
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第４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４月７日(月） 15:00～17:00 

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 


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  順  彦 三菱商事株式会社代表取締役社長 


冨  山  和  彦 株式会社経営共創基盤代表取締役 


福  井  俊  彦 前日本銀行総裁 


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） 

伊  藤  隆  敏 経済財政諮問会議民間有識者議員 

（議事次第） 

１ 開 会 

２ 議 事 

成果配分について 


４ 閉 会 


（配布資料） 

○「構造変化と日本経済」専門調査会委員名簿 

○ 大竹委員提出資料 

○ 参考資料（内閣府） 

○ 髙木剛氏提出資料 

「労働市場に関する構造変化」（氏家委員提出資料） 
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（概要）

（植田会長）第４回「構造変化と日本経済」専門調査会を開催する。本日付で本委員会の

委員として、前日本銀行総裁の福井俊彦さんに御参加いただくことになった。福井

委員には、この委員会としては途中からの御参加ではあるが、一言ご挨拶いただき

たい。 

（福井委員）ありがとうございます。ただいま、会長から御紹介いただきました、福井で

ございます。つい先般まで、経済財政諮問会議のメンバーでしたので、この専門調

査会の重要性は十分認識しております。 

金融政策の運営もやっておりましたけれども、金融政策の運営上も日本経済がグ

ローバルなダイナミックスを取り入れながら、より成長力の強い経済になっていく

ということが非常に大切だと、重要な前提だと考え続けておりました。そういう立

場から、及ばずながら、いささかでも貢献したいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

（植田会長）本日は、髙木剛さんに有識者として出席いただいている。髙木さんは、今日

は連合の会長としての立場ではなく、個人の立場での御出席ということでお願いし

ている。後ほど、本日の議論のテーマであります、成果配分に関する有識者として

議論に御参加いただく。 

本日は、氏家委員、小島明委員、西水委員が御欠席だ。その中で、氏家委員から

は書面で御意見をちょうだいしているので、席上に配付させていただいている。 

それでは、成果配分についての本日の議事に入る。昀初に、大竹委員にプレゼン

テーションをお願いする。 

（大竹委員）私が提出した資料をごらんいただきたい。 

私は、成果配分の問題点を２つの観点からお話しする。 

１つは、マクロの分配の問題。もう一つは、個人間の分配の問題。それぞれの問

題が消費をどうして増やさないのかということに関連づけて議論したい。 

資料の２ページ目。今日のポイントは、なぜ消費が増えないのかということを分

配面から考えていこうということだ。後ほど説明があるかと思うが、事務局の資料

に昀近、日本の消費が余り増えないという理由に、可処分所得が増えないためであ

るという説明の図が入っている。 

では、次に、どうしてこの景気回復期において、日本の家計の可処分所得がそれ

ほど増えなかったのかというのが問題点になる。 

１つは、これは後ほど髙木さんの方からも説明があるかもしれないが、労働分配

率が低下してきたためということがよく言われる。ただ、非常に教科書的な話をす

ると、労働分配率が下がったからといって消費が下がるわけではない。労働分配率

が下がったとしても、家計への可処分所得という意味では、可処分所得が配当ある

いは利子を通じて増えていくというのが経済学の教科書の話だから、必ずしもそれ

だけでは説明にならない。 

もう一つ、仮に配当や利子を通じて家計に直接所得が分配されなかったとしても、

企業に残った内部留保というのは、株価上昇という形でキャピタルゲインとして家

計に分配される。だから、景気が回復して付加価値が上昇していると、必ず日本全

体の家計所得は増えて、消費にプラスの影響があるはずだというのが経済学の教科

書になるわけだ。 
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しかし、次のページで議論していきたいが、１つの問題点は、資本市場がきちっ

と機能していない場合に、企業に留保された資金が効率的に運用されない可能性が

ある。そうすると、企業に留保されたものが、それだけの価値を生まずに家計に還

元されなかったという可能性がある。それが、付加価値が増えても家計の分配が増

えなくて消費が増えなかった１つの理由であるということだ。 

この点については、一橋大学教授の齊藤誠氏が 2007 年に書いた論文の中で、実

際に昀近の景気回復の特徴を議論している。それによると、この資料に引用したが、

実は 2002 年以降の日本の景気回復というのは、資本の収益率は改善したわけだが、

その理由は労働への分配が減って、企業の内部留保が増えた結果であるというのが

彼の結論で、その結果設備投資がなされたほどには家計消費は増えなかったという

議論をしている。 

また、2002 年以前の日本では、景気回復期に資本の収益率も改善しなかったと

いうのが、彼の論文の結論になっている。 

では、次の問題点は、どうして内部留保が家計消費を増やさなかったのかという

ことだ。今、申し上げたことの繰り返しになるが、企業の投資が非効率であるとい

うことで、その投資の分だけ株価が上昇しなかったというのが１つの可能性だ。 

もう一つの可能性は、仮に効率的な投資がなされてキャピタルゲインとして反映

されたとしても、株式の保有が偏っているということで、消費性向が高い家計の可

処分所得が増えなかった。これは前回議論した点と関わっていて、生産性の向上の

成果が家計に広く配分されないという日本の金融資産の保有の特徴が、消費の増加

として結び付かないということをもたらしているという議論になる。 

それでは、どうして日本の企業の内部留保は過大だったのかということを議論し

たい。 

１つは、やはりコーポレートガバナンスがうまく機能しなかった可能性が高いと

いうことだ。Ｍ＆Ａ、あるいは株式市場を通じたガバナンス機能が不完全だったと

いうこと。そういうガバナンス機能が不完全な下で法人に関する課税が引き下げら

れてきて内部留保が上がった可能性があると思う。 

同時に、この時期低金利政策で、金利を通じた企業から家計への成果の分配が少

ない状態になったわけだ。それとともに、低金利が債務による規律づけという形で

のガバナンス機能を弱めた可能性があると思う。 

もう一つ、内部留保を過大にする要因としては、労働への分配を含める要素だ。

それは、労働市場が競争的でないときに起こってくる。労働移動を阻害する制度が

あって、企業が労働者に対して独占的な状況に立ちやすいような制度が存在する。

例えば退職金制度だとか、年功賃金、あるいは企業特殊熟練の存在というのは、企

業が労働者に対して強い立場に立てるということを生み出す。 

もう一つは、低所得者の増加というのが、2000 年以降顕著に増えてきているわ

けだが、そういった人たちの職探し、あるいは労働移動を不活発にしているという

ことがある。そういう状況も、労働者の立場を弱くするという形になる。 

これは労働市場が競争的でなかったという意味ではないけれども、労働者の交渉

力が弱まった可能性としては、労働組合の組織率が低下したということも挙げられ

るかもしれない。 

要するに、内部留保が課題になる理由としては、いろんなガバナンス機能が非常

に弱かったこと。あるいはマーケットからの規律づけが弱かったことが考えられる
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のではないかということだ。 

次の論点は、それでは労働分配率の低下が昀近観察されるわけだけれども、労働

分配率の低下そのものが、果たして問題なのかどうかという議論をしてみたい。 

私自身は、近年の労働分配率の低下は、90 年代後半の過剰雇用からの調整過程

にあることが原因だと考えている。これは、日本で特に雇用調整費用が高いとか、

賃金調整がゆっくりであるという状態が、90 年代の後半に過剰な雇用を発生させ

た。そのために、労働分配を高止まりさせたというのが 90 年代後半の日本の状態

で、その後、そこから調整過程にあって、ゆっくりと雇用調整が行われ、あるいは

賃金調整が行われて、低下傾向にあるというのが昀も自然な理解であると思う。 

問題は、この調整が過大であるかどうかという点だろう。幾つか過大である可能

性を挙げてみた。 

１つは、この分配率の調整がどういう形で起こったかというと、正社員の賃金が

一律に下がっていったわけではなくて、正社員から非正社員への代替が起こったと

いう形で分配率の低下が起こった。それが、なぜ過大である可能性を引き起こした

かというと、この代替が起こった理由というのが、正社員の雇用保障の程度と非正

社員の雇用保障の程度が大きく違うということだ。そういう下で、期待成長率が下

がった状態で企業は何をするかというと、正社員をできるだけ少なく、非正社員を

大きくすることで、将来の雇用変動に備えるという形で対応するわけだ。だから、

このギャップが非常に大きいと、期待成長率が下がったときには、過大に非正社員

の雇用率が高まるということが起こる。そういう形で労働分配率が低下するという

のは、過大な分配率の低下ということになるかと思う。 

もう一つ、分配率を低下させる原因として、今、申し上げたことと関わるが、正

社員の雇用調整が難しいという状態の下では、できるだけ労働を使わないような技

術革新を引き起こす。そうすると、労働分配率そのものが低下するという形で企業

は対応していくことになるかと思う。 

そういう現状分析の下で、政策的対応の可能性というのを次のページで議論して

いる。答えは明らかで、労働市場や資本市場の機能が不完全であったことが内部留

保を高めたということであれば、マーケットの機能を高めるような制度改革をする

というのが１番の答えになるかと思う。ここでは、労働移動の促進策、資本市場の

機能促進策、そういったものを通じたコーポレートガバナンスの機能向上を図ると

いうことだ。 

もう一つは、経済成長の成果を広く分配する仕組みをつくるということだ。これ

は、キャピタルゲインという形で成果が生じた場合に、その成果を広く国民が受け

られるように金融資産の保有状況を変えていくということだ。 

技術進歩への対応というのは、先ほど申し上げた労働市場の規制が労働節約的技

術進歩を生んでいるのであれば、労働市場の規制緩和を行うことが答えだと考えて

いる。 

昀後に残った時間で、個人間所得格差についてお話したい。特に 2000 年代に入

ってからの日本の所得格差の１つの流れは、学歴間の所得格差が拡大し始めたとい

うことだ。 

その背景には、ＩＣＴ化という技術革新が大きい。これはＩＴやＩＣＴが苦手と

するような仕事に人の仕事が集中し始めたことが、高学歴者の所得を高めたのが理

由になるわけだ。 
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それ以前では、高学歴者の供給増加がある程度あったが、2000 年以降は、その

バランスが崩れた。学歴間格差の拡大という形で顕在化しているわけだ。 

そういう所得が高い人たちの所得が更に高まる傾向が強まってくると、これも消

費の増加に余り結び付かない可能性がある。これへの対応は、基本的には教育訓練

の充実しかあり得ない。ただ、日本の場合、教育訓練の可能性は非常に高いのでは

ないかと考える。それは、日本の労働者の高い基礎学力と強い公平感、少し格差が

拡がっただけでこれだけの格差に関する関心が高まる状況というのは、小さな賃金

格差で人々に高い訓練意欲をもたらすという形で、前向きに考えることができるの

ではないかと考えられるわけだ。ただ、昀悪のケースは、この高い公平感を既得権

維持の方向に結び付けられると生産性の低下になってしまうということだ。公平感

をよい方向に結び付けることができれば、格差の問題と成長の問題は両方が解決で

きるのではないかと考えている。 

昀後に、世代間格差の問題について触れたい。日本では、実は世代間の賃金格差

というのがかなり大きな問題になる。これはどうしてかというと、就職時期が学校

卒業時点に集中していること。それから、年功的な処遇がなされるという日本の労

働市場の特徴として、卒業時の景気動向がどうであったかということと、同一世代

に何人いるかという世代のサイズが生涯の所得に大きな影響を与えるということ

だ。 

10 ページに、非常に簡単なグラフをつくってみた。96 年と 2006 年の間で、各年

齢階級別の雇用者のシェアが変化した比率だ。それから、その年齢階級別の実質賃

金の変化率をプロットしている。もし需要が一定で供給の方がシフトしているとい

うことを考えると、この両者に負の相関がある。供給が増えた人口の多い世代の賃

金が下がる。そうではなくて、賃金を決めるのは供給ではなくて需要であるとする

と、これは正の相関になるけれども、見ていただいたらわかるとおり、人口比率が

増えた、雇用者数の比率が増えたところは賃金が下がるというきれいな関係が出て

いる。特に 2006 年で 30 代前半の団塊ジュニアのところで大きく賃金が下がってい

るのがわかるかと思う。 

こういう意味で、日本の雇用制度というのは、景気動向と世代のサイズ、人口動

向が、世代別の賃金に大きな影響を与える特徴がある。これを直していくのは、か

なり難しいとは思う。賃金制度、人的資本形成の仕組みを変える、あるいは労働移

動を容易にするような仕組みをつくるということ、それでも残る部分は税・社会保

障制度で直していくしかないのではないかと思う。 

（植田会長）ありがとうございました。引き続き、事務局の方からバックグランド的な資

料について幾つか御説明する。 

（西川審議官）「第４回『構造変化と日本経済』専門調査会参考資料」をごらんいただき

たい。１ページの「成果配分の流れ（概略）」という図で、本日、成果配分という

テーマの下で御議論していただきたい点の概略を整理している。真ん中にある成果、

つまり付加価値は、労働と資本を基に経営の下で実現しているわけだが、その成果

が右の主なプレーヤー、労働者、株主等に配分される。本日、御議論していただき

たいことは、１つに論点①とあるように、そうした成果への貢献に応じた配分をい

かに実現するかということだ。同時に、資本と労働以外には配分し得ない、足せば

１であるということを考えれば、その中で論点②とあるように、労働の貢献をいか

に高めるか。あるいは論点③とあるように、資本の収益性をいかに高めるかという
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論点があると思う。 

そうした貢献を高めつつ、貢献に応じた配分をする制度をうまく設計していくと

いうことが真ん中に吹き出してある、効率化によって成果をいかに昀大化するかと

いう、本調査会で御議論してきていただいている大きなテーマに結果としてつなが

ってくると考えている。 

また、この図の下に囲っているが、成果の実現配分に影響する大きな３つの要因、

経営における技術の用い方、産出される財・サービスのグローバルな市場環境、更

にはマーケットにおける金利、こうした３つの要因が大きく影響するわけだけれど

も、この図では簡略化している。 

２ページ、ここからの第１のセクションでは、成果配分の現状を、およそ確認し

ていただきたい。２ページでは、家計の側から見た所得の流れを示している。左側

に、過去 10 年間の変化を示しているが、家計の可処分所得は減少している。内訳

を見ると、配当受取は増加しているものの、雇用者報酬の受取が 11 兆円減少して

いる。 

また、家計の配当受取は、右図にあるように、増えてはいるが水準としては国際

的には低くとどまっている。 

３ページ、大竹委員の御発言にもあったが、景気の観点から見ると、貯蓄の変化

の部分もあるわけだが、可処分所得の伸びが低い、消費の伸びが低いという時系列

的な関係がかなりはっきりとしていると思う。 

４ページ、ここでは企業の側から見た所得の流れを、過去 10 年の変化という形

で載せている。この間、企業の貯蓄は減価償却を除いたネットのベースで、右にあ

るように 19 兆円～35 兆円と 16 兆円増加しているが、この間、左にあるように要

因を見ると、配当支払が増加したものの、家計への雇用者報酬支払の減少、それか

ら低金利等による利子支払の減少が寄与している。 

成果物、つまり国の所得がどう分配されているかということを、労働の側から見

る、いわゆる労働分配率の側から見たものが５ページだ。幾つか計測の仕方があり

得るが、いずれの計測法においても、2000 年以降低下傾向にあるといえる。 

６ページを見ていただきたいが、こうした傾向は、他の先進国でも共通で、Ｇ５

諸国について図解している。 

７ページ以降、第２のセクションで、貢献に応じた配分はどうなるかということ

を、労働の側から分析したものだ。ここでは、低下傾向による労働分配率の分母・

分子を１人当たりに引き直して、労働生産性（青色）と実質賃金（赤色）の線の動

きに分解している。 

分母側に当たる１人当たりのアウトプットが、2000 年以降増加している割に、

分子側に当たる実質賃金が伸びていないという動向がある。 

更に賃金が停滞している背景を分解してみたものが８ページだ。左側は、賃金総

額の要因分解だが、３つ目の棒グラフにあるように、2002 年からの今次景気回復

局面では、パート比率の上昇が引き続き全体の賃金総額を引き下げていることがわ

かる。 

また、右にあるように、日本のフルタイム・パートタイムの賃金格差は国際的に

比較すると大きいということがいえると思う。 

９ページ、賃金と関連して雇用の保護の強さについて、ＯＥＣＤが昀近よく国際

的な比較を行っているものが９ページだ。横軸・縦軸は、正規・非正規それぞれに
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ついての保護規制の度合いを示したものだ。日本は、雇用保護に関して、縦軸の非

正規雇用が横軸の正規雇用に対して、他のＯＥＣＤ諸国と比べて相対的に緩い位置

にあるということが読める。軸を変えてみると、正規雇用が非正規雇用に対して保

護規制が強いというふうに読むことが可能だ。 

10 ページ以降の第３のセクションでは、労働の高付加価値化をいかに図るかと

いう観点からの分析を紹介している。ここにあるのは、国際通貨基金の昨年春の分

析で、先進国で共通して見られる労働分配率の低下を３つの要因に分析している。

右側にあるように、１つはＩＴ等の技術進歩の影響。２つ目にグローバル化によっ

て、より先進国は資本集約的な財・サービスへの特化をしている効果。３つ目に税・

社会保障等が労働需要・供給へ価格を通じて与える効果。この３つに分解している。

左側に先進国、日本、アングロサクソン、欧州と掲げているが、いずれも技術進

歩の効果が労働分配率を大きく引き下げているとされている。ここから技術進歩に

応じた労働の高付加価値化が必要であると示唆されると思う。 

11 ページ、これは米国の例で、米国においても所得分布・賃金と技能の関係に

ついては関心が高くある。ハーバード大学の研究者による昨年の分析だ。米国では、

左側の絵を見ていただくとわかるが、ジョブ・レス・リカバリーと呼ばれた 90 年

代の初めまでは、上位賃金と中位賃金の格差が拡大するとともに、中位賃金と下位

賃金の差が拡大する所得の二極化、ポラリゼーションがあった。90 年代以降では、

中位所得者の賃金が滞るという形で分布が変化しているというのが、左側の図だ。

背景にあるＩＴ化等と技術進歩の関係を見ると、上の文書の②にあるが、中技

能・定型業務従事者の業務と代替関係があって、その結果中位技能労働者への需要

が低下し、雇用が縮小し、更に賃金が低下しているというように分析している。特

に中技能労働者の雇用のシェアが、90 年代から 2000 年にかけて大きく減っている

ということが、右の図に示されている。 

12 ページ、労働の貢献に応じた配分、あるいは高付加価値化へのインセンティ

ブをどう講じるかという報酬の支払い方法については、御承知のようにさまざまな

工夫や議論が、これまでなされてきたわけだ。左にあるように、企業の重視する要

素としては、個人の成果を重視するような賃金基本給の決定の際の姿勢になってき

ているわけだが、右の方にあるように、企業・労働者等にかんがみれば、なお評価

方法などについて課題が残されている現状にある。 

昀後のセクションでは、資本の側からの貢献をいかに高めるかということで、13

ページ以降、資本の収益性の向上について簡単に分析している。これらについては、

前回までの議論でも大分御議論していただいたところだ。13 ページの左側にある

ように、これは日本及びＯＥＣＤの投資・貯蓄のＧＤＰ比を見ているが、日本の法

人・企業部門における投資比率、これは青色の実線だが、他の先進国の赤の実線と

比べて５％ポイントぐらい高くなっている。右の図にあるように、投資比率は高い、

その一方で低い収益率が指摘されておりまして、その背景に株主や債権者によるガ

バナンスが十分でないという指摘がある。 

この 13 ページの左の図で、青い点線であるように、日本企業の貯蓄比率、これ

は減価償却を入れたベースだが、これは国際的に見ても大変高くなっており、手元

に資金を厚めに残したいということが伺える。 

14 ページ、こうした増えてきた貯蓄から投資を行った後の、いわゆる貯蓄・投

資差額を、左の図の水色で示している。貯蓄から投資を行ったうちの手元資金のほ
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とんどが、これまで、特に 2004 年ぐらいまで黄色で示されている、債務の返済に

充てられてきたことがわかる。 

それでは、今後はどうなるのかということについて、右に「企業行動に関するア

ンケート調査」の結果を示しているが、株主への配当、従業員の処遇改善、左側の

２つ目の研究開発などに充てるという考えが伺える。今後、生産性や資本の収益性

が高まり、付加価値や利益が増加すれば、家計の配分も増加していく可能性がある

と思う。 

（植田会長）それでは、議論に入りたいが、本日、特に御出席いただいた髙木さんから、

いかがか。 

（髙木剛氏）大竹委員の御説明、大方のところはこのとおりだと思うが、１、２点、私ど

もの感覚から言うと、少し違うところを申し上げてみたい。 

よく日本は雇用調整費用が高いと言われる。このことについて、企業におけるコ

ストが安ければ、一方で社会的なコストという調整負担がかかってくる。その比較

衡量をしなければならない。雇用調整費用が高いという話だけが論議されるわけだ

が、これを社会的に調整する費用はヨーロッパ諸国等と比較して見ていただくと、

日本の方が大分安いのではないかという認識をしておるところだ。どこでコストを

負担させるのが、社会全体としてよりエフェクティブなのか、その辺の議論もお願

いをしたいと思っている。 

それから、グローバル化との兼ね合いで、経済活動がグローバル化していくこと

が労働分配率が下がることと高い相関性を持つのかどうか。グローバル化というの

は資本効率がよくなるんだろうと思うから、特に労働周りについては、より低廉な

コストのところが当然多く使われるという宿命的な側面がもしあるとしたら、グロ

ーバル化というのは労働への分配を均して押し下げる。もっと簡単に言えば、中国

の低労務費が日本に波及し、日本の工場の中国化というのがどんどん進むという連

鎖が起こる。だから、グローバル化が進めば進むほど分配率は下がるんだというこ

とが、本当なのかどうか。まだ得心がいかないところがあって、是非、大竹委員等

の御研究の中で、その辺の検証をしていただければと思いながら、今のお話を聞い

ていた。 

とりあえず、感想兼お願いのようなことになる。 

（植田会長）ありがとうございました。それでは、御自由に御発言いただきたい。 

（大竹委員）１つは、今、髙木さんからの質問もあったけれども、その前に資料の確認を

させていただきたい。事務局の方で出ている資料の５ページに分配率の動きがある。

髙木さんが提出された資料の３ページにも同じように分配率の動きがあるが、随分

動きが違う。この理由が、髙木さんの資料だと日本の分配率は 80 年ぐらいからず

っと下がり続けているけれども、事務局の資料だと上がったり、下がったりという

状況なので、ここの確認をまずさせていただけるか。 

（西川審議官）私どもの方で確認したところ、事務局の資料の５ページは、国民経済計算

から計算しているものである。私どもの伺っているところでは、髙木さんがお持ち

になられた資料の３ページの（注）を見ていただきたいが、１人当たり雇用者報酬

を１人当たりＧＤＰで割ったものとなっているが、このうち分母のＧＤＰの方は就

業者で割っており、分子の雇用者報酬の方は、雇用者で割っていると伺っている。

したがって、私どもの５ページの絵で言うと、名目雇用者報酬を名目ＧＤＰで割っ

た係数に対して、就業者を雇用者で割った係数をかけたものにほぼ等しいと思って
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いる。 

したがって、自営業者が減って就業者が減っている影響、あるいはパートの雇用

者が増えている影響などから、髙木さんがお示しになられた３ページの指標の方が、

下落傾向が強く出ているということかと思う。 

（大竹委員）もう一点だけ、髙木さんが質問されたので、２つ答えたい。雇用調整費用が

高いという問題点と、雇用調整をゆっくりと企業がやっていることから、社会的な

コストが発生しないのではないかという両方があるのではないかというのが、１点

目の指摘だったと思う。 

おっしゃるとおりで、企業が雇用調整をゆっくりやるということで、日本の失業

保険のコストが下がっているというのは、そのとおりだと思う。ただ、それの弊害

もいろいろあって、雇用調整ができないということから、例えば労働そのものを余

り使わないという技術革新に企業が集中するということもある。特に正社員を余り

使わないで、非正社員と機械でできるだけできるようにしようという技術革新にバ

イヤスをかける。そのコストは、かなり大きいかもしれないと思う。 

似たようなことで、もう一点は、グローバル化と労働分配率の関係だけれども、

これははっきりわからないと思う。事務局の資料の 10 ページに、グローバル化が

労働分配率にどんな影響を与えたかということで、日本とアングロサクソンと欧州

で比較してあるけれども、日本は労働分配率を引き上げる形になったということだ

から、特にプラス・マイナス、先見的には何も言えないと思う。 

むしろ、私が指摘したいのは、日本と欧州で、技術革新が労働分配率を引き下げ

る方向に大きく寄与したということだ。これが私が申し上げているように、恐らく

雇用に対する規制がきつい、雇用コストが高いということが労働節約的な技術進歩

を日本と欧州で生んだ結果ではないかと推測している。 

（牛尾委員）はっきりわからないが、事務局の資料の１ページで、成果配分ということで

労働と資本を分けて、トッププレイヤーも労働の配分と資本の配分に限定している

が、むしろ我々が経営していると、一番下のオレンジ色の楕円形で囲まれている部

分が大事で、ＩＴとか技術革新とかイノベーションというものが、経営の動きを非

常に左右する。それを備考欄で書くだけでいいのか。労働の中に技術やイノベーシ

ョンを入れてしまっていいのか。経営の概念というのは、もっとはっきり、シュン

ペーターなどでも、経営者のイノベーションというものを大きく、労働資本以外に

取り上げているわけだから、これはいささかマルクス経済学に影響されている感じ

の配分で、非常にオールドスタイルではないかという気がする。 

今は労働力でも資本に見られるように、技術革新とか、そういうことで成功した

会社で労働分配率は、分母になる付加価値が高い傾向にある。そして、賃金も高く

なる。それで労働分配率は、それほど高くないというのが一番いい会社だ。 

昔、我々が経営するときには、付加価値の中で人件費が 50％を超えるような会

社は優良な会社ではないといわれたものだ。それが、今は欧米の方が非常に成長が

遅れて、我々の方はできるだけ付加価値を高めて、半分は本業の再投資や開発投資

にかけようということを考えている。アメリカのように、昀近は日本も企業が投資

に走るようになった。14、15 年前から投機に走る企業もいっぱいあるけれども、

ほとんどの日本の企業が本業に再投資するところで、ピーター・ドラッカーなどに

激賞された。そういうときに、成果の配分を労働と資本に限らず、備考にあるよう

にＩＴの進歩とか技術革新とかイノベーションの成果配分をどうするかを新たに
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考える必要がある。開発推進のため、研究開発を外部にアウトソーシングしたり、

企業提携するとか、会社をＭ＆Ａで買うという、技術革新をめぐっての経営戦略と

いうのが一番大きく考えられている。だから、Ｍ＆Ａでも、技術開発の時間を短縮

するために実行される場合が非常に多い。大事なのは（イノベーションの成果をど

う配分するか）新しい発想を作っていくことだ。 

経営は、技術革新とか、そういうものを非常に中心に考えてくる。第二に考える

のがグローバル化だ。競争というものはグローバルで考えるわけだから。 

これは、我々経営者は、労働分配率が非常に高い分野の事業は賃金が安いところ

に生産を移すことが多い。そして仕事を移した後残っている従業員に、より付加価

値の高い仕事をしてもらうことによって会社の収益を上げ、賃金も上げ、付加価値

が上がるから労働分配率は上がらないわけだ。労働生産性が低いものを外国に全部

出すわけだから。そういう動きを 10 ページだけがかろうじて描いているわけだ。

（冨山委員）今のは大変参考になる話で、髙木さんの話も大変勉強になった。牛尾委員の

話とも少し絡むが、この成果配分の流れで言うと、少なくとも今の成長の源泉はや

はり労働資本というよりは知識の貢献が大きいので、これをどう位置づけたらいい

かというのは非常に難しいと思っていて、だから、資本と労働がある形ですごくハ

イブローに結合したような知識になると思うが、多分その部分というのが、だれの

取り分になるのかというのが、今すごくみんな悩んでいる。経営者も悩むポイント

なんだろうという気がする。まさに今おっしゃったように、そのとおりだと思う。

したがって、この辺をどういうふうに表現するのかということがすごく難しいと

ころで、まさに産業再生機構の仕事のところでも、やはり一番コアのところを傷つ

けてしまうと、特に知識というのは人に帰属している部分が大きくて、それが必ず

しもアメリカのイメージの天才科学者とか技術者ではなくて、現場の労働者の集団

に帰属しているようなケースがすごく日本企業は多いわけだ。それはものづくりも

そうだし、例えばカネボウの化粧品の事業価値の昀大の源泉は、7,000 人の営業職

員の女性の価値だ。そうすると、これは集団として初めて価値を持っているのであ

って、このうちの 10 人、20 人の売れる人だけ引っ張り出してきても何の価値もな

いわけだ。 

では、彼女たちへの配分というのはいかにあるべきかというのは、割とクラッシ

ックなマルクス経済学だとなかなか説明できないというか、別に巨大な設備という

資本に彼女たちが従属しているわけでは、あるいは隷属しているわけではないので、

実際に私も株主として、実は髙木会長からも随分アドバイスされたが、非常に気を

遣った点もそこだったわけで、だからその辺はパラダイムをどうとらえるかという

のは、少し考えた方がいいという気がするのが１つ。 

あと、大竹委員の議論の中に、Ｍ＆Ａの議論が入っていたが、私自身、再生の仕

事をやっていてつくづく思ったのは、実は雇用調整上Ｍ＆Ａというのは極めて大事

な手段だ。Ｍ＆Ａをついつい資本市場現象としてとらえがちだが、日本企業の価値

の源泉の多くは、さっき申し上げたような人的資本の結合力にある場合が多いので、

そうするとＭ＆Ａという手法を使うことによって、集団転職と言えなくもない部分

があるわけであって、むしろ一人ひとりが解雇されて、また仕事を探すという雇用

調整をするよりも、できればＭ＆Ａという形で集団で移動した方がはるかにスムー

ズな、いわゆる労働資本というか人的資本の移動が可能になるし、恐らく社会的コ

ストもすごく小さくなるし、だから、実際に我々が、例えばああいった会社のダウ
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ンサイジングをやるときも、原則として何とかＭ＆Ａでどこかに引き取ってもらお

うというふうに、これはかなりそういうふうにやったつもりだ。 

一見、もうかってない工場やもうかってない事業というのは、それは清算して従

業員の首を切って、資産だけよそに売った方が高くなるようなことを理屈だけで言

う人はいっぱいいるが、多分それは間違いだ。ほとんどの場合、ただでもいいから

事業譲渡で持って行ってもらった方が、トータルな意味でのコストは低いはずだ。

かつ、さっき申し上げたように、人的集団に価値が帰属していると、それをばら

ばらにしてしまうと価値がなくなってしまう。やはり集団として価値を持っている

ので、10 人でも 20 人でも、多分カネボウのときに一番小さかった単位は、私も覚

えていないが、多分数十人という単位のものもあったと思う。研究所単位で動いて

もらったケースもあるが、とにかくそういうふうにやっていった方が、実は社会的

価値も損なわれないし、そういう意味で言うとＭ＆Ａというのを単に資本市場現象

だけでとらえずに、要するに今は知識集約産業の時代だと言っているわけだから、

知識資本の集団移動と考えた方がいいと思うので、そういった観点も入ってきたら

面白いと思う。 

だから、ついついＭ＆Ａというと、どちらかというと資本市場原理でお金だけで

血も涙もなくなるからそういうふうにやるように見えがちだが、実は本質的に非常

にヒューマンなものだし、Ｍ＆Ａのプロセスを実際に生で経験するとよくわかるが、

事業体というのは変な売却の仕方をして、キーパーソンに集団から抜けられてしま

うと価値がなくなってしまうケースがほとんどだ。だから、その観点は是非とも入

れてほしいと思う。 

あと、先ほどの資本市場の効率性の問題、これも大竹委員の指摘にあったが、そ

こも確かになるほどと思ったのは、今日は氏家委員がいらっしゃらないけれども、

少なくとも昀近の日本の資本市場の風潮というのは、実に面白くて、現実問題とし

て配当を増やすというと株価が上がる。あれは本来おかしい。配当が多かろうが少

なかろうが、本来は企業価値に対してはニュートラルなので、配当を増やすといっ

て株価が上がるのはおかしいのだが、現実問題として配当を増やすというと株価が

上がるという妙ちきりんな市場になってしまっているものだから、結局、仮に株価

というものが経営者の通信簿だとすると、要は配当を増やせば通信簿でいい点をも

らえるので、そういう方向に走るという、割と安易な傾向が確かにあるような気が

しているので、そこはひょっとすると日本の資本市場の後進性というか、非効率性

の問題もあって、余計にある意味では人的資本への配分よりは配当してしまった方

が点数は上がりますよというインセンティブを与えているケースがあるんではな

いかと思う。 

昀後の昀後に、人件費というのは、先ほどの話とかぶるが、働いたことに対する

報酬の分配という側面、ある意味ではコストという側面もあるが、一方で、先ほど

牛尾委員が言われたとおりで、人的資本への投資というのは、今、企業が持続的に、

長期的に生き残るための絶対必要条件だ。だから、費用であり投資であるわけで、

あと人件費というのはバランスシートでいえば、債務でもあり同時に資産でもある。

両面の特性を持っている。 

だから、本来全うに長期的に、持続的に会社を成長させようと思っている経営者

であれば、そこへの一定の将来への投資という側面で考えてみても、しかるべき配

分をしていかないと、必ず将来の成長の種が枯渇していき、イノベーションの種が
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枯渇していくから、それはそうなるはずなんだが、大事な問いは、もしそうなって

ないとしたら、必要な人的投資をも削る形で労働分配率が下がっているということ

は、実は日本の企業にとっては極めて危険な兆候だ。 

私自身は、いろんな再生に近い会社を見てきて、やはりそこは相当削り過ぎてし

まっている部分がなきにしもあらずだと思うし、昀近やっと増やしてきたが、ある

一定時期、日本の企業は残念ながらかつてと比べて教育投資を落としていた時期が

あるのは事実だ。先ほど大竹委員が言われた、団塊ジュニアの世代だ。失われた世

代に関しては、これは単に会社の中に入っている人間だけではなくて、彼らは正社

員になるチャンスを逸しているから、本来、日本が企業ずっとやってきた基本的な

労働訓練を受けるチャンスを逸したままフリーターになってしまったという、非常

に不幸な歴史がある。 

ここは、考え方が難しいが、労働市場の移動がどんどん多くなればなるほど、必

ずしも自分の被雇用者に対して投入した教育コストというものが、その会社に還元

されないという側面が出てくるので、この状況下でどういうふうに企業が行動する

か、スピルオーバー、フリーライダーの問題が出てくるので、どうすべきかという

問題はあるが、ただ少なくとも日本の企業が極めて高質な若年労働者に対する教育

訓練をやってきたことは、紛れもない事実だ。それが強い現場を支えてきたのも紛

れもない事実なので、やはりだれかがやらなければいけない。大学はそこまでやれ

てない部分があるので、だれかが必ず社会のどこかでやらないと、この国の人的資

本は傷んでくるので、それをもっとダイナミックになった労働市場とか人的市場の

時代にだれがやるのかという問題は、やはりどうしても外せない議論で、少なくと

も今トータルで言うと、人的資本に投下されている資本というのは、失われた 10

年の中で減ったことは間違いない。だから、これを増やすということは長期的な成

長においては、多分絶対条件だと思う。 

昀後にもう一点だけ、グローバル化の観点だが、これは前回の議論の中で、企業

の海外での成長の果実を利子・配当をキャピタルゲインを通じてどう還元されるか

という大竹委員の御議論と、もう一つ、これはこの前黒田所長がちらっとおっしゃ

っていた、では今の時代に日本国内のローカルな労働として、どういうふうなもの

を高付加価値な労働として、日本の得意技として残していくのかという議論は、私

はどこかでやるべきだと思っていて、少なくともそれは従来の伝統的なクラスター

の議論ではないと思う。自動車産業とかエレクトロニクス産業という区切りで見て

も、多分実態は見えなくて、例えば今、エレクトロニクスの世界で一番高収益を上

げている会社というのは間違いなく、牛尾委員のところもそうだけれども、いわゆ

るコンポーネントとかディバイスとかで、ものすごくスモール・バット・グローバ

ルで非常に高いシェアを持っているところがみんないい。単に組み立てをやってい

るところは、総じて非常に苦しい状況だ。そこはやはり理由があるはずで、恐らく

日本の得意技という理由が多分あるんだと思う。その辺はもっと議論として深堀り

していくべきだ。 

あと国内に絶対残るセクターとしては、財の生産と消費が同じ場所で行われるサ

ービス産業。小売業とかはみんなそうだが、この分野の生産性をどう上げるかとい

うことが、１つの大きな要素になると思うので、この辺もう一度、従来の伝統的ク

ラスター論を少し脱皮して、どういったものが日本の社会とかいろんな要素を考え

るときに得意なのか。先ほどおっしゃった、比較的小さな格差でもインセンティブ
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が働くという、それも多分日本的な要素だと思うので、その辺を含めて議論してい

くのが筋で、私は少なくともアメリカのモデルは余り参考にならないと思っている。

１人の天才が 100 人を超えるというモデルだろう。だから、それはちょっと違うや

り方ではないかと思う。 

（伊藤議員）先ほどから話題になっている点で、事務局ペーパーの 10 ページで、技術進

歩の発展、また日本以外の国におけるグローバル化、両方とも労働分配率を引き下

げる要因になっているわけだけれども、通常、成長戦略を考える場合には、これは

非常にポジティブな要因で、是非技術進歩を上げてグローバル化を推進しましょう

といっているわけだから、ここは矛盾というか、少し違うんではないかというとこ

ろだ。 

通常はやはり技術進歩が労働に体化しているのであれば、賃金に反映されるはず

で、賃金が上がるから労働分配率も上がるはずだというふうに考えるわけだ。そう

じゃなくて技術進歩が体に付いていない、つまり先ほど牛尾委員がおっしゃられた

ような経営者が取ってしまうようなものだとしたら、確かに労働分配率は下がるか

もしれない。でも成長はするわけだから、それは経済全体にとってはいいことにな

る。そうすると、技術進歩がだれのものかという点が問題提起されているというの

が１つだ。 

それと同時に、やはりこの図から見てわかるように、労働分配率を昀大化すると

いうのは政策目標にはならないはずだ。労働分配率を昀大化するのであれば、その

資本の取り分がなくなるわけだから、それは通常の資本主義経済とは違う。もしそ

れを体現するというのであれば、すべての企業を従業員持株会社にする必要がある。

でも、これは、エービスとかユナイテッド・エアラインとかが試してみたけれども、

やはりうまくいかない、やはり経営者が必要だと、それから資本家が必要だという

ことだから、労働分配率はどこか適正な水準があるはず。それは技術進歩であると

か、あるいは資本係数であるとかによって、どこか適当な値に決まっているはず。

ただ、下がってきたから適切ではないとはいえない。景気循環の波もあるわけだか

ら、やはり何が適切かというのは考えておかないといけない。やたらに下がったか

ら問題だというふうに結論づけるのは難しいと思う。 

それから、少し違う観点だけれども、内部留保が進んでいるという話で、日本企

業の利益が非常に上がっているということだけれども、これは連結で見ると確かに

そうなんだが、単体で見るとそうでもない業種は幾つかあると思う。 

だから、連結と単体で、業種によってどれぐらい違うのか、内部留保というのが

本当に日本で内部留保しているのか、外国で内部留保しているのか、わかりやすい

数字が業種別にあれば是非出していただきたい。 

というのは、もし内部留保が外国で行われていたら、当然日本の賃金なんて上が

るはずない。そうだとしたら、内部留保を日本に持って帰らせるような、アメリカ

でやったような、２年間くらい外国の内部留保を持ってくるんだったら無税で持っ

て帰っていいよというような法律でも通せば持って帰るかもしれない。連結と単体

の区別の数字を是非出していただきたい。 

先ほどからいろんな方が言っている、労働者が適切な技術を持っているのか、Ｉ

ＣＴで訓練されているのか、あるいは冨山委員がおっしゃったように、若いころの

訓練が起きているのかということは、単純にいうと「ミスマッチ」と我々がよく言

っていることだと思う。労働者が持っている技術と企業が要求している技術が違っ
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ているんではないか。だから、正規で雇いたくなるインセンティブがないんじゃな

いか。だから、通常グローバリゼーションというと、先ほど髙木さんがおっしゃっ

たような、日本の工場の中国化のように感じることが多いわけだけれども、そうで

もなくて、逆に日本の中にグローバリゼーションで世界にあるオポチュニティー、

機会を取っていくような技術を持っている人がひょっとしたらいないのではない

か。端的に言うと英語で外国人を雇うスキルを持っている日本人がどれだけいるの

か。英語でプログラムを書いて、欧米の企業に売り付けるだけの技術者がどれだけ

日本にいるのか。 

インドは、もうまさにグローバリゼーションで成功した。世界に売るような技術

を実はインドの国内で持っていて、それがグローバリゼーションによって花が咲い

たということだと思う。そうすると、やはり教育の問題に戻る。本当にそういった

世界の雇用機会、あるいは販売機会というものを生かしていくような技術を身に付

けさせるような教育、学校教育、あるいは企業内教育を本当にしているんだろうか

ということを考えなければいけない。 

したがって、ミスマッチを解消するような学校教育、企業内の教育が是非必要だ

と思う。 

これが昀後の点だけれども、利子所得が下がったから消費が下がったという議論

が、経済学者の中でも盛んだけれども、これは大竹委員、マネーイリュージョンを

前提とした議論なのか。というのは、マネーイリュージョンがないとすると、例え

ば自然実質利子率が２％として、インフレ率が２％だとすると名目金利が４％、イ

ンフレ率がマイナス２％でデフレだとすると名目金利は０％、これは実質金利で考

えると同じことですね。この場合、０％の利子だから消費できない、４％ぐらいあ

ったら消費したのにというのは、完全にマネーイリュージョンなわけで、実質金利

２％なわけだから、その２％分は消費しても実質資産の価値は変わらない。日本の

消費者はデフレのときにどうすべきだったか。資産を取り崩すべきだったわけだ。

100 万円だったら、その２％分は使って名目資産額を 98 万円にすれば２万円は使

えた。それを使ってないとしたら、それはマネーイリュージョンだ。だから、マネ

ーイリュージョンを前提として利子率が低ければ消費が低いという議論を経済学

者の皆さんは展開しているのか。それとももうちょっと高級なことを考えていらっ

しゃるのか。 

（大竹委員）ここでの議論は、単に内部留保がなぜ高くなったかということで、名目の支

払利子額が減ったというだけの議論をしていて、おっしゃるとおり実質の金融資産

が上がったじゃないかと。だから、その部分で消費が増えていたらいいはずなのに

増えなかったとしたら、マネーイリュージョンがあるのではないかと。それはその

とおりだろうと思う。 

（香西委員）今日は大竹委員の話も非常に面白かったし、牛尾委員や冨山委員や伊藤議員

の話も、とても参考になったが、私のは、少し重箱の隅を満たすような話が２つあ

って、自分ながらナーバスになり過ぎているかもしれないが、税金の話だ。大竹委

員の資料で７ページに、内部留保が過大である場合での法人課税をどう考えるべき

かという話が出ている。 

私も今の内部留保が過剰である、過大である可能性があるときに、法人税を下げ

る、上げるときは、当然考慮すべき問題であると思う。ただ、これは逆に内部留保

が適当になるまで法人課税を上げることになると、１つはどこが均衡の内部留保な
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のかということがまず出てこないと、なかなかどうするかという答えが出ないとい

うこともあるが、それよりも、これはむしろイギリスの労働党がサッチャーに譲り

渡す直前まで言っていた、タックス・インデュースト・インカムズ・ポリシーとい

われるものになっていく危険があると思う。それはもう一つのやり方ではあると思

うけれども、大体税というのは余り変えられない。タックス・スムージング・モデ

ルというのが普通の了解で、いちいちこういうことで税を変えて、近隣にも影響を

及ぼす、賃金が上がらないから税金で補えということになると、それはむしろ市場

でセットしていただく方がよいのであって、日銀人事ではないけれども、余り政治

が介入するのがいいかという問題も出てくることがあるので、この問題は勿論注意

しなければいけないことであることは全くそのとおりだけれども、そういった形に

ならないことが大切なこともあらかじめ言っておきたいということが１つだ。 

もう一つは、伊藤議員の言われたことで、海外に大分蓄積しているんではないか。

これはかなりデータもあると思うが、そういう傾向にある。海外の現地法人が持っ

ているわけだ。 

日本の海外に出て行った企業に対する税金はどうなっているかというと、日本の

法人税は払っていただく。世界所得主義と言われているけれども、払っていただく

と、だから、どこへ行っても日本の法人税は追いかけてくる。ただし、支店であれ

ば当然連結決算で、本社に決算月に同時に法人税を取られてしまうわけだが、現地

法人になると、現地法人が日本の親会社に配当を払ったときに、その配当分だけを

法人税の対象にすることになっているから、かなり向こうへたまる可能性はあるわ

けだ。 

それはどうするかというと、持って帰れという伊藤議員の話のような議論もない

わけではなく、かなりあるわけだと思うが、私の見ているところでは、世界全体と

しては海外で得た所得からはもう税金は取らないという方がだんだん主流になり

つつある。日本とイギリスとアメリカの３国が、いずれも世界所得主義で、追いか

ける主義だったけれども、アメリカは大統領のパネルで議論した税の１つの提案が

あって、これはどうせ大統領が変わるだろうから、だれも相手にしていないけれど

も、その中では海外所得は免除する、税金を取らないという形になっているし、イ

ギリスは現在まだいろんな議論が行われているところで、マリーズを中心に新しい、

21 世紀の税制を検討しているけれども、そこでもまだ昀終的な結論ではないが、

海外免除主義が有力になりつつあると理解している。 

持って帰ってくるのはいいけれども、持って帰ってきてもゼロ金利ではどうしよ

うもないので、向こうに置いておいてもらった方が、日本の企業のためにも、日本

の株価のためにもいいんではないかという議論もあり得る。持って帰ってきたら、

同じ利益率が上がるかどうかはわからない。そういったことも多少気を付けてやら

ないといけないことではないか、少し細かいテクニカルなことだけれども、その問

題についてはナーバスになっているので、一言、二言、言わせていただいた。 

（福井委員）途中参加なので、私の申し上げることが今までの議論と不連続な点があれば、

是非御指摘いただきたい。 

成果配分といった場合に、やはり昀も重要なルートは賃金を通ずる成果配分とい

うことになると思うが、グローバル化の下での賃金ということになると、申すまで

もなく、いわゆる要素価格均等化定理というものが強烈に働く。開放経済体制の下

では技術水準が同じであれば、賃金は限りなく同一水準に接近する。こういうこと
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だろうと思う。 

したがって、個々の労働者、働き手の技能向上、あるいは知的創造能力の向上と

いうことが絶えず欠かせないということだろう。もし今まである労働者がそうした

基準よりも高めの賃金水準を享受していたとすれば、これは傾向的に下方修正を受

けるという力すら働くという状況ではないかと思う。 

したがって、一番大事なことは教育ということになるのだろうと思う。しかし、

日本の産業全体を眺めると、セクターごとに生産性向上能力の差というものは非常

に大きい。つまりイノベーションというか、技術進歩とか知的創造力、向上度合い

の差というのが産業セクター別に相当大きく見られるという現状なので、個々の労

働力ということを超えて、日本の産業を全体としての生産性向上の策ということが

重要な状況ではないかと思っている。 

製造業に比べて非製造業、大企業に比べて中小企業というふうに、その格差が非

常に大きいということであるので、恐らく新しいビジネスモデル構築へのチャレン

ジ、企業再編、あるいはＭ＆Ａに対する積極性がまだ欠けている社会ではないかと

思う。そこのところを促す環境が非常に大事ではないかと思っている。 

そういうことがなければ、多分過去の高度成長期のときは全体のパイが大きくな

るので、生産性向上の一番高いところの賃金水準に春闘のメカニズムを通じて、他

の部門も賃金が上がっていた可能性があると思う。 

今は逆にグローバル化の下で、要素価格均等化定理が働いているということであ

るので、昀先端のイノベーションを施している企業であっても、いわゆる固定費抑

制の努力が功を奏しやすいという環境にあると思う。言わば労働分配率がともすれ

ば下がりやすい条件の下に今あるということだろうと思うので、労働分配率そのも

のを今すぐ政策的ターゲットにするのは難しいというのはおっしゃるとおりだと

思っている。 

成果配分については、賃金のほかの配当あるいは利子所得を通ずる配分ルートが

あると思うが、配当についてはやはり貯蓄の在り方、貯蓄をいかに高いリターンを

求める方向に変換させるかという、前回のこの会議で議論された重要なテーマだと

思う。積極的にリターンを求める、配分を求める貯蓄保有者の態度変換ということ

がこの点では非常に重要だと思う。 

利子については、もう私は退任したので、何でも言えるということだろうと思う

けれども、これは全体の経済の状況の下で、資源再配分を昀も有効に促す金利水準

になっているかどうかということを常時点検することが大切だと。そういう穏やか

な言い方に今日はとどめさせていただきたいと思う。 

なお、昀後にもう一つ、少し観点は異なるが、労働市場の問題がやはりあるのか

なと。うまく表現できないけれども、日本の労働市場はやはり国内にかなり閉じら

れた性格を持っている労働市場ではないかと思う。 

特にインテリンジェントワーカーは各国が成長力の源泉として取り合っている

という現状である。こうした面を含めて、効率的な資源配分をグローバルに考えて

いく。その努力を一層促していく必要がある。労働市場の開放を含め、という意味

で考えればいかがかと思っている。 

（髙木剛氏）今の御議論を聞いていて思うのは、例えばＩＴ化が進んで、労働の質自体が

二極化する。単純二極化ではなくて、ハイスキル、ハイナレッジで労働者が対応す

る仕事と、ロースキルの方に分配する仕事に分かれる。ロースキルの方もまた更に
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二分割が始まっているわけで、派遣労働者の問題もその中にあると思う。 

大竹委員の資料の７ページにある、労働節約的技術進歩。これは何だろうかなと

さっきから思っていた。 

ハイスキルとロースキルに労働が二分し、ロースキルとされたところを、また二

極化すると、全体で見るとやや真ん中寄りの技術的な難易度があるところに、スキ

ルが求められる。そういったところに派遣労働という形態をどんどん入れる。派遣

労働というのは昀初は、短期的な労働力の需給調整措置だということで始まったが、

今はそういう発想より、特に常用型の派遣は２年 11 か月の繰り返しかどうかわか

らないけれども、完全に永続的な労働力という位置づけで使われる人が増えてきて

いる。この人たちの訓練の機会は余りないんだというけれども、実際には結構なト

レーニングも受けていて、その習熟のスピードもレベルも結構速くて高いというこ

となのだが、そこのところがコストの安い労働力として使われ、完全に定着してし

まっている。 

派遣労働法を直してくださいという議論をしている。しかし、派遣労働者もここ

まで拡大してしまったら、もう止めるということはできない、ひどい言い方かもし

れないが、悪貨がここまで広がってしまったら、今更、悪貨の駆除などということ

はできないんだという論理で、派遣を更に拡大せよという人がいる。 

この労働節約型技術進歩を例えば派遣労働法の緩和だと読むとしたら、派遣労働

という仕組みがローコスト化を正当化するという手段として使われているという

印象が非常に強い。ＩＴ化の進展は労働への需要を減らすといわれるが、その中身

は単純ではないと私どもは思っている。 

今、福井委員からもあった生産性についても、生産性というのは、そもそも何を

生産性と言うのか。牛尾委員は今サービス産業の生産性協議会を一生懸命やってお

られるが、単なる付加価値生産性で見たときに、付加価値とは何ぞやというところ

は、まさにいろいろある。私ども労働組合はもう 50 年くらい前から、政府あるい

は経営者からの呼びかけにも応じて、生産性向上運動という運動の流れを持ってい

る。 

これは３つの約束があって、生産性を上げることによって雇用をトータルで減ら

さない。生産性を上げる方法論については、労使きちんと協議し合う。そして、得

られた付加価値を適正に配分する。いわゆる生産性三原則なる考え方を了として、

この運動に我々民間労働組合は特に関わってきた。しかし、昀近その生産性三原則

は、もう経営者の皆さんは忘れたのではないかと思ってしまう。付加価値が増えて

も、ちっとも配分してくれない。 

事務局の方がつくられた資料で、成果配分はそのうち戻ってくるだろうというよ

うなニュアンスの表現があったが、これがちっとも信用するところにならないと受

け止めている労働者が非常に多い。付加価値や利益が増加すれば、本当に家計の配

分も増加するのか、そういう意味で付加価値を上げる、生産性を上げるということ

についての労働者側のモラルというか、インセンティブというか、そういうものが

ちょっと弱っている。 

だから、みんな管理職などにはなりたくないという雰囲気も高まったりしている。

そういう感覚がみんなの間にどの程度積み上がってきているのか注意して見てい

かないと先々大変なことになる。 

付加価値や利益がどこまで高まったらこういうことになるのだということも含
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めて、いろんな感覚が今、生まれつつあるということは、是非御理解をいただいて

おきたい。 

（黒田所長）皆さんのおっしゃったこととは、それほど大きな差はないと思うけれども、

私はこの問題を考えるときに非常に素朴に思うのは、片方で少子高齢化が起こって

いる、労働力人口もだんだん減っている、そういう状態の中でマーケットがうまく

機能していて、経済が成長すれば賃金は上がるはずだ。要素相対価格から言ったら

賃金が相対的に上がるような世界があるはずなのに、そうはなっていない。長期的

にそれがどう展開するのかということを考えないといけないと思う。今、高木さん

のおっしゃったことは、私もかなり長期的に日本経済にとってシリアスな問題だと

思っている。過去終身雇用という制度が中心で、かつ、ものづくりが中心であった

ときには、景気がよくなったときには、分配率の分子の部分があまりかわらずに、

分母が大きくなるために、労働の分配率は大抵マクロでは落ちていたと思う。 

ところが、現状ではどうなっているかというと、景気は若干よくなっているけれ

ども、労働分配率の分子に当たる労働雇用の方の終身雇用が少しずつ崩れて、先ほ

どおっしゃったように正規雇用から非正規になったりパートが増えたりするよう

な形で、ある意味でマーケットのモビリティーが良いか悪いかは別として、増えて

いる現象が労働市場で起こっている。その中で若干の成長でもって分母に当たる部

分のパイも増え続けているので、結果的に分配率の低下を非常に加速しているとい

う現象が起こってしまっている。 

そういう状態をどう見るかというときには、結果的にそれが続くと大竹委員のペ

ーパーにもあるように、消費に一向に結び付かないということが一番問題となる。

そこには、所得分布の状況が介在していて、どういう部分の所得が増えたか、また

減ったかが影響しているように思える。例えばパートや非正規のところは賃金が安

く雇用が増えたけれども、余りトータルの所得が増えない層があって、それが消費

に結び付かないという現象が片方であるのではないかという気がする。そして、そ

のような労働市場の変化がサービス産業でもっとも大きく生じていることも考慮

すべきである。 

２つ目だが、そういうことを考えたときに、やはり日本経済の中でＧＤＰの 70％

弱がサービス業であるというのは、これは過去のものづくりが中心もしくは大きか

った時代とは明らかに見方を変える必要があると思っている。牛尾委員も問題提起

されているのですが、サービス業の生産性とは一体何だというところで、サービス

の付加価値なりアウトプットをどうとらえるかというのはかなり大きな問題でが、

一方で、もしサービス業の生産性の向上はあり得るとしたら、サービス業そのもの

の業態の構造が相当変化させていくことが必要であると思う。例えば、サービス産

業でＩＴをフルに使うとすれば、ＩＴを使うことによってサービス産業のシステム

が改編されて、生産性が上がるような構造を産業構造として施行しない限りは、な

かなか難しいんだろうという気がしている。 

その点から行くと、ＩＴによる生産性の向上は日本経済にとって本当に過去に今

まであったんだろうかというのをもう一度きちんと精査すべきだろう。アメリカで

も 80 年代後半から 90 年代の初めだと思うけれども、生産性・パラドックスという

議論が相当なされて、ＩＴ関係の投資がどんどん増えているにもかかわらず、生産

性のインデックスはほとんど増えていないのではないかということが言われた。 

それに対して、その後 90 年代に入ってから、ニューエコノミーという形で議論
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されるわけだけれども、ＩＴの生産性向上効果がマーケットでリアライズをする。

そのことがニューエコノミーの経済を活性化させた因子だと言われるように、80

～90 年代の中ごろからアメリカの場合には非常に産業構造が変わってきたと思う。

それはグローバル化のメリットを昀大限に享受して、かつ国内の産業構造も変え

る。もしくはそれによって労働市場も資本の市場も変わっていくというのが相まっ

て、財市場の生産性が非常に上がってきたというのが結果的な現象だろうと思う。

そういう意味では、日本の市場では労働市場は若干モビライズしているけれども、

まだ依然として相当構造的な硬直性が存在する。資本市場も余りモビリティーが存

在しない。そういう意味でリソースアーロケーションがうまくいかないので、産業

構造は変わらない。変わらない産業構造の下では、依然としてＩＴのメリットがう

まく使えない。かつグローバル化のメリットがうまく使えない。それが、全体の生

産性を落とし、かつ悪循環を生んでいるんだろうという気がしている。 

（柳川委員）皆さんが今まで議論したこととかなり関係している部分が多いけれども、１

つは労働分配率という用語は経済学者にとっては非常になじみのある用語だけれ

ども、やはりこういうところで日本経済の今後の在り方、どういうふうな方向を持

っていくかということを考えるときには、ちょっと誤解を生む指標になり得るので

ないかという気がする。 

それはやはり皆さんからも議論があったことだけれども、全部を労働という一く

くりにしてしまって、そこの中でどういう分配があるかというふうに考えてしまう

と、今後全体の付加価値の配分の仕方をどういうふうにしていくのが経済を発展さ

せる上で一番いいかということを考える上では、どうしても落ちてしまう指標が随

分あるんだと思う。 

労働分配率は全く必要ないというわけではないが、やはりもう少しその中でだれ

がどういうふうに取っていっているのか。あるいはだれがどういうふうに利益を受

けるのが経済の発展にとって望ましい姿かをもう少し議論する必要があるのでは

ないか。 

その観点から言うと、冨山委員がかなり強調されたことだけれども、やはり人的

資本あるいはその知識をどういう形でうまく活用していくか。そのためのインセン

ティブをどういうふうに付けていくかというところはかなり重要なところであっ

て、そのインセンティブのために、ある意味で十分にインセンティブがあるための

賃金を与えることは、今後の日本経済にとって重要なんだと思う。 

ただ、それがすべての働いている労働者にとって、そういうインセンティブが不

可欠なものか、あるい知識を持っているかというと、残念ながらそうではないわけ

だ。そうであるとすると、いわゆる単純労働であって、福井委員がおっしゃったよ

うに、要素価格均等化定理が非常に強く働いてしまって、場合によっては、賃金が

国際的なレベルにまで低くなってしまう部分も、これは競争している以上は避けら

れないわけだ。 

そうすると重要なことは、１つはどういう労働がそういう意味での人的資本とし

て重要であって、付加価値を付けて、それでインセンティブを高めていく部分なの

か。どういう部分がそうではない部分なのかというところをある程度、この世界と

して、どこまでインセンティブづけを重要にしていくかということは、やはり方向

性を決めていかないといけないんだと思う。 

それを全部いっしょくたにやってしまうと、ある意味で丸がかり的なことになっ
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て、護送船団的に全員を守るということになって、結果的に全体が沈んでいってし

まうということになりかねない。それは実際には個々の企業なり経営者が選んでい

くということになるわけだけれども、全体の方向性としてはやはりきちんと考えて

いく必要があるだろうと思う。 

一方、そもそも労働者がどれだけやる気を起こして、かつ自分が仕事の充実感を

得ていくという観点からすると、できるだけその付加価値を高められるような、そ

の人的資本として重要な、冨山委員は先ほどチームとおっしゃったけれども、そう

いうものを形成して、積極的に高いリターンが得られるし、また経営者の側もそう

いう人たちにリターンを与えてもいいというような職場なり環境を労働者がつく

っていくということがベターな方向であって、できるだけそういう単純労働に終わ

らない付加価値が高まる知識が蓄積できるような形にもっていくということがや

はり重要なんだろうと思う。 

そこの再構築のところが、終身雇用が崩れ、かつバブル崩壊の後で、各企業が非

常に苦しい立場に置かれた中で、現状ではかなり日本の全体の仕組みが結果的に割

と場当たり的に行われてしまっている部分があって、そこのところをどうやってき

ちんとしたインセンティブを付けて、各従業員に知識を高めてもらうのかというと

ころのきちんとした枠組みが現状ではまだできていないというような気がする。 

その観点の少し延長になるけれども、そうやって考えくると、やはりこれも皆さ

んが御議論があったことだけれども、同じ企業にずっと居続けて、同じ仕事をずっ

とやり続けて、その中で付加価値を高めていこうというのは限界があって、人ある

いは企業ももう少し環境に合わせて柔軟に動けるような体制になっていかないと、

やはりなかなかそれだけの付加価値を高めていくことは難しいんだと思う。これは

前々回に私がプレゼンさせていただいたときにも強調したところだけれども、そう

いう意味での流動性を高めて、より付加価値の高いところに人が動き生産性が高ま

るような形にしないといけないんだろうと思う。 

伊藤議員のところでミスマッチという言葉が出たけれども、そこで１つはおっし

ゃっていたように教育を施して、本来は付加価値が高い、生産性が高いような技能

を発揮できる人材を蓄積していく、つくっていくということだけれども、もう一つ

は、やはり国内外を含めて、まだまだ今の日本の企業であれば、もっと働きがいが

あって、生産性を高めて、能力が発揮できるような人がたくさんいるんだと思う。

そういう人たちがより充実した職場できちんと働ければ、全体の生産性が上がる

ということが見込めるので、その意味での人材の移動がスムーズに行われるような

仕組みづくりが重要ではないかと思う。 

（大竹委員）私へのコメントが幾つかあったので、少し答えたい。高木さんから、なぜ昀

近の経営者は賃上げをしてくれないのかというコメントがあったけれども、１つは

デフレ環境があるかと思う。90 年代後半に、労働分配率が高止まった一つの原因

というのは、名目賃金の下方硬直性というのに日本経済が直面したということだと

思う。 

ということは、今のデフレ環境で賃上げを一度したら、名目賃金を下げるのは非

常に難しいと経営者が考えているわけだ。インフレ環境の下だと実施賃金の低下は

簡単だったけれども、それが非常に難しいということを経験したために簡単には上

げないということで、恐らく賃上げについても、調整がしやすいボーナスは上げる

けれども、定期昇給はしない、あるいはベアはしないというのは、デフレ環境の影
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響が大きいのではないかと思う。 

もう一点、香西委員の方から法人税を上げろということかという議論があったけ

れども、私はそれは意図したことではなくて、上げろということではなくて、これ

はガバナンスが効いていないところで法人税を下げたことが内部留保の上昇とい

う形になった。そういう組み合わせが悪かったのではないかということだ。 

私の提案は、ガバナンスを効かすべきだというのが提案の趣旨で、そうならない

のだったら、おっしゃったとおり、国家がすべてをコントロールするという方向に

なってしまう。それは私の本意ではない。 

（川勝委員）大竹委員の報告は大変わかりやすく、企業の内部留保が増えているのに、家

計の可処分所得も減り、消費も増えない。一方、学歴間格差、世帯間格差があると

のことだった。学歴間格差は 2000 年以降に拡大しているとのことだが、この点は

分かりにくかった。 

通常学歴というと大卒のことだが、2000 年より更に 10 年前から、すなわち平成

２年から女性の大学進学率が短大も含めて、男子を上回っている。今は大学全入時

代になり、2000 年以降の学生数は大体 300 万で一定で、学歴間格差がわかりにく

い。 

しかし、大学院進学を入れると、院修了者と大卒との間には学歴間格差はあるだ

ろう。院修了者はハイスキル、ハイナレッジを身に付ける。彼らと大卒との学歴間

格差は広がっている可能性は非常に高い。 

事務局の報告にもあったように、高位・中位所得層の賃金格差は大きく、低位・

中位所得層の賃金格差は余りない。それはハイスキル、高技能の持ち主には、十分

な報酬があるということだろう。 

では、そのような高所得者層がどうして消費を増やさないのか、それが問題だ。

貯蓄が過去 10 年間で 16 兆円も増えている。それが資本市場に回っていない。資本

市場に入り込みやすい環境整備が要る。これは前回、氏家委員が指摘され、牛尾委

員も指摘をされたが、外国資本が日本企業の株を買っている。日本人が余り日本企

業の株を買わない。それはだれに責任があるのか。投資信託会社の宣伝の仕方にも

問題がありはしないか。外国株を中心に宣伝しているという印象だ。日本企業が優

良ならば、もっと日本企業を宣伝するべきだ。格づけ企業に働く日本人も日本企業

は身内として、厳し過ぎるのではないかと思う。 

ただ、高額所得者が資本市場に向かわないとすれば、一方で耐久消費財に向けて

もいいはずだ。おそらくそれも、高額所得者はそれなりの耐久消費財をすでに持っ

ているので、消費拡大には働きにくいとも思う。 

学歴間格差と世帯間格差は指摘があったが、もう一つ、地域間格差もある。それ

は教育でも同じで、教育にも地域間格差がある。 

昀高学府である大学も、伊藤議員の御指摘ではないが、経済効率を上げるには、

必ずしも時代の要請に適応していない。旧態然としている。冨山委員のお話は大変

面白かく、特に労働市場の移動はＭ＆Ａで集団移動になるというのはわかりやすい。

大学も、Ｍ＆Ａというとおかしいが、再編が要る。思いっ切りマネジメントのイン

センティブを入れる必要がある。特に独立行政法人、つまり国公立の大学の再編統

合が必要だ。そのさい、海外の優秀な若者を入れるという大目標をかかげ、高等教

育に資金を投下するべきだ。ＯＥＣＤ先進国の中で、日本の高等教育への支出は

GDP の 0.5％。ところが OECD 平均は１％だ。日本は非常に低い。 
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人材への投資の重要性は、みなさん指摘されている。教育界に優秀な内外の青年、

内外の研究者を入れるように、日本の大学の国際化が課題なのだ。日本の日本人学

者による日本の青年のためだけの大学ではなくて、日本に立地する大学ではあるけ

れども、内外の研究者、内外の青年のための教育研究機関に思い切って様変わりす

る必要があり、そのためには投資が必要だ。 

そうは言っても、こういう財政状況の中でどうするかということだが、ＯＤＡ予

算が使えないか。ＯＤＡも、一つは人材育成が目的だ。ＯＤＡは今年更に国際的な

順位を下げた。国際標準からすると、ＧＤＰの大体 0.7％が望ましい。日本はそれ

の半分にも達していない。 

ＯＤＡの対象である開発途上国は、水産業とか農業の知識やノウハウを必要とし

ている。東京的発想では、そうしたものは必要でないと見られるかもしれないが、

日本の第一次産業に関わるノウハウの水準は極めて高い。それが青年海外協力隊と

かシニアボランティアの需要を生んでいる。 

それらを活用するために、地方の大学は地域密着型に再編される必要がある。東

京志向ではなくて、地域密着型への再編だ。これまではどちらかというと東京、更

に東京の向こうの欧米という志向だったが、地域密着型大学に開発途上国の優秀な

人材を入れて、第一次産業を含めたノウハウを教えていくのがよい。 

それは同時に日本の国の将来の形ともかかわる。それは、法人税とも関係するが、

地方大学が産学協同や産官学協同がしやすいように、地域政府に課税権を差し上げ

るということだ。 

例えばスコットランドに、ブレア首相が、かなりの課税自主権も差し上げたはず

だ。日本でもできるはずだ。今は 10 くらいの地域分割案が出ているけれども、も

う少し大きく４～６つくらいの地域割りが適当だ。というのも、日本は大体カナダ

５つ分くらいのＧＤＰがある。昀低カナダくらいのＧＤＰ、すなわち先進国並みの

地域単位が望ましい。 

そういう地域割りだと、どの地域も先進国並みなので、国の権限・財源・人材が

活用できる。つまり、内政にかかわる省庁は地域に委譲し、ある程度の課税自主権

を差し上げる。スイスほどではないにせよ、法人税の高い地域と低い地域、住民税

の高い地域と低い地域のように、地域性を生かした産業構造の再編がそれによって

できることになるだろう。 

労働市場の非流動性といわれるが、実際上、非正規雇用者は派遣労働として、し

ょっちゅう流動している。しかし、非正規雇用者の可処分所得は少ないから、消費

は増えない。 

ともあれ、議論が大都市圏における経済メカニズムに集中しているように思う。

狭い日本というか、広く日本を見渡し、地域間格差を解消する方向での活性化案も

併せてお考えいただければと思う。 

（小島委員）いろんな貴重なお話を聞かせていただいた。私も実はどちらかというと現場

にいる人間としていろいろ考えているけれども、我が社は大体日本人の社員が

6,000 人いて、2,000 人以上の外国籍の社員がいる。 

人材育成に対する投資は徹底的にしなければいかぬという時代になってきてい

る。さっきから指摘されているグローバライズすることとこれほど急速に変わって

いく時代に、知的財産の創造力を高めてしっかり対応できるイノベーションができ

ていかないと、絶対に生き残れないという観点で、我が社が今やろうとしているこ
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とは徹底的な教育である。 

この教育というのは、従来終身雇用が当然みたいなつもりでいるんだけれども、

現場に行くとまたちょっと違ってきているから、しっかりとしたバリューの付く人

間を育て上げるのが我々の役目だと思っている。 

それから、外国の社員と話せば話すほど、日本の社員より勢いもいいし、日本に

来てもらったらいいなと思う社員がいるから、今かなり人事を回し始めている。回

し始めて本当に優秀だと日本の正社員にして、既にその例があるけれども、その中

で一番優秀な人は日本人を超えて昀初に昇格したという者もいるから、要するにグ

ローバルな目で人材を見ていかないといけない。 

社員教育については入社したときに英語は当然なんだけれども、今は必ず中国語

を勉強させている。そういうような人間を育てていかないと間に合わないのではな

いかという感じがして、やっている。そういうことの一方で、労働分配率を考える

と、給与を業績連動にして、できる限り業績が上がったときは給与が上がるように、

その代わり社員は業績に貢献できるようにという、昔からやっていることなんだけ

れども、これをもう一回繰り返し強化しながらやっている。 

日本の問題は可処分所得が若干増えたにしても、将来に対する不安が大きい現状

のままだと消費は絶対に増えないことだと思う。将来に対する不安がある限り、そ

んな簡単にお金を使わないというのが今の状況だから、やはりそこのところを政治

がしっかりして安心できる国なんだと国民が思えるようにするのがまずは一番大

事なのではないかという気が私はする。 

今のいろんな議論を聞かせていただきながら、もうちょっと広い目で見ていただ

かなければいかぬということと、個人個人が考えたことをしっかり受け止めながら、

次の時代のために何をやらなければいかぬかということを考えていくというのが

今の時代かなという感じがしている。 

（髙木剛氏）それでは、お時間をいただいて、提出資料の説明を行いたい。 

１ページ目、特にバブル景気と今回の景気を比較すると、経常利益のところは余

り変わらないけれども、名目賃金はこんなに違う。 

2 ページ目、この間、経営側の皆さんの経営のとらえ方に関する姿勢の変化があ

った。商法改正等もあったことを含め、これは５年前と現在と比較しているから、

もうちょっと前と比較してみる必要があるのではないかという感じもしている。 

３ページの分配率のところは統計の取り方の違いの問題もあった。これは 2004

年までしかないが、景気回復は 2005～2007 年まで続いており、大竹委員のおっし

ゃった調整過程論はもう過ぎかかっているのではないかという認識をしている。 

４ページの表は、生産性の上昇があるにもかかわらず、一人当たりの人件費のみ

が減少している。それに比べて役員の方々、あるいは１社当たりの配当額は大きく

増えている。 

５ページは、私ども連合が、中小企業に関する取引条件についての調査を昨年の

秋に実施し、中小企業の数は約三千社から返事をいただいた結果である。 

見ていただければと思うが、かなりのプレッシャーが大企業から中小企業に日常

的にかかっていて、中小企業は結構大変だということがわかる。配分に関わるとい

う意味で、労働者層の７割は中小企業で働いている。中小企業における配分動向は

中小企業の付加価値自体、分母が多くない。中小企業は労働集約的であるから、率

で見ると分配率は逆に上がったりしている。しかし、中小企業の労働者の労働条件
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はずっとかなり大幅に下がり続けているという状態である。 

６ページは、大竹委員がときどきお話になるジニ係数の話。所得格差を表すジニ

係数は、当初所得の格差が拡大していることを示している。これを補うために社会

保障や税によって所得再分配を行うが、税による所得再分配機能が低下しているこ

とがわかる。 

７ページは、年収 200 万円世帯の割合である。もう２割近くなっているというこ

とだ。この背景には、先ほど貯蓄の話もあったが、貯蓄も増える人はものすごく増

えているけれども、貯蓄率がゼロになっている世帯が４軒に１軒という意味で、貯

蓄の二極化傾向というのも非常に顕著だということを申し上げておきたい。生活保

護世帯、単身高齢者世帯等の生活保護比率は非常に高い。 

正規雇用と非正規雇用の関係。2005 年の非正規労働者数は 1,646 万になってい

るが、今は 1,740 万くらいになっている。この間、完全失業率も少しよくなった。

有効求人倍率も改善したと言うが、有効求人倍率が１を超えても正規の正社員雇用

の有効求人倍率は 0.6 前後がずっと続いていて、いまだに非正規労働者の拡大が続

いているということであろうかと思う。 

内閣府の「社会意識に関する世論調査」では特に 2006～2007 年で、教育、医療・

福祉、地域格差に不安をいだいている。今、川勝委員がおっしゃった地域格差の問

題等も非常に国民が悪くなっていると懸念を強めている分野である。 

何をすべきかということをお話するが、先ほど冒頭に植田会長からは、個人の見

解で話すようにというお話があったが、何十年、労働組合の仕事をやっているので、

個人と組織等の関係がうまく整理ができないことはお許しいただきたいと思う。そ

ういう立場で見ると、やはり昀低賃金が日本は低過ぎる。今、618 円が一番低い。

高いところで東京の 739 円くらいか。全国加重平均で 687 円だ。 

大竹委員と橘木先生が昀賃について、いろいろ討論されているＪＩＬＰＴの雑誌

を読ませていただいた。昀賃についてもいろいろと御理解いただいているんだなと

いう印象をもったが、１つだけ公正競争という観点が先生の討論ではなかったよう

に思う。 

是非、皆さんに御理解いただきたいのは、昀賃を昀初に求めたのは経営者だとい

うことだ。ヨーロッパでも、あるいは日本でも昀初は、いわゆる業者間協定という

ことで昀賃がスタートしておる歴史がある。日本の昀賃は今、先進国ではビリであ

る。 

昀賃を上げたら雇用が減るとか、いろいろと御議論があるが、有効求人倍率が低

い地域等では、その昀賃にパートタイマーの時間給等がぴたっと張り付く。そうい

う問題もある。 

割増賃金についても、割増賃金を上げたら時間外労働が少なくなるのかという議

論があるが、それはさて置き、日本人の時間外労働の価値がこんなに低い評価でい

いのかという問題意識もある。労働者保護というか、派遣法はかなり大幅に見直さ

ないとだめだと思っている。今の派遣法の中身はひどい。特に日雇い派遣、あるい

は派遣の形態としての専ら派遣等々は大幅に見直す必要がある。特に日雇い派遣等

は大きな問題である。 

12 ページだが、第一ネットというところが日本は雇用保険等である。第三ネッ

トは生活保護だ。この真ん中のところのネットがないのが非常に問題だと思ってい

て、例えば失業が長期化したときの求職活動中の生活保障みたいなものがない。訓
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練訓練と皆さんはおっしゃるけれども、訓練を受けている間も飯を食わなければい

かぬというところを見落としている。あるいは病気になったら医者にかからなけれ

ばいかぬ。その辺を補完する仕組みがないことが日本の問題点ではないかと考えて

いる。 

生活保護の中に含まれている住宅あるいは医療費補助等は、生活保護から外して、

こういう包括的な制度で考えていくというやり方もあるのではないか。 

グローバル化の関係ですが、今、プライベートエクイティーファンド、あるいは

ヘッジファンド等によるＴＯＢあるいはＭ＆Ａについて、労働組合の世界では世界

的に非常に大きな議論になっている。特にプライベートエクイティーファンド等は

非常に短期でハイリターンを求め、それがゆえに事業の切り売り、資産の切り売り、

場合によっては労使関係を否定するなど、いろんな問題点が出てきている。 

Ｍ＆Ａ反対とかいう意味ではないが、きちんとしたいいＭ＆Ａにしていただくた

めに必要なルールを作らなければならない。去年のハイリゲンダム・サミットでも

この議論を少ししていただいたと思う。この議論は継続的に、洞爺湖サミットや、

とりわけその前にある、労働大臣会合等で行うべきだと、各国の労働組合の側は考

えているところだ。ＰＲＩは機関投資家の資金運用において環境、社会、コーポレ

ートガバナンスの評価を投資意思決定に組み込むという考え方である。 

昀後に、人材育成は必要だが、雇用保障の考え方についてもいろいろある。これ

は経産省の産構審の基本政策部会で出された資料から抜粋してきたが、個人、人事

部長、経済学者や民間エコノミストの意見だ。少しずつ項目の立て方が違うが、構

図的には同じようなことが読み取れる。 

そういう中で、経済学者、民間エコノミストの意見というところが、他の２つと

は、特に企業の人事部長の意見等とはかなりニュアンスが違うなと。これはなぜな

のかなということを思っている。 

小泉政権以来、そのうちよくなるよ、あなたたちにもトリクルダウンしてくるよ

ということで、もうちょっと我慢をしろということで、ずっと我慢をしてきた。ち

っともトリクルダウンはしてこない。これはデフレのせいだと言って、今、大竹委

員からコメントもいただいたが、労働者への配分については、水道のタブを逆に締

め付けるみたいな印象さえある。 

昀近はステイグリッツに代表される、ワシントン・コンセンサス批判とか、新自

由主義経済論批判等が出ているが、今、労働組合の中でも国際的にそういう批判が

非常に高まっている。日本もそういう意味では、そういう流れの政策をずっと続け

てこられた。 

今日、福井委員がお見えだが、この低金利を足かけ 10 年か、もっとですか。こ

ういう政策の意味は、それぞれどういうふうに考えていったらいいのか。円高にな

ると悪いことなのか。円高はいい面もいっぱいあるのではないかという意味で、

我々の常識が世界の非常識になっているところもあるのではないか。そんなことも

懸念をいたしておるところだ。 

この専門調査会で国民に夢を与える報告書をおつくりいただくということで、み

んな非常に大きな期待を持っている。是非いい報告書をおつくりいただきたいと思

う。先ほど来、議論をお聞きしていて、ちょっと心配なのは非常にハイレベルの議

論になっていることだ。一億二千数百万人の中で六千何百万人が何らかの格好で働

いているわけだが、その中で、全部自前で自己研鑽が積めて、スキルを高く働ける

25


第４回「構造変化と日本経済」専門調査会 



人たちは、皆さんは何割を想定されて議論をされているのか。みんなで社会的に支

え合いながら、一緒に生きていかなければいかぬ国民がどれくらいの比率でおると

思って議論をされているのか。議論をお聞きしていて、その辺が心配だなという印

象を受けたので、失礼かもと思うが、率直に申し上げさせていただいた。お時間を

いただいて、ありがとうございました。 

（植田会長）ありがとうございました。１つだけ、大竹委員がおっしゃった内部留保が非

常に多いという点について、今日出なかった議論として、過去 10 年くらいの長さ

の期間で見ると、その前の時期に起こったこと。つまりバブル期に、余りリターン

が高くないところに過大投資をして、それは結果的には過大な債務でファイナンス

をしたということのツケを 97～98 年くらいからずっと払ってきた。貯蓄超過にそ

こからなって、債務を返済していった。一部は銀行セクターにもう一つ頼れなくな

ってきたということが、貯蓄や流動性の構造というところに多少行ったのかもしれ

ないが、いろいろと調整過程にあったというのはあり得るかなと思う。 

今日は、まとめは省略させていただくが、一言申し上げれば、労働分配率の話を

中心に取ると、現在の水準はものすごく低過ぎるとかいう議論というよりは、もう

少し起こっていることを、労働市場の流動化の辺りも中心に人材育成教育の辺りで、

前向きにとらえていこうという意見が多かったように思う。ただ、髙木さんからは

幾つか厳しい御指摘をいただいた。 

一方では、前向きにとらえるにしても、どういうふうに具体的に実現していくか

というのがまだまだ難しい問題がいっぱいあるということだと思うが、含めて次回

以降、引き続き御議論いただきたい。 

どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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