているが、そうい

う形にはなっていない。 

似たようなことというのは、公共的な価値のある都心部の駅前の土地の利用の仕

方というのもやはり同じような問題があるんではないかと思う。 

私が申し上げたかったのは、企業あるいは政治レベルの中でのいろんなバイアス

があるのを正していくような仕組みとして市場メカニズムがもう少し機能するよ

うな形にすべきであるということと、行政への仕組みが既存業者主体の行政から消

費者主体の行政に変えるべきであるということである。 

（牛尾委員）事務局の方で用意された１枚目のペーパーで感じたことは、今日のテーマで

ある消費者重視の供給構造を検討するための枠組みというのは、もう自明の理であ

って、要するに供給者が民間主導型で動くことが昀も重要に即応する道であること

は、もう世界的に証明されている。 

ただ、ここに書いてある選択的消費と、今日、事務局の補足された必需的消費と

いう話があったが、必需的消費というのは、民間がやっている限りどんどん安くな

る。ハンカチは 50 円で買えるが、スカーフは 5,000 円になるということで、下着

はかなり安いが、ファッションＴシャツはどうしても高くなる。 

要するに、選択型消費というのは、高付加価値の源泉になるわけで、何とか選択

的消費にしようと企業は努力するが、必需品になった瞬間にどんと値が下がる。官

がやっているものは必需的消費になっても値が下がらない。昀低保証があって、こ

の格差が非常に大きい。 

その点では、どうやって民間主導型の公共投資にして消費者重視の体制にするか

というのが、上にある社会インフラと規制を徹底的に自由にすることだ。 

柳川委員の話にもあったが、消費者とサプライサイドの間の信頼感というものが

非常に大事だと思うし、また、政府はその信頼感を確保するために、サプライサイ

ダーのオープンネスというか、公開性を高め、それから個人に対して組織でそうい

うごまかしを徹底的に監視する必要があるし、そういうものに対してルールを明確

にして厳罰に処するべきだ。 

特に社会福祉とか弱者に対する救済においてそういうことをする人は、３倍ぐら

い重刑にするぐらいのことを書いていいと私は思う。 

規制もなかなか一番大事なものが全部撤廃されないし、今、例に出た４の個人消

費における需給のミスマッチの例の中で、大部分のものはミスマッチになるとか、

個人消費者が求めているものに対して消費を提供しようとすると、医療にしても介

護にしても教育にしても、何らかの規制が邪魔をする。行政の監督官庁が邪魔をす

るということがあって、これを払いのけて、今、企業は生き残るために必死だから、

消費行政によけいに政府が介入することは、かえってマイナスだ。邪魔しているも

のを除くことをすることが一番大事。 

であるから、今、総理はそういう御趣旨ではないと思うが、またしてもここで行

政が関与すると、また余分な監督官庁や社会インフラや規制が増えることになるん

ではないかと、私は懸念を持っている。 

それで、いろんな制度さえ変えれば、供給不足のものは、今、労働力に関しては、

横に動くようにすればいいというのは大変に斬新で、非常に力強いものがあった。
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それは確かに企業の中に中途採用者を排除する封建的な動きが残っているが、昀近

は女性を採用しないと、いい人材が集まらないという。来年なんかは女性に対して

ほとんど採用をオープンにして、積極的に女性を採用する動きが出ており、女性に

対する排除感はなくなってきた、少なくとも伸びている企業ではなくなってきた。

古い制度の上では、まだ非常に女性を排除している社会的文化というのはあるけれ

ども、地方との間でも、いい意味での派遣制度というもので、お医者さんが足りな

いところにはお医者さんを派遣して、週に２日使えるようにするということで相当

カバーできる、看護師も全部セットでそういうことをカバーすることができるかと

思う。 

しかし、私は、今、サービス産業生産性協議会の代表幹事をやっているが、サー

ビス産業というのは、輸出という部分で見ても、柳川委員の例でアメリカ型の国際

的なそういうものをするという大がかりなものを除いては、中小零細ではほとんど

輸出ができないから、結局、身の回りのマーケットに支配される。やはりサービス

業でも一定の規模になるまでは、生産性は上がらない。 

それで、小さなマーケットに生きることを決意した、そば屋さんとかまんじゅう

屋さんは、１日に 50 人前しかつくらないとか、200 食しかつくらない、そこでや

めてしまうというのは、それなりに利益が出る。しかし、発展性はない。しかし、

そういうことで生き残るしかしようがないんであって、やはり大都市集中の傾向は

免れない。 

そういう面では、地方の単位を 10 万人とか 15 万人単位にして、そこでサービス

業が活躍できるような地方の合併推進というのは、単に地方公務員を減らすだけの

目的ではなくて、サービス業が生き残るためにも、地方のサービスマーケットとい

うものを増やしていくことが大事だという気がする。 

そういう点で、消費者重視の供給構造というのは、民間企業がもっともっと深く

やるためには、新しい人材が必要、その人材は新入社員教育をしているけれども、

やはり柳川委員のおっしゃるように間に合わない。既存の人で、サービス的職務が

向いている人を採ってくる。実は製造業の７割ぐらいはサービス職務をしている。

トヨタさんでもサービス職務をしている。であるから、現場のダイレクトワーカー

だって、みんなどこの会社でも 15％～20％ぐらいであるから、そこからサービス

業が、業界３位、４位の人のサービス業に移動するようなことは非常に大事な要因

であって、そういう点では、恐らく３位以下の企業にとっては、50％以上の優秀な

人材に、十分な機会を与えられていないと、私は感じる。 

そういう点では、日本はアメリカ型を目指すよりもＥＵ型が適切に向いているよ

うな、どちらかといえば、ＥＵ型だと思うので、柳川委員が出された、英文の 16

ページの論文なんかは本当によくできているので、こういうものを本当に調査して、

ＥＵのような態度で消費者行政の人が消費のサプライサイダーの効力を上げるた

めには、ライトレギュレーションとか移動とか、そういうものを徹底的に準備をし

て、やはり国と地方の差というのは、ＥＵの開発途上国とフランス、ドイツの差と

同じようなところがあって、そういうものを上手にＥＵの場合は克服しようとして

いるわけだから、そういう意味では、ＥＵに学ぶことが非常に大事だと、私は思う。 

柳川委員のレポートを見て、大変に希望を感じたが、この辺を徹底的に進めて、

１年ぐらいで、今の制度は、大竹委員の御指摘のように、伝統のある企業ではやめ

ないでずっといるのが得である。精神的な疲労も入れてみんな得で、外へ出ると何
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もかも損をする。それで風当たりも、田舎では会社が変わると何かあったんじゃな

いかとか、そういう社会的な風習があるから、ＩＴとか、東京ではそういうことは

若干可能であるが、やはり迎える方は、相当大仰に中間採用すると採って、単に企

業間のみならず、大学からも企業に来る、企業からも大学に行く、行政から来る。

分野別の移動も促進して、自由に動ける人、我々は人を使っていて、日本人という

のは、大体 70％ぐらいが窒素型で、30％がフッ素型。窒素型というのは、高温高

圧でないと化合できないタイプの人で、移動に向かない。フッ素型というのは、低

温低圧で、簡単に化合できる人で、このような移動型は 30％ぐらいしかいないと

思う。若い人はね。年配の人は、80％ぐらいが窒素型であるから、これはどういっ

たメーカーの中で経験がものを言うとか、昀近は新規の仕事や開発というのは、全

部フッ素型の人を上手に窒素型と組み合わせて使っている。 

女性というのは、本当にフッ素型の優秀な人が非常に多い。やはり結婚して実家

と決別するという経験があるからじゃないかと私はいつも言うんだが、過去を振り

向かないで前に進むというのは、女性の方が日本は能力が強いし、そういう意味で

は、女性に大変なポテンシャルがある。 

高齢者は、やはり２～３割が移動に耐え得る人だろうと思うが、移動をしないで

高齢者が残るというのは、非常に疲労感を持つようなところがあるし、そこはよく

勉強する必要があると思うが、やはり労働力の横に自由に歩ける、アメリカでもヨ

ーロッパでも移動しない会社もいっぱいあるので、全部が移動すればいいというわ

けではない。サービス産業の優れたところを活性化するためには、ほんの１割５分

ぐらいでいいから、これが移動するだけでも大変な力を発揮するだろう。 

そういう意味では、柳川委員も研究をもう一歩進めてもらって、具体的な抜け穴

をつくってもらうと、大変ありがたいのではないかと思った。 

（氏家委員）今のお話でも、柳川委員の 16 ページに触れられたが、規制と生産性の問題

で、ちょっとお話させていただきたい。企業は消費者の潜在需要を満たす財・サー

ビスを供給するために、神経を張り詰めて需要動向を見ている。企業の競争やイノ

ベーションを促進するという観点から、価格や供給の面で、できるだけ規制を緩和

ないしは撤廃する方向で考えるべきであると私も思う。 

このペーパーに規制が緩やかであるほど労働生産性が高いというのは、非常に勇

気付けられる。 

私の携わっている金融資本市場の分野だと、例えば価格については、株式手数料

が 99 年から完全自由化されたが、その後、大幅に手数料は低下して、個人はイン

ターネットを通じて非常に安い手数料で取引できるようになった。この手数料の引

き下げに加えて、投資単位の引き下げといった取組みもあり、税制のサポートもあ

って、個人株主数は完全自由化前の 98 年の時点から比べると、2006 年までで約４

割増え、3,900 万人となっている。 

それから、供給の面で規制緩和がなされ、ＥＴＦが登場したし、不動産投資信託

のＲＥＩＴが解禁された。取引所の取り扱い商品も多様化が進んでいる。 

特にＥＴＦは、投資経験の少ない個人投資家にもなじみやすい商品だから、投資

家の裾野拡大のために拡充を図ることが重要だと思っている。 

昀近着実に上場銘柄数も増えてきているが、今後、規制緩和によって、株価指数

に加えてＥＴＦではコモディティー、商品を対象としたものもラインナップに加わ

るなど、一層の多様化が見込まれる。 
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金融資本市場において、規制緩和によって需要が拡大するという例を、お話しさ

せていただいたが、まだ、残念ながら個人の金融資産の占める有価証券の比率は、

御案内のように、欧米に比べてかなり低い水準にある。今後の課題は多々あるもの

と思っているが、これについては、次回に話をさせていただきたいと思う。 

二つ目は、産業の高度化について、２点お話ししたい。一つ目はイノベーション、

二つ目はブランドの構築である。日本の産業の高度化については、まず、ものづく

り、それの生産性を更に上げるというような話が出てくるが、ものづくりが強いこ

とはわかっているので置いておいて、違う側面を考えてみたいと思う。 

一つ目のイノベーションについてだが、私が重要なポイントであると思うのは、

新しいコンセプトをつくり出すということである。 

例を一つ申し上げると『ウェブ進化論』という本でかなり有名になった梅田さん

の言葉を借りると、ものづくりというこちら側の世界ではなくて、あちら側の世界

と彼は言っているが、ＹＡＨＯＯ、ＧｏｏｇｌｅといったＷｅｂを活用したビジネ

スモデルの創造だとか、ＡｐｐｌｅのｉＰｏｄ、ｉＰｈｏｎｅというのが、その典

型的な例だと思う。 

Ｇｏｏｇｌｅを考えてみると、実際にものをつくっているわけではない。ものづ

くりという点では、何もイノベートしたわけではないが、創業 10 年で時価総額が

トヨタに並ぶぐらいになってしまう。ＡｐｐｌｅのｉＰｏｄ、ｉＰｈｏｎｅ、これ

も別にものをつくっているわけではなくて、コンセプトをつくった。部品の製造も

組み立てもＡｐｐｌｅはやっていない、そういった意味で、コンセプトをつくって

いくことが重要であると思う。 

日本にとって、ＧＤＰに占める比率が大きいサービス産業で、この種のイノベー

ションの力を向上させることが、日本の全体の生産性を向上させるために、重要な

鍵の一つではないかと思っている。 

サービス産業でＩＣＴをもっと使うということも重要だが、それと違って、コン

セプトをイノベートしていくことにより、大きな産業が出てくると考えている。 

二つ目は、ブランドの構築だが、フランスやイタリアのファッション、それから

スイスの時計、北欧の家具、例を挙げればどんどん出てくると思うが、文化と歴史

を背景として、非常に高価なものが世界中で受け入れられる。 

先ほど牛尾委員がおっしゃられた選択的消費、これとも関連していると思う。日

本でも機能面だけで言えば、国産なら数万円程度で買えるというものが、ブランド

を構築してしまえば、数十万円になる。消費者には、そういう高額なブランド品へ

の需要が選択的消費ということだと思うが、日本の企業はブランドを構築して高い

付加価値を付けるということは、あまり今まで得意でなかったというか、そこにエ

ネルギーないしはリソースを割いて来なかったと思っている。ブランドの構築に関

しては、知的財産などへの対応を含めて戦略的な取組みが必要だと思っている。 

日本は文化の独自性、それから歴史的な蓄積という面で、決してヨーロッパに引

けをとっておらず、それを戦略的に活用して、ブランドの構築に結び付けるという

ことが必要だと思う。 

製造業では我が国は強みを持っているが、しかし、中国をはじめとするアジア勢

の攻勢というのが顕著で、グローバルな競争の中で、価格の低下圧力が常にある。

自動車や家電などは、ブランド構築力を高めることで高い付加価値を維持しなが

ら世界中に需要をつくり出すことができるはずだと思っている。 
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（西水委員）ヨーロッパ、それからアメリカも含めてだが、今まで改革に成功してきた国々

の特徴を紙に書いてある制度ではなくて、そういう改革に携わった人々の信念とい

うか、態度、スタンスのことをお話ししたい。 

それには二つあって、一つは、どんな政策をとっても、政策を変えていくときに、

日本のように縦割り的に物事を見ないで、いつも常に国民なら国民、消費者なら消

費者、労働者なら労働者の観点から政策を見極めるという努力をする。例えば労働

政策を変えるとなると、労働政策に関する役所だけではなく、横割りにいろいろな

省の人たちが集まって、政策、改革のチームをつくり、目的に向かって動き出す、

そういう態度、官僚文化が浸透する国が政策を変え、変えた結果のベネフィットが

大きく出る、そういうことを世界銀行の仕事などを通して勉強した。 

政策を立て、変えるときに、物事をホリスティックに見るということで、非常に

大切なことだと思う。これは、大竹委員と、牛尾委員が言われたこととも通じると

ころがあると思う。 

その一面に、トップダウンという考え方は既に古く、政府が命令して企業が動き、

農民が動きという考え方ではなく、政策には政策がやらなければならないことがあ

って、その役割プラス民間ないしは消費者、労働者、農業に携わる人ための役割と、

その二つをはっきり見極めて参加してもらう。一緒にやらなければいけないという

態度を必ずとっていると思う。 

改革のプロセスに、形の上ではなくて、本当に変えたいと思う人たちを集め、一

緒につくり、施行していくという態度は、アメリカやヨーロッパ諸国の経済政策や

いろいろな政策の制度が変わっていった上で、紙の上では見えない大切な面だと思

う。それが一つ。 

もう一つは、これは今日発表していただいた柳川委員がおっしゃったことに通じ

るが、改革を始めるに当たって、指導者レベル、国家なら国家での指導者レベルの

人間が、50 年、100 年先を見極めて、これはヨーロッパ数か国に特に言えることだ

が、国民の形、国の形をまず考える、そこから思考が入っていく。 

柳川委員は、人材活用の副次的効果で、将来の不安、老後の不安が軽減すれば、

消費拡大その他につながると言われた。これにつながるが、私が仕事の上で関係し

た数人のヨーロッパ諸国の指導者の考え方は、50 年先の消費者は、物に満足しな

い消費者だとまず考える。消費、財サービスの上でも精神的な幸せの追求を可能に

する物を求めると、捉える。 

だから、質の高い、安全性の高い、環境にやさしい、そして地域社会への公共性

にも富むような、倫理価値観がはっきりと打ち出された企業の製品が必要になる。

製品やサービスが何であれ、そういうことを消費者が求めていくのだから、政策も

そういう価値観を持った、既にＣＳＲ企業（コーポレート・ソーシャル・リスポン

シビリティー）と呼ばれる供給者がどの分野でも生まれてくるような土壌をつくる。

その覚悟がなければいけないというビジョンから、ヨーロッパ諸国の改革またはＥ

Ｕの改革が始まった。 

であるから、成長したいから、大きくなりたいから改革を始めたという動機では

なく、成功した改革の動機は、国民の幸福追求、安心して生きがいのある、働きが

いのある幸せの追求を可能にすることを、政策、政治の目的と置いて、その一環と

して経済成長をそのための手段と捉える。経済成長そのものが目的ではあってはな

らないという考え方から入っている。 
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この政策思考はイギリスの労働党のマニフェストにもはっきりと打ち出されて

いるが、ブータンが約 40 年前から実行している。 

非常に簡単に言えば、常識だが、その常識に真剣になって政策に取り組むと、や

はりＣＳＲ関係、農業でも工業でもサービス業でも民間で公共性のある新しい事業

を始める起業家がどんどん出てくる。なぜそういうことが起きるかというと、改革

をやらなければならないからやっているのではないということを民間が感知する

からだ。 

であるから、民間と政府との、ないしは国家指導者との信頼関係が、例えば我が

国のような信頼関係とは性質が違ったものになるという背景がある。これもやはり

先生が言われた消費者と企業がともに安心して取引ができる環境整備というポイ

ントにつながると思う。 

（植田会長）ありがとうございました。一つ質問だが、昀初の縦割りではなくて横割りで

大事な問題を考えていくというのは、そうだと思うが、そこの組織にオーソリティ

ーを与えるにはどういうやり方をとるのか。例えば総理や大統領の直属にするとか

が考えられるが。 

（西水委員）官僚組織や国の文化によって違うと思うが、大きな改革の場合は、トップ、

たとえば総理がチーム的な態度をとる。何か大きな仕事をやるときには、チームを

作成して首相なり内閣なり、的確な指導権を持つ人たちから、事務権限、チームリ

ーダーシップというものを与えられる。それで動き始める。 

企業の場合、そういう横割り的な改革の仕方というのは、欧米の金融業の過去

20 年の変わり方にもよく出ている。民間にも縦割り的な性格はあり、横割り的な

改革では、必ずトップのビヘイビアが問題になる。 

（植田会長）それでは、香西委員どうぞ。 

（香西委員）私は、消費者重視の供給構造ということについて、若干年寄りのひがみみた

いな話になるが、ちょっと違和感があるところがある。 

というのは、私、前の前川報告に参画していたが、あのときは内需重視だった。

内需、内需と内需が一番大事だといって、その当時は反対はなかった。私も消費者

を重視するのに現在も反対はないが、しかし、あの後で日本にバブルが起きたとき

に、名古屋大学の飯田教授、私の友人だが、彼からさんざんしかられて、お前があ

んな前川報告なんか出すから、こんなふうに日本がバブルになったんだぞと言われ

た。それは、確かに警戒心がなくなった一つの要因だったかもしれない。私は、前

川報告は、そういうことで書いたんではないということも言ったが、完全に彼の批

判を却下することはできなかったというのが苦い思い出である。 

それで、前川さんの頭の中で、内需というのは消費である。私は消費が必要なら

投資も必要だと申し上げたら、いや、日本人は投資して設備をつくったらすぐ輸出

を始めるからそれはだめだと、こういう話ぐらい徹底していた。 

先ほども事務局からの話を聞いていると、日本は外需の依存が非常に高い、それ

で消費が伸びていないという話があったが、日本は、今、外需に依存するのは当た

り前ではないだろうか、中国で 10％成長している。その中国が 10％成長するため

には日本の鉄鋼が必要である、設備投資しようと思ったら、向こうには鉄工所が十

分にはないんだから、日本からの輸出を、向こうではそれは喜んでいる。 

日本は一方で、国内では人口はこれからどんどん減っていき、既にゼロ金利を

10 年ぐらい続け、国債依存度は 150％になっている。そういうところで、どんどん
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そんなに高い内需成長ができるわけがない。 

そういう中で、日本が輸出できているということは大いに感謝すべきことであっ

て、それを何か贅沢なことのように、それは大き過ぎるなんていうのは、少し贅沢

にすぎないかというのが私の考え方である。 

日本は、確かにアメリカに追い付こうとしてやったときは、アメリカの産業をど

んどん食いつぶした。中国は日本の産業を食いつぶしていない。彼らは日本の産業

の製品がほしい。鉄鋼を例に取れば。それをオープンで、必要なところへ資源が流

れていくということになっていて、そして世界人口の２割を占める中国がここで貧

困を出し続けるかどうかということは、人類史的に言えば、１億の人間が多少貧乏

になっているよりもずっと大事なことでもあるわけだから、そういう意味で、何か

重視、重視というふうに余り偏らない方がよく、むしろオープンで、必要なところ

に必要な資材が流れていく、需要があるところについていくということが素直に実

現するのが一番いいことではないかと思うので、無理やり何か重視しようというふ

うに人為的に考え過ぎるということは、さっき牛尾委員からもあったが、やや行き

過ぎると危ないと、そういう嫌がらせを、一言だけ申したい。 

（小島（順）委員）何からお話ししようかと思うが、まず、さきほどの冒頭で柳川委員が

言われた人材交流というのは、すごく大事なことだと思う。ただ、日本の企業のメ

ンタリティーだとか、伝統から言うと、そう簡単に人というのは動かない。さきほ

どの御説明の中で、サービス産業について日本の進化の仕方がほかの国に比べて後

れていると言われたときに、総合商社というのは何産業かなと思いながら見ていた

けれども、我々は、今、ものすごく業態を変えてしまっている。昔はトレーディン

グ・カンパニーだったが、今は事業投資会社みたいになっており、結果的に連結で

引いている事業投資会社が 570 社ほどあって、社長を二百何十人も送り込んでいる。

元々やっていた仕事と違うところ、いろんなことを外側でやっている。 

さきほどの話ではないが、年をとってからあなた行きなさいというと、みんなな

かなか苦労する。若いうちから、そういうカルチャーがあるような社会にしていか

なければいけないということで、我々は供給者と需要者の間に入って手数料をもら

っていた商売形態から、事業投資をして、そこに人を送り込んで、そこのバリュー

を上げるという事業形態になってもう 10 年ぐらいになる。その結果、今や我々の

利益の８割ぐらいは事業投資会社の収益で、手数料は２割に過ぎない。このような

イノベーションをずっとやってきている。 

これに伴い、社員自身も発想がイノベーティブになってきている。だから、これ

を、今の日本に当てはめてみるのも一案かなと思うのが一つ。 

それから、もう少し国際経済社会という観点から議論しないといけないのかなと。

やはり日本だけの均質的な、さきほどからいろいろ言われているけれども、何かメ

ンタリティーがみんな似ていて、しかも人口が減っていくという状況の中で何かを

変えるというのは結構大変なことだと思う。やはり香西委員が言われたように、周

辺の国と一緒になって生きていくという時代になっている、これが多分ＥＵだと思

う。先週、私はアジアに出張し、シンガポールでリ・シェンロンという首相とも話

したけれども、彼に限らずどこへ行っても日本が心配だと言う。要するに、なぜま

だ日銀の総裁が決まらないのかと、外からそういうことを言われたくないけれども、

やはり日本が心配、日本にアジアをリードしていてほしいというのは、みんな思っ

ている。今のままで日本は大丈夫だろうかという感じで見ている。 
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アジアの国々はどこも、今、ＧＤＰ成長率は、５、６％、中国になると 10％、

インドも９％ぐらいだけれども、ものすごく元気がいい。そこから見ると、何とか

日本と一緒になっていろんなことをやりたいという思いがすごくあるので、人間を

移動させるときも、ほかの国に移動する、それからほかの国からも日本に来てもら

うということが、多分いろんな意味ですごく大事になるんではないかと思う。 

ダボス会議には、氏家委員も行かれたけれども、私も行っていた。国際社会にお

ける日本の存在感が、今、ものすごく低くなっているというので、やはり日本の中

に国際社会でしっかりと議論できる人が増えてこないといけないし、周辺の国の国

際人の中にはそのような人がすごく増えているから、そこの中で一緒になって議論

していって、一緒にアジアをつくっていくんだということが多分とても大事なんで

はないかと思う。 

今、幸いにして、中国も韓国も非常に日本に向いて、一緒になってやっていこう

という雰囲気が強いから、私はすごくいいタイミングだと思う。若い世代の交流を

深めるということで、今度、中国の胡錦涛さんも来られるけれども、福田首相がこ

の間行かれて、いろんなことを話されていることが、今、ある意味ではプラスなの

で、このタイミングでアジアと一緒になって次の日本をつくるというような、冒頭、

夢のある国日本とすれば、日本だけではなくて、日本の周辺と一緒になってアジア

をつくっていくという発想がすごく大事ではないかと思ったというのが私の意見

だ。 

（植田会長）今の話で、昔は、商社は典型的な縦割りの構造だと言われていたのが変わっ

たということだが、確認だが、変わった後は、いろんな職種間を人が移動すること

もかなりあるように伺ったが、そういうのを担当している方は、やはり若い人なの

か、それとも昔からいる人たちについても教育訓練でできるようになさったのかと

いう辺りはいかがか。 

（小島（順）委員）コンビニエンスストアを買って、そこに社長を送り込むということを

我々はやったわけだけれども、このときに既に出向している 50 歳以上の連中がい

たにも拘らず、43 歳を送り込んだ。これは、大変な決断なんだけれども、それで

みんな一体感を持って、今、やっているわけだ。 

今、わが社には７つ営業グループがある。元は６つ営業グループがあったんだけ

れども、去年このうちの一つを発展的に二つに分けた。いろんな時代の変化をとら

えて営業グループを変えていく。それで変えるたびにほかのグループと人を入れ替

えるということをやって、みんながいろんな経験をできる限りできるようにする。

それから、子会社に出向させるときは、30 代で一回出す。 

そうすると、本店にいると力があるけれども、子会社へ行くと力が出なくなると

か、本店にいると力が出ないけれども、子会社へ行くとすごく力が出るとか、いろ

んな人がいるので、こういう訓練と教育をやり出して 10 年ぐらい経つと、それが

会社の中では一つの流れとなる。それから組織をつくると、壁ができるのは当たり

前なんだけれども、この壁をぶち壊すためのトライでいろんなことをやった。ある

グループのトップを別のグループにもってくるとか。それを決める際は私の責任で

決めるんだけれども、そういう動きをあえてやらないと、会社というのは、意識改

革は絶対にできないと思う。 

それと、できる限り全員とコミュニケーションをとるということ。会社がいかに

変わりつつあるかというのは、若い連中と年をとった連中との間のコミュニケーシ
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ョン次第でもある。 

それから、先ほど触れたが、シンガポールへ出張した際、全てのナショナルスタ

ッフであるシンガポール人と話をしたが、一晩で 110 人全員と１対１で話す。そう

すると、彼らが何を考えているのかよくわかる。そうすると、それを今度うちの人

事部に持ち帰ってどうするかとか、それから周辺の国は優秀な人がすごく多いから、

その連中に東京へ出向してきてもらう、優秀だったら、それで正社員にしてしまう。

すると、日本人で同じ年代に入社した者より先に昇格したのが彼だったりするとい

うケースもある。こういうことを、今、どんどん始めている訳だが、こういうふう

にしないと、ましてや我々は国際社会で生き残らなければいけない職業だから、余

計にそれが必要だということで、この発想をこの議論の中にうまく取り込めたらい

いかなと思って少し申し上げた。 

（西水委員）小島委員に質問です。柳川委員のプレゼンの中には、やはり今いる職場の人

たちが横に動くとか、それプラス新しい会社を建てるという起業家の人数が増えな

ければいけない、そういう土壌をつくらなければいけないという考えがあったと思

うが、それに関して、世界と日本の土壌を比べて、どうお考えか、日本の場合はや

はり後れているのか。 

（小島（順）委員）世界というときに、どこの国のことを指すかにもよると思うけれども、

アメリカなんかは、割とそれはフリーにできるし、それから昀近はヨーロッパが非

常に勢いがある。ちょっとサプライムで傷ついたところもあるけれども、やはりヨ

ーロッパは、今、非常に元気になって、国を超えた議論が割にできるようになって

きている印象がある。 

それで、今、アジアもそうなりつつあると思うものだから、やはりここで我々は

アジアをしっかり見ておいた方がいいんではないか。一方で、アジアはじっと日本

を見ている。 

今、アメリカの新聞の中に日本の記事はほとんど出ない。ところが、アジアの新

聞ではまだ出ており、すごく心配気に見てくれているという感じがある。 

今の質問の回答になっているかどうかわからないが、ヨーロッパはそういう感じ

で動いているし、アメリカも動いている。そして、アジアもそういう格好で動き出

しているという感じがある。 

ちなみにわが社の韓国ソウル支店の社員と話すと、「韓国は島国です」と言う。

そうなんです、半島の先にあるから。そして、「我々は海外で仕事をしないとしよ

うがないから、グローバルカンパニーのこの会社に入った」、「ついては是非転勤さ

せてほしい」というから、やはり東京へ行きたいのかというと、「いやそうじゃな

い、中国へ行きたい、三菱商事の中国の店で働きたい、これからは中国の時代だか

ら」と、こういうふうに韓国の社員は言う。こういう発想が日本人には殆どない。

そういうことで、周辺の国の割に若い連中というのは、非常に将来のことをいろ

いろ考えており、アクティブで積極的で、しかも精神力が非常にたくましいから、

それと日本の若い世代とを比較すると、ちょっと心配だというのが本音だ。 

（植田会長）八代議員お願いします。 

（八代議員）まず、香西委員の言われた点は、非常に大事な点だと思う。輸出か

ら消費へという言い方は、やや誤解を生んでいるかなと思うが、実は輸入も消費の

一部なわけだ。昔、前川レポートの辺りだったか、円高はいいことだというのが一

つの常識になったと思うんですが、昀近、またそれが元に戻って、先日もニュース
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で、「95 円で大変なことになります。これで企業の利益が何割落ちます」というこ

とばかり報道していた。それは輸出企業から見れば、そうかもしれないけれども、

逆に原材料を輸入している輸入企業から見れば、当然メリットだし、何よりも消費

者から見れば、それだけ勤労の成果が高く評価されるわけだ。円高の方が円安より

も、消費者から見れば明かにメリットであるということが、今、ほとんど理解され

ていない。それをきちんと説明するのが、新前川レポートの一つの大きな役割では

ないかと思う。それが、また消費の喚起にもなるわけで、消費が別に国内で全部使

われなければいけないというわけではなくて、消費が輸入に向かっても、それは海

外の輸出先の産業を興して、それがまた日本からの輸出にもプラスになるわけで、

まさに、先ほど言われたみたいに周辺の国と一緒に成長するというときの一つのか

ぎは日本の輸入ではないかと思う。 

それから、柳川委員に質問だが、産業間人材移動が大事だというのは全くそのと

おりだが、どうやってそれを実現するかというのが大きなポイントだと思う。 

高度成長期の日本でも産業間人材移動は、実は非常に活発に行われていたが、こ

れは、言わば子会社方式でなされていたわけだ。つまり、企業の中に労働者を抱え

込んだまま、企業自体が成長分野に移る。それで繊維とか石炭産業が新しいハイテ

ク分野に移っていくということで、これが実現していた。ただ、それはやはり高い

成長とか、土地価格が上がって、土地をベースに自由に資金を調達できるという、

非常に恵まれた環境があって、これは現在では無理である。 

そうすると、２番目は、先ほど柳委員がおっしゃったＭ＆Ａを活用して、事実上

そこの人材を移していくということなのだが、御承知のように、今、日本ではＭ＆

Ａに対して非常にネガティブで、更に昀近でも規制を強化というか、企業が経営者

を守ろうということに対して、それをサポートするような動きもある。ここが非常

に難しいかと思う。 

３番目は、結局、労働市場を通じた移動ということだが、これに対して猛烈な抵

抗がある。このためには、雇用ルールを明確化しなければいけないのだが、昨今の

労働契約法の議論で見るように、これに対しては、触れることすら難しいというぐ

らいのネガティブキャンペーンが行われているわけだ。いわゆる格差という形で、

雇用を守ることが大事だということだ。 

もう一つは、人材ビジネスが発展するというのが、労働市場を通じた人材移動の

かぎなんだが、これもむしろ規制強化の動きになっている。これに対して、どうき

ちんと説明するかというのが大きなポイントで、産業間人材移動を進めるためのよ

り具体的な政策、ここについてやはり是非議論する必要があるのではないかと思う。

（植田会長）柳川委員、何かありますか。 

（柳川委員）具体的な方策は、いずれもすぐに答えが出るものではない。今、八代議員か

ら御指摘いただいたように、幾つかの障壁あるいはいろんなところで障壁があって

現状が動かないわけだから、それを変えていく、なかなか難しいことではあるけれ

ども、変えていく必要があるんだろうと思う。 

その辺においては、いろいろ皆様方から教えていただきながら、少し考えたいと

思っているけれども、私がイメージしていたのは、大きくは、さっきおっしゃって

いた中では二つで、一つは人材ビジネスともう一つはＭ＆Ａ。 

Ｍ＆Ａの方は、おっしゃるように敵対的買収の方は、なかなかいろいろな難しさ

が出ているわけだけれども、敵対的ではない、有効的なＭ＆Ａに関しては比較的今
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までも増えてきているので、これをどれだけ活用していくか、先ほど消費者のお話

をしていただいたけれども、幾つかの会社でそういうふうな動きが出てくれば、全

体として少し回り出すだろうということが言えるかと思う。 

ただ、全体がどういう方向に結んでいってほしいかということで行けば、現状で

はそういう意味でのＭ＆Ａとか、企業内での労働移動を通じたものが主流になるん

でしょうけれども、方向性としては、やはり企業を超えた労働移動がもっと促進し

てくれないかというのが、望む方向ではある。 

そうすると、やはり人材ビジネスのところだ。そこのところをもう少し規制緩和

をし、手当をしてやっていく方向がいいのではないか。 

一つは、先ほど何人かの方からも御指摘いただいたけれども、やはり大企業にい

ると、そのままそこにずっといる方が居心地がいいと言うか、さまざまな制度的な

社会保障の問題も含めて、そこにいた方がずっと賃金も保証されてという状態なの

で、そこをもう少し変えていく必要があるんだろうという気がする。 

この辺まで具体的にどうするかというのは、余り細かく詰めていないけれども、

本当を言えば、そこをある程度大胆に行う必要があり、例えば賃金をある程度保証

してでも、要するに形としては出向という形をとってでも外に出していくというこ

とにしても、双方にメリットはあるんではないかという気がする。 

例えば８割今の賃金を保証して、あとの２割分ぐらいは、出ていった先の会社の

株を買うとか、ストックオプションを与えるというような折衷案をとってやれば、

やってみようかなという人も出てくるんではないかと思う。そこは、幾つかの知恵

を出して、アレンジをして考えていく手立てはあるんではないか。 

勿論、そういうことをいろいろと可能とするためには、人材ビジネスの方の規制

緩和、あるいは労働移動を可能にするための、勿論、八代議員に教えていただかな

ければいけないような規制緩和の必要性というのはあると思うけれども、そういう

規制緩和と、それから今のいろんなアイデアを出して、とにかくやっていかなけれ

ばいけないんではないかというぐらいに考えている。 

（西水委員）今の柳川委員のお答えを伺っていて、大企業に目を当てているわけだが、日

本の労働者の割合は、中小企業それから農業も大きいと思う。こういう問題を話す

とき、この先 20、30 年先に強く良い構造の国をつくっていける可能性は中小企業、

それから農業にあると思う。知識産業としての新しい農業の形なども忘れないでほ

しいと思うが、間違っているか。 

（柳川委員）理解が間違っていたら教えていただきたいが、そういうところをむしろ強く

するために、大企業で埋もれている人材が、むしろ中小企業にいったり、農業にい

ったりして生産性を高めてくれればいいなというのが私のイメージなので、おっし

ゃるような、中小企業だとか、農業だとか、今後、むしろ積極的に発展していける

ようなところに埋もれている人材が出ていって、そこで生産性を発揮してくれて、

労働生産性とかつ企業の生産性が上がってほしいというイメージだ。 

（植田会長）それでは、小島明委員お願いします。 

（小島（明）委員）議論が大変難しくなってしまっているが、消費者重視のという点で、

消費者を重視して、その結果、消費者にとって多様なニーズに対応するだけではな

くて、同時に、国、社会が活力を持って、それが回り回って、消費者に将来的にプ

ラスになると、そういう両面が必要だと思う。その点で、幾つかの問題を感じてい

る点がある。 
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一つは、消費者のニーズ、これはいろんなニーズがあるから、重視するにはいろ

んなニーズに応える、多様なサービスその他の供給の在り方、選択肢が多くある。

選択肢が多くあるには、規制の在り方が問題であり、それから、先ほどから議論し

ている輸入というものもいいことだろうし、海外からいろんな企業、投資が入って

新しい雇用の形態やら新しいサービスとか、そういうものが加わって、それによっ

てそれが触媒効果になって、豊かなサプライサイドが生まれるという面もあるだろ

う。そういう視点がもう一つ必要である。 

それから、もう一つ心配なのは、日本の消費者だけではなく、日本の生産者も消

費者も国も政治家も、みんなが、今、余りに日本の社会は内向きになっているとい

う感じがする。 

企業の点から見ると、例えばマイケルポーター辺りが、日本の企業が国際的に競

争力を持つための一つの有利な条件として、自分の国に非常にデマンディングな消

費者がいると、マーケットが非常にうるさい。これに対応することによって、それ

がグローバルに競争力を持つような製品なりサービスを持ち得ると、こういうメリ

ットがあるというが、そうなっていないのは、例えば携帯電話、これは日本のマー

ケットに供給し、結局、それは消費者の不便になっている、生活のどこでも、海外

では使えない携帯であり、かつそういう企業の対応の結果、今、爆発的に増えてい

るグローバルなマーケットに対して、競争力がないために、大変な重要な発展機会

を失っている面もある。その辺をどう考えるのかということ。 

もう一つは、多様なサービス、ニーズに応えるという点では、行政の在り方、例

えば女性がこれからキャリア志向でずっと働きたいというニーズがどんどん高ま

っている中で、それに対する日本の制度、価値観というのは、まだついていけない

ために、その副産物として少子化が加速しているという面がある。 

例えばキャリア志向で仕事を大事にしながら同時に子どもがほしい、仕事も続け

たいという人には、例えば優良ないろんな選択肢のある保育サービスというものは

あっていいんだが、しかし、保育園というのは、何人子どもがいたらどのぐらいの

スペースがなくてはいけなくて、その何％ぐらい土がなければいけないとか、いろ

んな規制があるように以前聞いた。それがどのぐらい変わったのかわからないが、

職場に近いところに、例えばこういう霞が関が近いところには保育所ができないと

いう、使う立場に立ってのルールではない。画一的なわけである。 

あるいは、消費者を大事にするということでいろんなルールがある。典型的なのは 

今、大不況になっている住宅、建設である。一戸建てもマンションも含めて、と

りわけマンションみたいなものもそうなんだろう。建築基準法、これは大事だ。確

かに耐震偽装という問題があって、しかし、それが実際の新しい制度のコンセプト

の政策的な導入の過程で大変なマイナスが起こっている。自分で家を建てるのにも、

従来だったら、もうとっくに建っているものが、まだ許可が下りない。それは消費

者を保護するためと言いながら、そのやり方において、逆に消費者が困っている面

というのはかなりあると思う。その辺の点検が必要ではないか。 

そういうことが起こっているということは、行政が消費者を含めて、あるいは民

間セクターの声を吸い上げる能力を弱めている。あるいは要するに情報がない、そ

れは民間と接点を持ってはいけないという、いろんな空気が出てきた結果、当然あ

らゆる行政が企業に対するもの、消費者に対するものを含めて、非常に細かな情報

が直接上から吸い上げられて、それが実際の行政に反映すべきであるが、情報が十
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分吸い上げられない形で行政は権限を実行に移すために、非常に不都合が一部に起

こっているし、これからも起こり得る。それは、行政における情報欠如あるいは弱

くなっていること、これは今後考えるときに非常に重大な問題ではないかいという

感じがする。 

（川勝委員）香西委員が、前川レポートの内需拡大というのは、消費者重視の基礎だと、

そういう意味で前川レポートでは使われていたんだと言われたのは、なるほどと思

って聞いていたが、しかし、当時内需拡大というのは、アメリカからものを買って

くれと、したがって大きな買い物をすると、大型コンピュータとか超高額なものを

買うと、そういうことだったんではないか。 

であるから、今回、消費者、これは生活者ということだが、生活者を重視した、

そういう構造改革をするというのは、視点が明確になったのではないか。前川レポ

ートの中で明示的に言われていなかったことが明確になったのではないかと、しか

し、香西委員などは、当初から消費者というか、生活者を重視した内需拡大をする

べきだというお考えを持っておられたということで、そうした視点が明確になって

いるのは、今回の事務局の報告の一番昀後に、幸福度についても過去数十年間そう

いう必要性が認識されているということを認識されているけれども、まさにＧＮＨ

などということは、恐らく前川レポートのときには、それほど意識されていなかっ

たのではないかと思う。しかし、今、これが比較的共感を持って迎えられていると

いうのは、やはり前川レポートも前後ぐらいから、アメリカに追い付くという、ア

メリカ的生活を享受したいという国民の願望が経済力を付けることと同義で経済

発展したわけだが、しかし、洗濯機も持った、冷蔵庫も持った、自動車も持った、

だけれども何かが足りない、いわゆる総務省の調査による心の豊かさの方を、もの

の豊かさよりも大事にしたいという、こういう傾向が強まっている。 

であるから、ここのところにどう応えるか。それはまさにサービス産業の問題で 

柳川委員が指摘されたように、第三次産業というか、サービス産業の生産性が国

際比較で極めて低い、しかもこの生産性を上げるために、規制を緩和するのがいい

という統計的な事実が出ているという、非常に重要な御指摘があったわけだが、そ

うした中で、人材移動をもっと活発化させないといけないおっしゃったわけだが、

この人材移動については、企業なりにおける人材移動、また産業間における人材移

動について言われたわけだが、もう一つは、地域間における人材移動というのがあ

ると思う。 

まさに地域間における人材移動で昀も必要とされている人材は、私は行政の方々

の人材移動ではないかと思う。 

というのも、今、全国知事会がともかく特定道路財源を決めていただいて、お金

を回してくれといっているが、あの全国知事会、かつて権限と財源を寄越せと言っ

ていた。そのときに言わなかったことがある。つまり、人材を寄越せとは言わなか

った。金と仕事だけおれたちに任せろと、それを担当している人は地方にいろとい

ったら、それは地方の人は怒る。 

であるから、三位一体というのは、やはりお金と人と仕事と、権限、財源、人材

ということをもって三位一体の改革というべきだったと思うが、人を放っておいた

まま、しかも中央も、あるいは地方もそうだが、政府の行政的な決定、今の政治を

見ても明快だが、非常に非効率である。であるから、これをどういうふうに効率化

していくか。 
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例えば東京都庁が有楽町から西新宿に移った。そうすると、全然西新宿の景観が

変わった。あるいは私は京都府で京都府をどうするかという戦略会議を座長として

務めたことがあるが、そうすると、委員の先生方は、京都市内のことばかり言う。

京都は伝統があって、文化があるので、これを観光で生かしたらどうかということ

を言う。京都府のことを言ってくれと知事が言うが、京都府庁というのは京都市内

にあり、京都府は若狭湾に面した丹後、それから丹波高原等がある。丹波高原に、

例えば京都府庁を移すと、その日から仕事がある。そうすると、そこに必要なイン

フラというのがある。そして、それは人々を活気づける。そして丹後地方の人たち

も喜び、京都市内の混雑は緩和される。 

そういうことで、その日から仕事があるし、地域間の交流も活発になるし、もし

インフラ整備でまずいところがあれば、それはサービスを提供する、社会インフラ

を提供する政府の役割なのである。 

そういう意味では、兵庫県の大地震が起こったときに、兵庫県の人口は御承知の

ように 600 万である。神戸の人口は 150 万であるから、４分の１である。それはち

ょうど日本全体と首都圏との関係になる。そして、兵庫県は御承知のように日本海

側と太平洋側に面しているから、そこでこういう悲劇が起こらないためには、ある

いは悲劇を分散するためには、兵庫県庁が、兵庫県の丹波篠山にあればいいんでは

ないかという議論があった。しかし、移らない。移れば、兵庫県の日本海側までわ

ずか 100 キロであるから、真ん中に移れば中国自動車道があるので、そこに 10 キ

ロぐらいで行けるから、ある意味で、北に行っても南に行っても 50 キロであるか

ら、十分に生活圏である。 

だけれども、六甲山より北は神戸人にとって住むところではないと思っているら

しくて移らない。であるから、首都圏の方々もあちらこちらで過疎問題が生じてい

るにもかかわらず移らないということがある。 

そこは、いろんなひずみが出て、例えば今回の中国のギョウザの問題で、食料の

安全の問題が出ているが、その食料の自給率が４割を切ったと、これを何とか４割

５分に上げたいというのが農林水産省の意向である。 

ところが、なるほど日本全体で見ると、４割を切っているが、北海道は 200％以

上ある。東北地方は 100％以上、北陸もそうである。 

そうすると、４割５分にしろということは、そういうところにもっと農業を効率

的にしろということなのかということが、果たして説得力があるか。私は、東京都

の食料自給率は１％だから、あるいは大阪は２％、神奈川は３％、そういうところ

に住んでいて、人々が首都圏等に、あるいは三大都市圏に５割以上いて、そこでの

自給率が極めて低い、そして人がそこにいる。やりたい人もいる、だけれども、そ

ういう人たちが行かない、その行かないもっとも典型が農水省のお役人御自身であ

る。であるから、そういうことで、言っていることとやっていることが違うという

ことがある。 

そうはいっても、そういう人材移動を活発化することは大事だが、人口全体が減

少している。したがって、個人消費はマスが小さくなるから小さくなっていくとい

うことで、それをどうするかということである。一つには、出生率を上げるという

ことであるが、もう一つは外国からの人材を自由に来ていただくということがある。

その中で、社会的ないろんなコストがあるので、どうするかという問題があるが、

しかし、日本に来たいと思っている外国人がたくさんいる。それは、大半がアジア
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の方である。 

十数万のいわゆる外国人留学生の中で、90％がアジアである。そういう人たちが、

首相は 30 万人受け入れるという計画を出されたが、私どもは 100 万人ぐらいとい

っていいんではないかと思う。そういう人たちを入れる教育環境になっているかと

いうと、なっていない。彼らが来ても、住むところから探すということになるから、

教育予算も住むところをつくるには国交省がやった方がいいんじゃないかという

ことも含めて、やはり日本にあこがれて来るような青年たちが、学びやすいような、

そういう環境をつくる必要があるんではないか。そうすると、インターナショナル

な結婚も起こるだろうし、もっと日本の国際化が進むと思う。 

それから、先ほど牛尾委員が、女の人は、割と簡単に業種を変えられると言った

が、私は、ここはとても大事だと思う。なぜ大事かというと、日本の人口が伸びな

かった時期が２回ある。それは日本が平和だった時期、平安時代の後期と江戸時代

の後期である。 

この時期、奈良時代の人口は大体 450 万ぐらいで、それが平安中期までに 900

年ぐらいまでに 640～650 万まで伸びる。その後、保元・平治の乱が起こる 1150

年代まで 250 年間、人口は 680 万ぐらいにしかなっていない。伸びていない。その

ときにどんなことがあったか。これは『源氏物語』が書かれるわ、清少納言が『枕

草子』を書くわ、文化が発達している。女性が活躍している。 

それから、その後、鎌倉時代、室町、戦国時代になって江戸時代、戦いの粉塵が

治まる、赤穂浪士のいわゆるテロリストが全部切腹ということになって、そのとき

まで人口が伸びる。江戸時代の初めから昀初の 100 年間までに３倍になるから、

3,000 万以上になる。1,100 万台から 3,100 万台。ところが、その後、伸びない。

そうすると、どうなったか、離婚が増えて、女の人は嫌な夫と別れて、再婚して元

気はつらつといろいろやっている、そうすると、子どもの数が２～３人になって、

そして文化が発達したということである。 

今、戦後 60 年経って、かなり平和になって、その平和というものを実感できる

ようになった女性たちが出てきた。今、合計特殊出生率は 1.3 を切っているが、こ

れがもう少しワーク・ライフ・バランスが取れるようになって、本当に子育てがし

やすい、仕事もできるということになってくると、少なくとも平安後期、あるいは

江戸後期がそうであったように、戦後のパックス・ジャポニカと言っていいと思う

が、これが 1.3 から更に減るという今の人口学者の推計ではなくて、私は 2.0 くら

いまで回復すると、というのは、女性は一人っ子よりも、やはりこの子に弟なり妹

なりがあった方がいいと考えるから、女性が働きやすいように、そういう環境を整

えることが実はとても大事だと。 

以上、消費者重視ということは、要するに幸せをどういうふうに提供するかとい

う観点で考えるのがいい。そのためには、疲弊している地方を励ます。それは中央

の人材が降りていく。それから、海外で日本にあこがれている青年たちを日本に学

問のレベルで入れると、これは日本語が上手になるから、したがって、企業も使い

やすくなるという面がある。 

そして、これまで女性が活躍した時期は平和だった。しかも平安時代の場合だと、

中国の北の文化、長安を中心にした文化を入れ終わって国風化した時代である。江

戸時代の後期というのは、中国の南の文化、いわゆる揚子江の文化である。こうし

たものも含めて入れ終わった時代が江戸時代の初期である。そのあと、大体日本人
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はそれらを自分たちの生活の一部として活用しながら文化を成熟させていった。 

過去 130 年間は欧米の文物を取り入れることに、あるいは欧米の文物を自分たち

で作って、彼らに対しても認めていただく、つまり輸入代替にして輸出をしていく

ということに汲々としてきたので、それがほぼ一段落した今、そうしたものを含め

て東洋の文明の文物、西洋の文明の文物も比較的自由に生活の中で活用できるとい

うことなので、そうした中でいかにして各地域が、北海道から沖縄まで生態系が非

常に違う、言い換えると、生活様式が、ライフスタイルが亜熱帯と寒帯では変わっ

てくるから、そうしたところで、さまざまなライフスタイルが実現できるような消

費者重視の施策をとる、それはひょっとすると、中央政府の自己解体のようなもの

を視野に入れるということもあるんではないか。 

というのは、中央省庁がつくられたのは、明治維新以降、ここに集中されたのは、

欧米の文物に効率的に追い付いて取り入れるためだと、それもほぼ終わったので、

今度は、それが自己解体する。そして地方に散るというか、そういう時代になって

いるのではないかと思う。 

（植田会長）一通り皆さん発言したが、よろしいか。 

大まかに私なりに感想というか、まとめさせていただくと、一応、消費者ないし

生活者重視の供給構造を実現するためにはということで始めたわけだが、考えてみ

ると、これはある種トレビアルな問題設定であって、プライスメカニズムが機能し

ていれば、それは自然と実現するというのが、一番標準的な答えである。であるか

ら、これに対して真剣に答えようとすると、プライスメカニズムが機能しないよう

な障害がどういうものがあるのかという問題の立て方にならざるを得ないかと思

う。それは、いろんなマーケットの需要サイドにあることもあるだろうし、供給サ

イドにもあるかと思う。 

複数の方がおっしゃった、あるいは柳川委員の昀初のプレゼンにあったことを中

心にまとめると、柳川委員は、これは供給サイドの問題ということだと思うが、人

材の移動の不完全性のことを非常に強調された。これについては、いろんな議論が

あったかと思う。 

それから、そういうことも含めて、コーポレートガバナンスがもう一つうまく機

能しない。自らそれを変えていくという意味でも、それから外からの力で変わると

いう意味でも十分機能していない側面があるということも指摘された。これもどち

らかといえば、マーケットの供給サイドにつながっていく話かと思う。 

それから、供給、需要に両方に関わる話として、当然行政あるいは規制の問題が

出た。一般論としては、規制緩和の方向が望ましいということを多くの方がおっし

ゃったし、より具体的には、行政の既存業者重視、あるいは縦割的なやり方の問題

性、あるいは行政の情報収集機能が低下しているということも指摘された。 

更に、国と地方というレベルでいうと、地方の行政の効率性を引き上げるような

工夫、川勝委員は、公務員の国と地方の移動ということをおっしゃったし、あるい

は牛尾委員だったか、地方の単位の引き上げ、合併等を通じたということによる効

率化ということも指摘されたかと思う。 

これは、単に行政のレベルだけではなくて、昀後の話だが、地方の中の都市圏の

サイズを引き上げることによって、供給サイドの規模の経済を引き出しやすくする

という個人的な効果もあるということも出たかと思う。 

もう一つ、余り議論にならなかったが、柳川委員の方から需要と供給のマッチン
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グのところで、ある種の信頼関係という言葉をお使いになったが、そこをどうやっ

て築いていくか、あるいは強めていくかという点が重要であるという御指摘があっ

たと思う。 

これに加えて、消費あるいは内需重視という観点だけではより高い経済水準ある

いは満足水準に到達できないのではないかということも、これも複数の方から指摘

があった。国内での資源の移動の活発化を図るだけではなくて、国境を越えた資源

あるいは財サービスの移動にもっと着目すべきであるということをいろんな方が

おっしゃった。 

特に人材交流の重要性をおっしゃった方は多いし、それについては、更に言えば、

国境を越えて人材交流だけではなくて、制度のすり合わせをいろんなレベルでほか

の国では図っている、特にＥＵとアジアがそうであって、アジアの中で日本が後れ

ているという御指摘だったかと思う。 

こういうことに関して、小島順彦委員からは、商社が様々な取り組みをしている

という点について、いろいろ具体的なお話をいただいた。 

というような辺りがこれまでの流れかと思うが、どの辺りでも結構だが、あるい

は出てこなかったポイントでも結構だが、もう少しこれを話しておきたいという方

がいらっしゃったら、御自由にお願いしたいと思う。 

（小島（順）委員）私は、農業と地方の活性化というのが、やはり当面ものすごく大事な

ことではないかと思う。川勝委員が言われたように、そこを妨げているようなもの

が結構あるので、本当に食料の自給率を上げ、しかもなおかつ 60 を過ぎて仕事が

したい、それから地方で働きたいという人が結構いるにも拘らず、農業の株式化と

言いながら、なかなかうまくいっていない。その辺、もう少し都会から地方へ行っ

て、本当に農業の活性化を図る、またさっきから話が出ているが、日本の農業でい

いブランド品はいっぱいあるわけだ。ですから、それをもっと知的なレベルで分析

していったら、まだまだいろいろと解決策はあるんではないかという感じがした。

（氏家委員）先ほどの柳川委員のプレゼンテーションの中で、市場経済の再設計の信頼関

係の構築というところだが、信頼関係の構築というのは、今まで言われてきた情報

の非対称性とは明らかに違う考え方と思える。新たな信頼関係の構築というのは、

もう少し一般的な用語で言うと、どういうことを話されているのか、教えていただ

きたい。 

（柳川委員）ありがとうございます。すごく広い意味では情報の非対称性の１類型なんだ

ろうと思うけれども、先ほど事務局の資料だと、選択的消費に向かうところでミス

マッチが発生するというところを解消する上でも、やはりこういうものが必要なの

ではないかと思う。 

一番わかりやすい状況を考えると、先ほど牛尾委員の方から出てきた話がまずあ

ったかと思うけれども、詐欺的行為をする可能性がどこかにあるということがある

と、本当に正しいことを供給したいという事業者も困るわけですし、消費者も困る

わけです。 

ところが、新しい選択的な消費であるほど、新製品のサービスであるほど、どの

人が本当に正しいものを供給してくれて、どの人が詐欺なのか、どの人がおかしな

ものを提供するのかよくわからない。そうすると、本当に正しいことをしようとす

る事業者も、本当の意味での消費者も困ってしまうということになる。 

そうすると、例えば純粋に規制も法律も何もなかったときに、私のことを信用し
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てくださいと言ったことが、どの程度相手に伝わるものなのか、信頼度を持ってく

れるものかというと、実はだれも何も担保できないわけだ。すべての人が私を信用

してくださいとみんなが言いまくる。それを聞いた人は一体だれを信用していいか

困るということになる。 

そうすると、せめて私を信用してくださいとこの人が言っていることが本当に正

しいことなのかどうか、本当に信頼してくれるだけのステートメントを言っている

かどうかということが受け手にとってわかる状態はつくり出さないといけない。こ

れが昀低限取引を成立するための信頼関係なわけだ。 

伝統的に言えば、こういうものというのは、法律がなくても、あるいは法的なペ

ナルティーがなくても、ある種の長期的な取引関係の中で、だんだんと熟成されて

きたものだったはずだ。 

例えば長年取引をしている、長年買っている自分の行きつけのお店だったり、例

えば魚屋さんだったり、八百屋さんというところでは、これはいい製品だよと言わ

れれば、中を見なくたって、彼はおかしなことをやらないだろうということで信頼

を確保できた。あるいは、直接製品を供給してくれる人ではなくても、例えば老舗

の百貨店であれば、そこから買えば、そこから卸してくれるものであれば安心でき

るだろうという意味での暗黙的な信頼関係の中で取引が動いていたということな

んだろうと思う。 

ところが、そういうことのためには、長期的に割と固定した取引関係が必要で、

そういう意味では参入・退出が難しくなってしまうわけです。参入・退出が自由に

行われて、みんなが活発にいろんな人が参入して取引を行うとすると、今、申し上

げたような長期的な関係に基づいて信頼関係を築いていって、相手が言っているこ

とを信頼するというだけではうまく機能しないことになってしまう。 

そういう意味では、参入・退出を自由にさせて、競争を促進させながら信頼関係

を構築させるだけの新しいメカニズムをつくらなければいけないということにな

る。 

このための一番確実な担保の仕方というのは、ある種の法的な手当をして、詐欺

的な行為をした人にはペナルティーを課すということで、そこでは詐欺的な行為と

いうのは、例えば私を信用してくださいと言ったことがうそだったと、私はこうい

うものをつくります、これはこういうものですといったことはうそだったのであれ

ば、それはペナルティーを課すということで、別に参入規制をしろとか、そういう

ことではなくて、そういうステートメントが間違っていたかどうかだけを判断する

という緩い規制にして、そこで信頼関係を確保するということが必要だろうという

ことになる。 

ただ、これで本当にいいのかどうか、これだけで良い信頼関係かどうかというの

は、恐らく社会制度に関わることで、そこはもう少し議論する余地があるのだろう

と思うけれども、全体の世の中の流れとしては、規制を緩和して、自由な参入・退

出を促していくという中では、申し上げたような、発言を信用してくださいという

ステートメントを昀終的に法的な部分で担保するという仕組みに世界全体が向か

っているという構造なのではないかということだ。お答えになっているかどうかわ

からないが、とりあえずの私の整理だ。 

その意味では消費者重視、消費者が安心して選択的な消費をできるようにする。

事業者の方も安心してそこに入っていけるようにするためには、お互いが、あそこ
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は安心できるな、自分たちが参入すれば、ちゃんと正しいものだと思ってもらえて

消費者に買ってもらえるなという、その期待が双方にあるということが、やはり重

要なことであろうと思っていて、その意味では、事務局でつくっていただいた資料

のミスマッチの解消という部分にこの点が重要だろうと思った次第だ。 

（植田会長）それでは、よろしいか。今日の議論をどういうふうにまとめてレポートに入

れていくかというのは、大変な作業だが、それについては、また御相談させていた

だくとして、本日の議論はここまでとしたいと思う。どうもありがとうございまし

た。 

（以 上） 
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