
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５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２５日(金） 14:00～16:00 

2．場 	 所：中央合同庁舎 4 号館 共用第 2 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 


会長代理	 小 島 明 社団法人日本経済研究センター会長 


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 


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 議 事 

○ グローバル化と内需の関係について 

○ 地域・都市について 


３ 閉 会 


（配布資料） 

○ 日本経済、その本質的な停滞の実相と新たなる発展のビジョン（冨山委員提出資料）

○ 参考資料（グローバル化／国内型サービス・消費）（内閣府） 

○ 参考資料（地域・都市）（内閣府） 
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（概要）

（植田会長）「『構造変化と日本経済』専門調査会」の第５回目の会合を開会する。今日は、

小島順彦委員と西水委員が御欠席だ。 

今日のテーマは２つあって、グローバル化と内需の関係、それから地域と都市と

いうことだ。昀初に、冨山委員にプレゼンテーションをお願いしてあるので、15

分程度でよろしくお願いする。 

（冨山委員）資料をご覧いただきたい。 

５ページに、産業再生機構で扱った 41 の案件がリストで載っている。何のため

にこれを載せたかというと、再生機構というものは実はいろんな業種をやっていて、

また地域の会社、サービスの数が非常に多かった。サービス業の問題であるとか、

地方の問題であるとかは、私は社会科学者ではないので、統計的に分析しているわ

けではないが、現場感覚的に相当な数をやっているので、その辺を踏まえていろん

な議論をさせていただきたい。それから、感じていた問題意識というものを共有さ

せていただきたいという趣旨でこの表を出している。 

それこそ田舎の百貨店からバス会社から、あるいは田舎のそんなメジャーではな

い旅館さんとか、皮のなめしとか、皆さんの日常生活では余りなじみがないような、

それこそ所得階層的には非常に厳しい立場で仕事をしているような産業、あるいは

企業規模、そういった会社も扱ってきている。 

それを踏まえた上で、次のページに大体私自身が実際の現場の経験から感じてい

る、大きな５つの論点を挙げている。 

１つ目が、経済政策に関わる議論の水準の問題、これは大前提だけれども、そう

いうことを感じたことがあったので、それが１つ目。 

次に競争市場メカニズムの深刻な不全と書いているが、非常にわかりやすく言う

と今の格差問題といわれている中に、むしろ市場の機能不全、あるいは市場外的要

素から生まれている格差の問題と、市場競争の結果として生まれている格差の問題

が、実は日本の場合ごちゃごちゃに存在していて、これが十把一からげに議論され

ているような気が私はした。現場の感覚で言うと、ごちゃごちゃになっている。 

私が思ったのは、いろいろ腹が立つことがあったり、このやろうと思ったことが

あったほとんどは、どちらかというと市場外的要因から生まれている格差の方であ

って、これこそが極めて不公正で、深刻で、固定化された格差だと私は思っている。

これは統計的になかなか証明できないが、その辺はどういうことがあるのかという

ことをお話したい。 

そして、これはもうこの調査会で既に議論されているところで簡単に触れるが、

グローバル企業成長とＧＤＰをどう整合させていくかという話だ。 

それから地方企業と地方経済の問題。実はこの問題は、中小企業の問題とサービ

ス業の問題と非常に重なり合っている。ほとんどイコールに近いぐらい重なってい

る。 

昀後に人材資本に関わるもの。そんな順番だ。 

次のページで、１つ目の経済政策に関わる議論の水準の問題が、この調査会のレ

ベルだと、こんなことは当たり前だが、ただ実際再生機構という官の立場で仕事を

してみてつくづく思ったのは、どんないろんな批評、批判がされるかというと、非

常に低劣なレベルの批判、批評が多くて、２つの原理主義から日本はたたかれるわ
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けだ。一方は、ケインジアン的な人からぐちゃぐちゃ言われて、一方は、相当古め

かしいフリードマン的なことを言う人がいて、再生機構は両方から非常に怒られて

いた。 

これは、そういう枠組みの議論なのかとつくづく思うことが多くて、むしろ市場

に関する経済政策の焦点は、それこそ行動経済学であるとか、インセンティブ経済

学的な視点から、制度論、あるいは市場で起きた失敗をどういうふうにマネージす

るのかというのが主要な議論であって、今から市場か政府かという議論ではなくて、

国民と政府が市場経済をいかに国民福利に資するように使いこなすかが大事な視

点なわけで、なかなか成熟した議論がされないところが、日本のある意味では大変

なところかなとさえ思った。 

次のページに、では具体的にどんなところに問題があるのかということで、市場

政策に関わる市場政策の要諦として、１つは市場参加者がよりフェア、効率的、合

理的に行動する整合的な動機付けを与えるというのが昀大のポイントだ。 

もう一点は、将来にわたって市場参加者の予測可能性を高めるというのが、非常

に重要になるわけだが、果たしてそういうふうに政策はつくられているだろうかと

いうのは、正直疑問を感じることが少なくなかったし、あるいは規制運用というの

は、事実上の判例法的な法創造効果を持っているけれども、そこでろくな法創造を

してきたのかという問いがある。私自身が当事者だったので、カネボウ粉飾事件に

おける上場廃止のときの議論の水準の低さというか、当時の東証の出した判断基準

のお粗末さ加減というのは、スレートに言ってしまうと相当お粗末で、彼ら自身が

日興事件で自分で自分の首を絞める結果になっていたりするとか、ブルドックソー

スの昀高裁判決も、ブルドックソースが勝とうがスティールが勝とうが、実は市場

参加者からするとどうでもいい話であって、どういう基準、枠組みでそれが提示さ

れるかの方が大事だ。そういう意味でいうと、大変残念ながら昀高裁判例というの

は相当程度が悪い。 

Ｊパワー問題は、余りにも生々しいので言わない。 

ということで、これはどこから来ているかというと、残念ながら政策立案、ある

いは審判役に、市場参加者がどういうふうにこれを理解するかということに対する

深い学識経験のある人間がほとんどいない。それから、トップクラスの市場参加経

験者がほとんど日本の場合にはいない。だから、素人の裁判官が判決を書かざるを

得ない状況が生まれる。これはやはりまずいだろうというのが、正直な感想だ。こ

れは多分公務員制度の議論と絡むが、これがまず１つ。 

次に、競争市場メカニズムの議論だ。これが深刻な不全を起こしているというこ

とだが、割とナイーブな市場原理主義的に言うと、とにかく競争によって自然に優

勝劣敗、淘汰がされていて、どんどん非効率なプレイヤーがいなくなる。あるいは

それを規制が妨げるんだから、規制をどければそれがいなくなると考えがちだが、

これはまさにインセンティブ経済学的に分析すると、今の日本で個別企業が現実に

市場の力だけでスムーズに退出することはほとんどない。だから、普通はこの優勝

劣敗と淘汰再編の間にゾンビ企業が放っておくとたまりやすいようなインセンテ

ィブが個別のプレイヤーに働く。 

例えば、いわゆる再生会社で具体的に考えていただきたいが、経営者、株主に退

出するインセンティブはほとんど働かない。倒産状態で、例えば会社更生法を申請

しますと、株は紙切れになります。株主のガバナンスといってみても、当然株主に
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そんなインセンティブは働かない。株主のガバナンスの下にある経営者もそんなイ

ンセンティブは働かない。それから、取引先にもそんなインセンティブは働かない。

そこで働いている人にも、当然働かない。したがって、放っておくとゾンビになっ

ていく。なので、アメリカやイギリスを始めとするアングロサクソンの国で、いわ

ゆる会社倒産法制というのは急激に進歩した。要するに、退出するインセンティブ

をどう与えるかというのが、実は倒産法制の昀大のポイントである。 

そこは日本も大分追い付いてきてはいるが、ただ現状まだまだ不十分だし、むし

ろ退出させないインセンティブをいろんな政策で働かしているケースの方が多い。

これはまた後でもう一回詳しくやる。 

次にガバナンスの議論、これは既に申し上げたことなのでくどくど言わないが、

要はガバナンスは必要だということはだれも異論がないんだが、ではどうやったら

実効的なガバナンスというものを確保できるのか。社会、企業、あるいは資本主義

のシステムの中にということになる。 

かつて、恐らく日本の大手企業の場合は、メインバンクガバナンスと官僚ガバナ

ンスだったんだと思う。今日、今さらそんなやり方はないわけだから、結果的にエ

クイティーガバナンスだということになるのだが、次の問いは、エクイティーガバ

ナンスがどれだけの洗練度とどれだけの実効性を確保できるかという問いだ。 

次のページで、以前、氏家委員の方から、資本市場の資源再配置における非常に

重要な役割というお話があった。それは全くそのとおりであって、そういった観点

からすると、次のページに書いている株式の売買回転率、要は時価総額に対してど

れだけ何回も株が回転したかという流動性の指標だ。流動性が高いということは、

資源の再配置がスムーズにいくということなので、これはすばらしいことだ。回転

率は高い方がいい。 

ところが、次のページに、その逆数を取ってみると何が出てくるかというと、株

主の平均保有期間だ。これは世界のどこの市場でも現状 10 か月前後になっている。

ということは、株主が１つの会社に滞留する時間が短くなるということだ。 

さて、これはガバナンス上どう評価すべきなのかという、実は非常に難しい問い

を提示している。要は統治をされる側からすると、抽象的には株主がずっと連続し

ているのだけれども、具体的な株主というのは、10 か月やそこらでいなくなるも

のだ。 

そういった人たちに、ではガバナンスの本質は昀終的にどこがやるかというと、

また１ページ飛ばしていただいて 14 ページ目に赤字で書いてあるが、再生機構の

仕事をしてみてつくづく思ったのは、ガバナンスの昀終的な本質は、経営者、経営

陣の首を切る権能だ。あるいはその権能から発生する緊張感だ。そうすると、昀近

来てすぐいなくなってしまうような者に首を切られるのはどうなんだという思い

を、経営者ないしはその下で働く従業員が持つのはある意味では自然なことであっ

て、この問題をどうするのかというのは、結構重い問いだ。これは実は世界中の資

本主義が今、直面している問題で、私自身は、13 ページ目に書いてあるが、上場

企業に関しては、これは非上場もそうだが、基本的には資本民主主義以外に企業統

治という原理はないと思っている。これは、まさにチャーチルが民主主義は昀低の

政治制度だけれども、それよりましなものを発明してないだろうと言っているのと

同じような意味合いにおいて、多分これが現状考える昀良の統治だ。問題は、矢印

の下に書いてあるが、人的資本、知的資本に富の源泉がシフトしていく知識集約産
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業の時代に、どうやって金の出し手である資本家による民主主義を基本としたガバ

ナンスを有効に機能させるかというのが、実は本当の問いだ。 

皆さんが村上世彰君に感じた、何となく違和感とか、いろいろ出てくる、いわゆ

る投資家と会社側の違和感というのは、実はこの問題だ。この時間軸の不一致とい

うか。そこに私は一番底流があると思っている。 

だから、永久に持つということを宣言して、実際ずっと永久に持ち続けているウ

ォーレン・バフェットに違和感を感じている事業経営者はいないはずだ。だから、

この問題をどう解消していくのかというのは、取り分け、この知識集約の時代は会

社の中にいる人的資本の力が増すので、これをどう解いていくかというのは、まさ

に今のＹａｈｏｏとマイクロソフトの問題が典型的に提示しているわけだけれど

も、要はマイクロソフトが来たときにＹａｈｏｏのコア人材がみんなＧｏｏｇｌｅ

に移ってしまうかもしれない。その中で資本取引はどういう意味を持っているのか

という問いだ。これは、実はそう簡単に答えが見つからないし、再生機構の仕事を

しているときに、一番苦労したのはこの点だ。再生会社を買収するにしても、売却

するにしても、これが一番苦労した点だ。 

その脈絡で 15 ページに飛んでもらって、裏返して言うと、このＭ＆Ａの問題も、

ついつい資本市場現象、資本取引現状としてＭ＆Ａはとらえられがちだが、実は知

識集約時代のＭ＆Ａというのは、実は人的資本の集団として人的資本の売買をして

いる側面が非常に強い。設備の売買というよりは、人的資本の売買という色彩が非

常に強くなるので、まずそのことを十分認識しなければいけないということと、実

はそういった意味で言うと、日本というのはまさに人的資本で経済の競争力を支え

ている国であるので、日本でこそこのＭ＆Ａは大事だ。人的資本の再配置をスムー

ズにやっていく上で、例えば一人ひとりがどんどん転職するというモデルは、余り

日本では発展すると思っていなくて、むしろ、Ｍ＆Ａというやり方を通じて集団転

職をして動いていく方がはるかに有効だし、実際に人的資本の価値というのは日本

の場合集団に帰属している場合が多いから、そうすると集団の価値を壊さないで移

るという意味では、実はＭ＆Ａというのは非常に重要な手法だ。 

これは、むしろそういった意味でもっと洗練された、前向きの議論が展開される

ことが望ましいと思っている。 

以上が競争の議論だ。 

次がグローバル化の問題だ。これは 17 ページ、表題 15 だ。これもこの調査会で

何度か議論されているが、内需か外需かという区分で、どうしよう、こうしようと

いうのは、やや加工貿易立国、要するに製品市場はすごくグローバルになっている

けれども、人材市場、資本市場がグローバルでなかった時代の議論のような気がす

る。今、それがすべて同時にオープンになっているので、したがって、どういうや

ってグローバル需要を指向していくかが問題になるわけだ。 

前回、連単ギャップの拡大という議論があって、伊藤議員から、数字はどうなっ

ているんだという質問があったので、とりあえず私の方で用意してみたのが、23

ページに東証上場企業の連結収益と単体の利益の比較だ。やはりこれは圧倒的に連

結の方が伸びている。 

次のページに、これは小島明委員さんがいらっしゃるのでお許しいただきたいが、

日経のものを転載させていただいたが、これは日経さんの方で調べられた営業利益

に占める海外比率の数字だ。 
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次のページに、代表的なグローバル企業、要は業績が非常に好調なグローバル企

業の地域別営業利益推移を出している。牛尾委員の会社も勝手に引っ張り出してい

るが、この１ページ目は、どちらかというと国内は余り伸びてない、むしろ減って

いるけれども海外は伸びているという幾つかの事例だ。これは見事にそうなってい

る。だから、外外だ。外でつくって外で売っている部分が非常に伸びていることを

表している。 

次のページが、どちらかというと、外外も恐らく内外、だから、輸出の方でも伸

びていて外外でも伸びているという会社が、コマツ、トヨタ、村田を出している。

ただ、これも内外まで外と考えてしまうと、実は非常に外に依存している部分が大

きいわけだ。流れとしては、この（２）よりも（１）、だから、外外で行く会社の

方が恐らく増えていく。御存じのように、むしろ外国で投資している。生産設備に

も海外で投資している状況が増えていくので、恐らく典型的にはウシオ電機さんの

ようなパターンが、今後は増えてくるだろうということで、これをどう家計の豊か

さに結び付けるかというのは、どう考えても重要なイシューになるということであ

る。 

また 17 ページに戻っていただいて、要は内内だろうが、内外だろうか、外外だ

ろうが、外内だろうが、いずれのパターンでも、あるいは一次産業だろうが、二次

産業だろうが、三次産業だろうが、どの産業分野でもグローバル成長の果実を日本

国民の所得と資産の増加に結び付けるためにどうしたらいいだろうというのが、真

の問いであって、要はどのパターンもニュートラルに経済価値を取り込もうと思っ

たら、これは国は開いていくというか、フラットにしておかないと、必ずどちらか

にバイアスがかかるからうまくいかない。だから鎖国ごっこというか、攘夷ごっこ

をやっている場合ではないという気が正直する。 

次の 18 ページ目の 16 だが、例えばグローバル指向でものを考えたら、どういう

発想に変わってくるかということだ。例えば製造、ものづくりですり合わせが非常

に強い。あるいは集団的知識集約的なものづくりが強いんだというふうに、もし日

本社会の特徴を位置づけるのであれば、少なくとも国民の労働所得という観点から

すると、比較的高付加価値の雇用者を生み出すような日本の一流メーカーが、その

マザー工場を国内にすることをどうエンカレッジするかということが本来政策課

題になるべきだ。単純に日本のメーカーが成長することが、すなわちこれには必ず

しもつながらない。 

もっと言ってしまうと、世界中の有力メーカーが日本でマザー工場をつくればい

いではないか、ＧＥだろうが、ボーイングだろうが、どこでもいい。日本に持って

来てくれればいい、そこで日本人を高い給料で雇ってくれればいいわけだから、そ

う考えるべきだと思う。 

また、同じようなことが環境技術の議論でもあるわけで、環境技術がすごいと言

っても、それが別にもうかることと直結しているわけでは決してないから、したが

って、どうやったらビジネスドメインとしてもうかるモデルに統合転化することを

エンカレッジできるか。あるいはそういう国際ルールを仕掛けてつくっていくかと

いうことになる。 

例えば日本が資本集約というのは得意ではない、どうしても資本市場が、リスク

マネーが発達しないでしようがないということであれば、例えばものづくりや環境

を知識集約型のサービス業に転化して、それを世界中に展開することもあり得るわ
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けだ。要は経営戦略という世界ではマッキンゼーやＢＣＧは世界中でお金儲けをし

ているわけで、ものづくりも経営上の一つのプロセスだから、それをサービス業に

転化して世界中でお金儲けをしてもいいわけで、それをどうエンカレッジするかと

いうのも、政策たりうるべきなので、ついついいいものをつくって輸出しようとい

う発想になるのだが、私は少し違うような気がしているということだ。 

以下、以前出てきた議論のバックアップ資料が続くので、これは今日は飛ばす。

27 ページ目、表題 25、地方企業と地方経済の問題に入っていきたい。 

これはサービス産業の生産性ということで、私どものようなミクロで事業経営を

やっている立場で、この生産性をどう見ているかというと、これは割と単純で、コ

スト分の売上ということに突き詰めて言うとなるわけだ。どれだけ少ないコストで、

どれだけ高い売上をつくるかというのが生産性になっていくわけだ。従来、これを

高める議論としては、一方では市場制度改革ということで、どういうふうに規制を

改革していくかという議論がされていたし、他方でＩＴ等々の技術革新がされてい

るわけだ。 

ただ、この議論はよく考えなければいけないのは、産業の持っている経済特性と

いうのがあって、これはすべての産業一様ではない。サービス産業をたくさんやっ

てつくづく思ったのは、サービス産業においては密度の経済性が非常に大きな意味

を持ってくる。単なる規模ではなくて密度だ。 

というのは、多くのサービス産業は価値の生産と消費が同じ場所で行われる。同

時同場性に縛られる。勿論それを開放するためにＩＴとかの技術が入ってくるわけ

だ。部分的に開放できるのだが、ただどちらかというと開放されない部分の方が、

付加価値構造の中では多い。 

したがって、どうしても分散的傾向が強くなるし、多くの場合は稼働率型、例え

ばホテルもみんなそうだけれども、どう稼働率を上げたらいいかというところが、

非常に勝負の中で、これは交通機関がそうですけれども、そういうビジネスになっ

てくる。 

その中で、勿論いろんな要素が大事なのだが、実はかなりこういった特性を持っ

ている産業においては、市場制度とか競争制度をどうつくるかというのがすごく重

要で、単に規制緩和したからといってもすんなり生産性が上がらない難しさがある

ということを述べたい。 

ここでも労働集約型が多いので、人的資本の議論が大事だ。それから、地域の問

題とまたかぶるということだ。 

次のページ。こういう密度の経済性が多かれ少なかれ効いてくるような事業分野

というのは、例えばいろんなプレイヤーがいて、横軸に規模をとって、縦軸に収益

性・効率性をとりますと、大体Ｖ字になる。中途半端な規模になってくると、むし

ろ密度が薄くなって不経済になって、効率が下がる。それをある程度死の谷を越え

ていくと、今度はナショナルなレベルでの規模が効き始めるとか、物流とかＩＴと

かの、かなり集中的な投資が国という単位、地域という単位、あるいはグローバル

な単位だと、今度はだんだん規模の世界に入っていくが、ただ数的には圧倒的に左

側の世界が多い。 

そうなると、要は中途半端なところにどうやって行かせないかというのが、生産

性向上上大事なわけで、そうすると右に上がって行ってもらうか。むしろ左の方で

密度をちゃんと追及してもらうかということになる。 
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そうすると、裏返して言うと、実はここでは資本市場の規律というか、これが実

は大事になる。この後でもう一度申し述べる。 

もう一つは、都市化が進むことによって基本的な社会経済の密度が上がるので、

このＶ字の谷が上の方に上がっていく。だから、これが生産性が上がることにつな

がるわけだ。だから、１回目に西川審議官に代読していただいたが、実は地域密度、

都市化というのは非常に重要なイシューになる。 

次の 29 ページ、表題 27。サービス業の多くが、密度の経済性ということと同時

に、固定費型、稼動率型の特性を持っている。交通サービス、物流、あと店舗を持

つような小売業、病院のような施設を構えなければいけないような医療・介護サー

ビス、宿泊業もそうだ。こういったタイプの産業は、比較的限界供給曲線が余り大

きく上がってきません。ほとんどが固定費になっているので、割とフラットだ。そ

れで需要曲線は普通に右肩下がりになるが、こういう状況下で規制があると、この

線の右側が存在しなくなるので、結果的に生産性が高く見える。あるレントが発生

しているのだけれども、これを取り払うと、みんなだっと落ちていく。だっと落ち

ていくのだが、なかなかゼロに近いところでも頑張る。要は空気運ぶよりは 100

円でもいいから人を乗せて運んでしまえということが起きる。 

では、こういう状況下で、どういうふうに淘汰、再編を起こしてくるかというと、

やはり本来は資本市場の役割だ。資本市場は、どんな産業であれ、マージナルなプ

レイヤーに対する資本コストは高くなるはずなので、こうやって右肩が上がるので、

ここから上の人の方に淘汰が起きるのだが、こういうことを言うと怒られるかもし

れないが、日本では非常に弱者保護型の金融支援制度が充実しているから、これが

上がってこない。むしろ下がってしまったりする。大手の競争力のある交通機関よ

りも、すごい苦しいところの方が資本コスト安かったりする。いろんな公的金融機

関で、安くいい条件で借りられてしまったりするので、これがむしろ下がってしま

ったりする。だから、実は資本市場の方にも退出圧力が働かないという問題に加え、

個人保証制度等々が日本の場合は一般的なので、今度は経営者自身もいろんな連帯

保証とかをしてしまっているので、死んでも辞めないぞという構えになるので、こ

こでも退出に対して負のインセンティブが働いているケースがほとんどだ。 

次のページ、その結果どうなるかというと、さっき申し上げた供給曲線は、むし

ろ短期限界費用だ。長期限界費用は短期よりも高い。要するに、長期限界費用とい

うのは、そこに設備更新や研究開発やＩＴ投資が含まれている限界費用なのだが、

この下側のところでみんな頑張り続ける。過当競争を続けながら、産業クラスター

として長期的競争力を失い、なおかつ低生産性にあえぎ続けるという現象が起こり

がちだ。 

例えば小売業の世界で言うと、かつて大店法規制があったから、私どもダイエー

をやってつくづくよくわかったのだが、大店法規制下で出した店を退店するにはも

のすごくお金がかかるようになっている。いろんな協定を地域と結んでいるので、

１億や２億円の赤字だったら店を閉めない方が得だ。大体閉店にはすぐ２けた億円

かかる。要するに、退出コストがめちゃめちゃ高いので、頑張り続ける。小売業の

経営者をそこであほだと言ってはいけないのであって、合理的なのだ。だから、ダ

イエーの場合も、とにかくぎりぎり突き詰めて閉められたのが、やっと 52 店舗だ。

あれ以上は経済合理性がない。そういう問題だ。 

そういうわけで、これをどうしていくのかということで、私個人の意見としては、
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やはり早めに退出するインセンティブはつくっていかないと。なかなかこの世界は

思ったように規制緩和がそのまま生産性の向上に結び付かない。あるいは結び付く

前にこういうことが起きてしまって、いろいろ悲惨な事件が起きるので、やはり市

場経済はいけないんだというような、やや情緒的反発が出てくるので、これをどう

するかということを考えないといけないし、弱者救済的な金融支援は本当の意味で

の弱者救済になっていない。その結果として、ものすごい低賃金で悲惨な思いをし

て働く人たちを増やしていると私は思っている。 

一方で、ではオーナー経営者やそこで働く人材という個人をペナライズする必要

はないわけで、彼らが担う事業や個人はＭ＆Ａ等によってスムーズに再生、再利用

していけばいいわけで、その一方で会社を救済する必要は必ずしもない。ここはど

うも日本の政策体系がごちゃごちゃになっている場合が、余りにも多い。どうも何

とか企業庁のやっている仕事は、結果的にほとんどこれがごちゃごちゃになってい

る。 

あと稼働率の向上は、空間的、時間的密度の向上が問題なので、空間面では都市

化の促進、これは前に申し述べた。あと時間軸においては、やはり海外客を含めた

平日のインバウンド顧客を増やす以外には、生産性はなかなか上がってこない。例

えば観光業で言えば、一生懸命大都会からお客さんを引っ張ってきても、基本的に

ほとんど一泊だ。複数泊しない。あと平日には泊まってくれない。相当マイナーな

旅館でも、土日と盆・暮れ・正月は、基本的にほとんどいっぱいになります。です

から、こういう発想にならないとしんどいということである。 

今度は地方の問題だ。地方固有の問題として次のページに挙げているが、地方が

今、苦しくなっている要因として、勿論環境要因がたくさんある。これは本当に気

の毒な状況があることは事実だ。しかしながら、あれだけたくさんの地方の案件を

やってみて、自己要因もはっきり言ってあると思った。地方というのは、もう恐ろ

しく世襲的な階級社会だ。これもなかなか国会議員の先生は言いにくいが、私は関

係ないのではっきり言ってしまう。恐ろしく世襲の固定化された階級社会だ。均衡

あるばらまきが均衡ある既得権階級を一つの社会階級として日本中につくり上げ

てきている。これは間違いなくそうだ。 

上流階級というのは、ほぼ政治家も含めて世襲されているので、もうこれは固定

化されているが、残念ながら平和で豊かでいい時代が続いたので、階級的には明ら

かに劣化している。逆に平民階級の優秀な人、要するに普通の平民の子どもに生ま

れた優秀な人は、みんな都会へ流れていく。したがって、番頭モデルというのは、

今、地方では成り立たない。昔であれば、中学、高校を卒業して、家が貧乏だった

から大学に行けなかった優秀な人が地方にはいっぱいいた。そういう人が丁稚のよ

うな形で地方企業に就職して番頭になっていましたが、私どもがやった地方案件で、

そういったぴかっと光るような番頭がいたケースはほとんど皆無だ。考えてみれば

みんなそうだ。今、東京で活躍している人は、３代前にはみんな地方出身だったは

ずで、みんなこういうところに来てしまっているわけだ。 

ということで、３つ目のポツだが、私は地域内格差、地域の中における固定化さ

れた階層構造をぶち壊さないと、優秀な人材は地方には絶対に行かない。とにかく

地雷を踏まないために、もううちの人間も地方に行って大変だった。大変ややこし

いボス社会なので、あちこちに地雷が埋まっている。地元のボスにあいさつする順

番を１つ間違えただけで、１年ぐらい尾を引く。そういう難しい社会なので行かな

9


第５回「構造変化と日本経済」専門調査会 



い。だから、地域内の構造改革は絶対にやるべきだ。 

それから、やはり地方分権、地域主権化によって、地方の政府の仕事を面白くし

ないと、そこに多様性を持たせないと。面白くないところにいい人材が行かないと

思う。 

あと、Ｍ＆Ａに関して一言触れるが、地方というのはまた地域内ナショナリズム

のすごいところにあって、再生機構が会社を売却するときに一番困ったのは、とに

かく県内資本に買わせろという話がやたらにうるさい。でも、県内資本でやってい

る限りは、人材は流動化しないし、優秀な人材が入ってこない。だから、こういっ

たいろいろな問題があるので、私は国土の均衡ある発展というのはもう卒業して、

国土の多様性とめり張りのある発展にモデル転換した方がいいと思った。 

ちなみに、次のページ以降、地方に関する幾つかの面白いデータ、もう既にお出

ししているものもあるが、次のページで、地方の人口は過疎というが、地方の人口

は戦争の終わりから終戦直後の時期に大爆発している。戦争という非常に不自然な

理由で大爆発して、そこから実は完全な調整が進んでいないので、過疎というのだ

けれどもいつと比較して過疎と言っているのか、正直言って疑問に感じている。 

あと、34 ページに行くと、都市化の問題、日本は都市化率が低いというデータ

だ。 

35 ページ目、むしろ都市化の進んでいるところの方が食料自給率は高い。だか

ら、都市化を進めていくことが、何か知らないけれども自然を破壊するようなこと

を言う人がいるけれども、データはむしろ逆の数字が出ている。 

38 ページ目、公共部門との重複性の問題に一言触れておきたいと思う。地方の

サービス産業の多くのは、公共サービス的要素を内包している。典型的なのが路線

バスとか、そういった会社だ。これは民間企業が公共性を担っているパターン、官

民が重複してサービス提供しているパターン、それから三セクが担っているパター

ン、結果的にどういうことが起きているかというと、市場からの疎外、要するに民

間がもっている悪い面と公共部門の非効率性という悪いところ取りになっている

のがほとんどだ。中途半端な官民協働は、だいたいこういうことになるのが、もち

ろん本来は逆にねらってやるのだが、いいとこ取りをねらうと大体悪いとこ取りに

なるのが人間性の現実だ。 

結局答えは「市場化テスト」の徹底と既得権者の生活保障、所得保障の問題だ。

私たちの案件で１つあったが、これは九州産交だけれども、公営バスがもろに競合

していて、実は公営バスが一番もうかるところを走っている。なぜか民間のバスが

田舎の過疎地を走っている。 

その理由は、40 ページ目を見ていただくとわかるが、キロ当たりの原価が公営

バスは大体民営バスの倍だ。要するに、公務員の給与体系が大変高いお給料をもら

った方がバスの運転をされているからだ。したがって、公営バスというのは公益性

を支えるために存在しているんだという強弁をはく人がいまだにいるが、したがっ

て、それを過疎地に走らせると行政コストが高くなるので、地方自治体は合理的な

行動を取るわけで、公営バスは過疎地を走らせない。民間に補助金を出して民間に

走らせる。そういうことが日本中で起きている。我々の案件はすべて例外なくそう

だった。 

ちなみに民営と公営、民営のキロ当たり原価で公営・民営連結して全国で一路線

バス会社をつくると黒字になる。だから、ここで出している行政コストは非常に小
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さくなる。こういうことが起きているというのが地方の現実だ。 

だから、結局この問題は、公営バスを運転している運転手さんの既得権益をどう

するのかという問題だ。 

42、43 ページに幾つか書いてあるが、まとめて申し上げると、地元密着型の密

度の経済性が強いタイプの地方のサービス業の多くというのは、まじめに専守防衛

できっちりやるべき経営をやれば、多くの場合黒字にはなる。だから、再生機構は

地方案件でほとんど損しなかった。これはなぜやらないのかという問いだ。ただし、

やろうとするといろんな問題とぶつかることもわかっている。 

43 ページ、やはり地方の問題はお金の再配分より人の再配分だ。人のいないと

ころにお金をばらまいても、砂漠に水をまくような話であって、むしろ既得権構造

を再生産、再強化するだけなので、やはりどうやったら優秀な人が地方に行くのか

ということを軸に、私は政策を論じるべきだと思う。 

今の産業社会、資本主義の社会というのは、人材があるところにお金は自然に集

まってくる。これは絶対に集まってくる。 

あと、人材に関わる問題、44 ページ、表題 42 だ。要は知識集約産業の時代にお

ける人材市場戦略とは何ぞやということに尽きると思う。この時代は、一方ではい

や応なしにグローバル化、フラット化が進んでくる。マネーの基調は慢性的な過剰

流動性があるのも事実だ。他方で人材、特に知識価値を創造する人材、これは集団

も含めてだ。ものづくり集団も立派な知識人材だ。知識人材は常に世界的な供給不

足だから、したがって、富はエッジのきいたエリア、特長ある知識人材の集まると

ころに集まってくる。シリコンバレーもそうだ。ある意味ではシンガポールもそう

いう流れの中に乗っている。 

日本は人的資源のみが頼りだから、日本の地域特性、文化特性、社会特性に立脚

したグローバルスケールの人材集積をどうするかがポイントになるわけで、こうい

うことをすると、すぐにイノベーション人材をみんな想像するのだが、それは別に

すり合わせ人材でもいいわけであって、あるいはおたく、クリエーティブ人材でも

いい。要は、価値を生む人材であればどれでもいいわけだ。したがって、それをど

うするのかということで、とういうことは、どう考えても人材市場は世界に向かっ

て開かれるべきである。 

それから、東京、京都といった野心的な若い知識人材にとって、これほど魅力的

で、安全で、すばらしい競争相手がいる文化大都市はない。今ところ絶対に競争相

手はいない。多分当分いない。こんな政治的に安全で、平和で、食べ物がうまいと

ころは、あれだけミシュランの３つ星がそろうなんて、世界中で東京だけだ。多分

京都もそうだ。やれば京都もいっぱい星を取るだろう。だから、ここでスーパー特

区でも何でもやって、思い切って人を集めてしまえばいいではないかと思う。です

から、アジアゲート・ウェイの議論も昀近下火になっているが、勿論もう一回やる

べきだし、特にアジアの知識人材を集める、それから国内の知識人材が流出しない

インセンティブはもっとちゃんとやるべきではないかということである。 

46 ページ目、表題 44、再生の修羅場から学んだこととして、日本の病理の根源

と書いているが、格差問題がいろいろ言われているが、根底にあるのは何だかんだ

いって競争力の低下なのだと思う。今までの構造改革は既に存在したものを顕在化

させた部分があるかもしれないが、それ以上に、実は不公正で固定化された格差と

いうのは、世代間の格差であるとか、既得権益の内外といった、むしろ反市場経済
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的な領域に、今でもたくさん存在していると思う。さっきの民間のバスの運転手と

公営のバスの運転手さんの格差、こんなものはどう考えたって不公正で不条理だ。

本来、これを破壊するのが構造改革だと思っていて、そういう意味でいうと市場

機能を阻害する規制、非効率な所得再配分システム、大体所得再配分というのは、

必ずその周りに既得権構造をつくる。そこでお金が動くから、その周りには絶対に

既得権益が形成される。どんなやり方をしてもそうなると私は確信している。した

がって、その周辺に形成された既得権益構造の改革と破壊はまだまだ必要だと思っ

た。これは現場感覚だ。 

次のページは申し上げたことなので深くは触れないが、私自身はここに挙げた４

つの要素が一つのキーワードになっていくのかと思って書いている。政府・公的部

門の役割をどう見るか。 

市場補完というのは、私は金の配分よりも人というものを軸に考えていった方が

いいのではないかと思う。むしろ人材資本の方が現状、市場機能が必ずしも十分機

能しない。あるいはもともと機能しにくい市場であるというのは、まさにマルクス

が指摘したとおりであって、これをどうするのか。 

経済成長のドライバーは、やはりグローバル需要と知識需要だと思っている。 

国土の発展は、均衡よりもめり張りと多様性だと思う。 

昀後の昀後に、この前、植田会長からリスクの議論があったので、ここも勇気を

持って書いてしまったが、結局これは今、我々が直面している昀大のリスクは、あ

る意味では政治的なリスクなのかもしれないが、格差問題に対する勇気と忍耐力だ

と思っている。 

繰り返すが、反市場経済的要因から生み出される格差と、市場経済化がもたらす

格差、これは２通りの格差がやはりある。どう考えても現場ではこの両方が存在し

ていた。反市場経済的要因から生み出される格差というのは、実は処方箋がある。

規制改革であり、公正競争行政の強化であり、所得再配分というものを効率化、合

目的化して、むしろ本当の政府にだけそれをやる、あるいは世代間負担の公平化と

いった処方箋がある。ただ、これは恐らく政治的、社会的軋轢というコストを払わ

なければいけないという問題だ。 

それでベネフィットは、不公正かつ固定化された格差の解消であり、市場の創造

による成長の底上げになる。 

逆に市場経済化がもたらす格差というのは、実は処方箋が極めて、これは今日の

先生方にとっては釈迦に説法だが、難しいわけだ。これはもう福井委員の受け売り

だが、グローバルスケールで相対コスト平準化の原理がもたらす賃金格差というの

は、これを仮に所得再配分で何とかしようということをやると、必ず成長力の低下

と空洞化が起きる。そうすると、きっと日本経済は貧困化していく。ベネフィット

は、何かというと、逃げ切り世代の安心感と軋轢の一時的緩和ということに尽きる

わけだ。 

市場経済化がもたらす格差の中で、競争による所得格差の議論は、結局競争力を

高めて緩和する以外にないわけであって、それが日本の場合には人的競争力の強化

ということになって、これは一朝一夕の解がないわけだ。 

他方、勝者、敗者間の格差の固定化というのは、これは本当は市場経済化の問題

ではなくて、上の市場機能の不全の問題だ。勝者、敗者が生まれたときに、勝者は

いろいろロビーングして変な規制をつくってしまって、既得権益をつくってしまお
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うとか、独占やカルテル化とか、そういうことをみんなやろうとするわけだ。ロビ

ーというのはさまざまにあるわけだから、そういうレントを固定化するということ

をやるわけで、それが結果的に隷属的取引慣行や閉鎖的雇用慣行を生み出すわけだ

から、これはむしろ上の反市場的要因からの格差の問題だと思っている。 

というわけで、要は我が国の政治的過程といいうか、政策決定の過程というか、

政策プロセスというものが勇気を失って軋轢から逃げ、一時的な痛みの緩和に走る

こと。忍耐力を失って鎖国的な所得再配分と昀近はやっている攘夷ごっこに走る。

これが日本経済の昀大のリスクだと思っている。 

（植田会長）それでは、事務局からも資料を用意しているので、御説明する。 

（西川官房審議官）「グローバル化／国内型サービス・消費」という資料をご覧いただき

たい。これは、グローバル化と内需、あるいはマクロ経済パフォーマンスの関係が

どうかというものを整理している。 

冨山委員からの御説明に関係する部分としては、５ページに国内型のサービス・

消費ということで、国内の産業部門別の労働生産性の変化が 1991 年から書いてあ

る。そこにあるように、卸、小売、運輸、通信のような、国内サービス型のところ

は、生産性の伸び率が低い、あるいはマイナスにとどまっている。一方、一番上に

ある電気機械は、半導体の技術革新などの成果を具現して、大変高い伸びを示して

いるように二極化が見られる。 

６ページ、こうした国内型サービス産業の多くは、賃金の伸び率がこの間低位に

とどまっている。また低い賃金の分野で、この間雇用者数が伸びていて、4,300 万

人の雇用者を担っている姿になっている。 

もう一つ、事務方で用意した、「地域・都市」という資料をご覧いただきたい。

１ページ目のところに「人口減少・少子高齢化の進行における地域経済の変化と背

景」ということで、東京や愛知への集中が全国レベルでは集中している一方、各県

では県庁所在地への人口集中が緩やかながら進行が進んでいて、都市化を巡るポジ

ティブな連鎖と、地方でやや縮小する負の連鎖が起きているということを図式化し

ている。具体的な例については、残りの部分をお時間のあるときに見ていただきた

いと思う。 

集積との関係では、８ページを見ていただきたい。人口密度と地価の関係と整理

しているが、地価をもって、その生産性を図るという考え方で分析しているが、左

側は県庁所在地の人口密度が高いほど、住宅地の地価が高いという関係がある。右

側は、全国の主要なオフィス街で、従業者の密度とそこにおけるオフィスの賃料の

伸び率を見ますと、これも右肩上がりの関係が見られるということだ。 

９ページは「集積と所得の関係」だ。 

10 ページは「集積とサービス産業の関係」ということで、人口規模に応じてど

のようなサービス業が出てくるかということを左側に示しているが、大体 20 万人

ぐらいの規模になると、医療と各分野のサービスが一通りそろってくるということ

が、これは電話帳をくって調べてもらったものだが、そういうことがわかっている。

右側に、具体的にどういうサービスかということで、20 万人規模以上の都市に

見られる業種としては、企業向けではバイク便であったり、業界紙出版社であった

り、消費者向けでは、理美容の学校であったり、心臓血管外科である。 

11 ページに「集積と自治体の歳出入との関係」ということで、これは都道府県

別に東京を除いて人口密度と１人当たり個人住民税を左側に、右側には１人辺りの
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歳出総額を書いてあるが、大体人口密度で平米キロ、2,000 人ぐらい、埼玉ぐらい

のところまでは歳出入に望ましい動きが、それぞれどちらにも出ている。 

（植田会長）それでは、地域と都市の問題及びグローバル化と内需の関係、両方について

御自由に御議論いただきたいと思いますが、一言お願いがある。今日はまだ５回目

だが、そろそろとりまとめを意識して議論を進めていかざるを得ない時間的な制約

がある。したがって、今後、皆様方の意見のやりとりの中でちょうどいいところに

とりまとめができていくという形の議論が進むことが望ましいと考えている。した

がいまして、誠に恐縮だが、１回辺りの発言の時間をなるべく短めにしていただい

て、しかし、なるべくたくさんの回数を発言いただくことがよろしいかと思うので、

是非できる範囲で御協力いただけたらと思う。 

（牛尾委員）質問だけれども、冨山委員の御報告はそれぞれ非常に興味があって、大体人

口、都市等に硬直性というか、既得権というか、動かし難い方向に行くのと、柔軟

に行く方に分かれるということで、この３年間の現場の経験でそのような傾向に考

えられるとの事。 

それと、これからグローバリゼーションになっていく世界の動きに、どういう形

で日本が巻き込まれていくか。この辺については、どういう手順で即応することが

より適切なのか。その辺についての御意見があればお話いただきたい。 

（冨山委員）実は、どこかの知事ではないけれども、仕事をしていて県という単位が非常

に中途半端で、使い勝手の悪い単位になっていると思った。要するに県外資本とい

うことを言われて、これはという感じが正直あって、もうこんなもの、例えば九州

なんて九州という行政の単位と市町村にしてしまえば県外資本という言葉は出て

こないので、一方で広域の地域主権国家化を進めるということと、その単位になれ

ば恐らくそのエリアの単位でグローバルにいろんなことをするということを地方

政府ができるようになると思うし、それこそ九州、もし沖縄まで含めると、その中

にはハブになるような空港を国交省の顔色を見ずに勝手につくればいい。勝手にア

ジアオープンスカイをやればいいわけだから、むしろそういったふうに行政の単位

をリシャッフルすることによって、それとものすごくがんじがらめに絡まっている

地域の既得権、社会構造も一緒に壊れていくのかと思う。 

これは、割と県の単位で形成されているケースが多いと思った。それが一つのか

ぎだと思う。だから、既に割れている議論だ。それをちゃんと断行すればいいじゃ

ないかという感じだ。 

（牛尾委員）市町村で地域社会の地域というものの規模でいろいろな問題が提示されてい

るが、使い勝手のいい市町村でも、ミニマムどのぐらいの規模を想定されているの

か。 

（冨山委員）ここで 20 万切ると厳しい。実はいわゆる地方都市の百貨店を２つ我々はや

っているが、やはり駅前の商店街の問題とセットになっているケースが多かったの

と、結構ダイエーもそういう百貨店を持っていたが、やはり 20 万切る町だと何と

もしようがないところがあって、それはコンパクトシティーの議論ではないが、そ

ういったところにもう少し大きな単位で、30 万、40 万、50 万、あるいはそれより

もう少し大きいぐらいか。そういうところに九州の中でもその幾つかに、できるだ

け人口を集めていって、中途半端な規模の市というのは、むしろ自然化、農村化、

中途半端に建物がないようにした方が、恐らく美しい農村が帰ってくるだろうし、

農業も専業化が進むはずなので、生産性が上がるような気が私自身は直感的にはし
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ていた。 

（牛尾委員）５万人とか３～４万人の町で、既得権はあるけれども、負の状態にある既得

権が多い。だから経済ケースが働かない。これがプラスの既得権なら、経済合理性

で集中するという方法があるのだけれども、私もヒアリングしていくと、ほとんど

既得権を持っている 80％ぐらいはあまりもうかってない。ただ、つぶれるのは嫌

だというだけだ。こういう既得権というものは。 

（冨山委員）そうですね。だから、むしろ転廃業するインセンティブを出してあげるよう

なことを考えてもいいような気がする。逆に結構気の毒な均衡状態だ。本人たちも

別に子どもに継がしたくもないし。 

（牛尾委員）子どもも継ぎたくないんですね。 

（冨山委員）継ぎたくない。でもその一方で、こういうことを言うと語弊があるのだろう

けれども、妙に事業承継税制だけ有利にしてあげるから継いだりして、それでみん

なで不幸になっているという構図が、ああいう地域には結構あるのが事実だ。 

（福井委員）グローバル化関連と中央・地方の問題の２つについて、極めて簡潔に言うと、

昀初の方は冨山レポートに全面的に賛成だ。グローバル化時代というのは、今まで

の国際化とは根本的に違う。国際化は、日本から外に出て行く、つまり外国の市場

を利用して輸出する。あるいは外国で事業展開して、収益はレパトリエーションす

る。一方、グローバル化とは、国内の市場にいかに資本投下し人材が動けば望まし

い成果が出るかという観点が大切である。つまり国内のプラットホームを資本・人

材の昀も有効な活用場所として仕立て上げるという、ここに今度のレポートのポイ

ントを置かなければいけないと思っている。 

中央・地方の問題は、農業と林業を日本はあきらめたわけではないだろうと思う

が、農業・林業の担い手を根本的に入れ替えなければいけない。新しい人材で農業・

林業を経営すれば、必ずエネルギー産業にも結び付き、新しい地域のコミュニティ

ーができる。新しい地域のコミュニティーができれば、シャッター街も生き返るチ

ャンスが必ずつかめると思う。地域再生の出発点というのは、いろいろあると思う

が、農業・林業の近代化を抜きにしてはスケールが小さなものになるのではないか

と思っている。 

（香西委員）グローバル化と国内型サービス・消費という資料について、一言で言えば、

すべて面白いデータで、特に異論は感じなかった。ただ何となく２つを並べられる

と、グローバル化に力を注ぎ過ぎたために国内型サービスが伸びてないという印象

があるのかどうかということで、グローバル化だって大してやってないのではない

か。それで両方ともだめということは、基本的に国内型の需要が非常にあれば、も

っとサービスでも消費でも伸びているはずではないかと思うので、この２つを対立

的に考えるのはおかしいという気がする。 

例えば国内の内需を増やすことについては、いろんなことが引っかかっていて、

なかなか難しい。例えば人口だって当分の間はどんどん減っていくわけだ。そうい

う中では、なかなか需要を出せと言っても難しいと思うし、高齢化と少子化がある

ものだから、財政に対しては非常な逼迫要因になっていることは明らかである。し

たがって、財政政策の方も余り動きが取れない。 

金融についても、これまでは日本銀行の政策等に関連もして、マイルドインフレ

ーションをやればもっと景気がよくなるのではないか。あるいは国内的な経済が発

展するんではないかという御議論もあったと思うけれども、昀近の物価動向に対す
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る反応を見ていると、それもやや怪しくて、物価が上がれば、むしろ財布のひもが

しまっていく形になっている。つまり、マイルドインフレーションの価格効果では

なくて、むしろ所得効果、将来の自分たちの購買力が減ってきたんではないか、そ

ういうふうに受け取られているわけで、金融だってどちらの方に、つまりマイルド

インフレーションになったはいいけれども、スタグフレーションになるかもしれな

い。そういう状況で、なかなか内需を拡大することにはいろんな条件が不十分だと

いう感じがする。冨山委員の話を聞いていても、そう楽観的にはなれないのではな

いかという気もした。 

しかし、その中で、やはり出口が必要で、だからだめと言ってはよくないと思う

ので、何か出口を考えなければいけない。やはり内需、あるいは国内サービス・消

費を増やすための政策体系をもう少しはっきり出された方がいい。それがあれば、

グローバル化と２つを対立的に考えることとは違うと思う。 

財政も厳しい、金融もなかなか動きが難しいというときだが、例えば人口減少が

非常に大きな問題であるということであれば、少子化の問題を解決するとか、移民

を入れるとか、そういった形で基本的な条件を少し変えていく。あるいは日本の投

資が十分に行われていないということに対しても同じことで、それならむしろ日本

で投資が起こるような形での政策を取るということを、基本的な条件を変えるよう

な政策をつなぎ合わせていくことで、少しは効果が出るのではないかという気がし

た。 

あとはよくわからなくて、私自身も何とも言えないけれども、今までこれだけ構

造改革をやってきて、それの成果とか、成果があるとすればそれを使わなければ損

なわけだけれども、どれだけの成果が上がったというふうに考えるかということも、

このレポートでは評価する必要があると思う。その達成したことと、これから更に

続けなければならないことをはっきりしていくことが必要ではないかと思う。 

例えば、内外価格差が縮小したということがあって、これはかなり大きなことで

あって、高度成長中は国内価格が非常に安くて、360 円だけれども実際は 180 円で

はないかということが盛んに言われたぐらい国内価格が安かった。高度成長という

のは、それを調整して国内価格を上げていった。生産性格差インフレを起こしたわ

けだ。ところが、その後、80 年代、90 年代、2000 年代に入ったことは、逆に国内

価格はむしろデフレで下がっていって、ある時期にはヨーロッパに行ったらホテル

がえらい高かったという印象に逆転しているわけだ。これはある意味で、バラッ

サ・サミュエルソンのルールが実現したわけで、そのこと自体は均衡に近づいたは

ずだと思う。しかし、それがどうして日本の競争力を弱めることになるのか。 

例えばグローバル化が進んでないといったけれども、グローバル化はいろんな影

響を与えているが、例えば日本の輸出の伸びという点で考えたら、輸出依存度は非

常に高いけれども、ほかの需要もみんな低いから高く出ているだけで、輸出の伸び

自体を考えたら世界的に日本の輸出は伸びてはいないわけだ。そういったことを、

どういうふうにまとめて考えていけばいいか。そういったことも。例えば日本の賃

金は高いのか安いのか。グローバル化の率に照らして、本当はどうなんだろうとい

うこともだれか計算してくださると、非常に判断がしやすくなるんではないかとい

う印象を持った。 

（柳川委員）福井委員がおっしゃったこととかなり関係するけれども、やはりきちっとし

たグローバル国家として生きていく、そこをかなり明確にすることが重要で、どう
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いう形のグローバル化を考えるかということをきちっと詰めていくということで

はないかと思う。 

私はある種のインフラ提供というか、世界全体のプラットホームとなるようなも

のを日本の中につくっていって、それで世界全体に貢献していくという形のものが

描ければ非常にベストではないかと思う。 

具体的には、高度人材をいかに呼び込むかというところが非常に重要で、人材を

呼び込むというのは単にそれだけの効果ではないわけだ。冨山委員から、集団で日

本は活力を出してきたという話があったけれども、そういう集団の中に海外の人材

が入ったときに、またいろんな化学作用を起こすわけだ。それが日本全体としてプ

ラスの外部効果をいっぱい生み出してくるわけだから、そういう意味でのいろんな

外部効果を生み出してくれるような人材をいかに呼び込んでくるかというのが非

常に大きなポイントのような気がする。 

地方の話に関して言えば、冨山委員の話にあったように退出コストが高いという

のが非常に大きな問題で、この部分はいろいろな今後の改革でできることだと思い

ますので、企業の退出コストを下げる。構造改革のところでいろんな変化が起きて

くるために、競争を促進させたいわけだけれども、競争促進の結果影響が出るため

に、そこで本質的生産性が上がらない企業が退出していって、それでどこかに生産

要素がもっといいところにいかないといけないわけだから、退出のところが効いて

こないというのは基本的に成果を上げにくくしているんだろうと思う。 

やはり地方の問題は地域の問題とグローバル化の話をセットにしていただいた

のが象徴的なような気がしていて、これは別個の問題ではないと思う。だから、グ

ローバル化の中で地域をどういうふうに位置づけるかということをもう少し考え

られるんではないか。これは冨山委員のお話の中にもあったような気がするけれど

も、例えば九州などでもアジアの地域にずっと地理的には近いわけだから、アジア

と九州との展開とか、そういうことがフレキシブルな形でできるようなシステムを

つくることが重要ではないかという気がする。 

（氏家委員）意見として、１つ目は、先ほど冨山委員のプレゼンテーションの中で、人の

再配分、人をどうやって効率的に再配分していくかが非常に重要であるというお話

があったが、私はその意見に賛成だ。ただ、人を再配分するときには、結局、需要

と十分なコンペンセーションが持続的に得られるインセンティブがなければいけ

ない。ですから、需要が伸びるのを阻害している要因を取り除かなければいけない。

それが、県外資本でも嫌うといった問題はさておき、人を集めて、例えばアジア

随一の金融資本市場センターをつくるには、ただいい人を集めれば良いと言っても

集まらない。そこにあるお金を開放して、それで競争させて、国籍等々を問わずに

コンペンセーションを出すというシステムが重要となる。 

以前にも述べたが、例えばＧＰＩＦ（年金積立管理運用独立行政法人）の 150

兆円の運用資産はカルパースの６倍にもなる。この資産運用を国際的に開放して競

争させれば、かなり有能な人材が集まってくる。だから、需要があるのにそれを制

限して人々を集めないようにしている阻害要因は取り除かなければいけない。 

２つ目は、今の話と関係しているが、グローバル化とその地域の発展は、決して

対立する概念ではなく、グローバルな人たちを入れて競争させて活性化する方法が

あるはずだ。よく知られている例では、北海道のスキー場が生き返る。そうすると

青森のスキー場も生き返る。岩手のスキー場も生き返ってくる。これはグローバル
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に競争している人たちが入ってきたからに他ならない。 

退出コストの話では、これはここ数年の間、かなり高止まりしているとも思うが、

企業の部門の移動コストは大分下がってきた。それによって伝統的な大企業のパー

ツが入れ替わり、集団的に移動し、より効率の高い所で運営される構図になってき

ている。だから、企業のパーツを入れ替えるコストを下げるという基本的な考え方

をもう少し延長させ、企業そのもの自体の退出コストをさらに下げていけば良く、

その方法を探すべきではないかと思う。 

（黒田所長）冨山委員のお話は、いろんな機会で伺っていて、非常に面白い視点が多々あ

ります。幾つかコメントをしたいと思う。 

構造改革の必要性という観点で、構造改革とは何なのかということが、全体のト

ーンを決める一番大きな要素になると思うが、そのとき日本はこれからどういう方

向の構造をつくるべきなのか。もしくはつくることが望ましいのかということを念

頭に置くべきだろうと思う。そのときに、もう既に GDP の 70％を近くになってい

るサービス産業、そのサービス産業のメリットを日本がどう生かし、日本の構造を

これからつくっていくのかということが、恐らく冨山委員のおっしゃったマザー工

場を日本に常に置いておくということとつながっているのだろうという気がして

いる。 

そういう意味では、マザー工場というのは工場のような気がするけれども、サー

ビスというものの日本のメリットを生かして、必ず外に出て行った企業の拠点が日

本に来るような格好の、ある種のプロダクトチェーンをつくること、それしか日本

に外で活躍している企業の収益を還元して、家計を豊かにしていく方向はないので

はないか。そういう意味では、そのメリットを生かすような日本の一番いい点が何

なのかということを少し議論すべきではないかと思っている。 

もう一点は、冨山委員の中で、退出のインセンティブを与えるという点ですが、

これは新陳代謝にとって非常に重要だけれども、一番問題は退出のインセンティブ

を与えたときに、退出することによって失うものをどこかでカバーするかが重要。

そこに対する不安がなくなるか。氏家委員のおっしゃったように、ほかの移れるモ

ビリティーが常に担保されている、そういうチャレンジができるようなマーケット

が存在することが、多分非常に重要で、それを法制度なりセーフティーネットの中

でどうつくっていくのかということが、競争の中で入ってくる企業をＭ＆Ａで育て

るだけではなくて、出て行く方のインセンティブという意味ではそういう要素が非

常に重要だろうという気がしている。 

特にＭ＆Ａということになると、優良企業をＭ＆Ａする企業はいっぱいあると思

うが、もうつぶれそうな企業をＭ＆Ａするというのは、かなり勇気もいるし、可能

性が少ないのではないかという気がするが、その辺についてどういう退出のインセ

ンティブを退出する側に与えると同時に入る側に与えるかということが、マーケッ

トの構造になるんではないかという気がしている。 

（川勝委員）冨山委員の報告は、実に面白かった。ケインジアン流の政府に依拠するやり

方も、ミルトン・フリードマン流の市場経済原理主義もだめで、既得権益を破壊し

なければいけないと言われた。これを体現する経済学者を挙げるとすればシュンペ

ーター。創造的破壊をしなければいけないということですね。構造改革がなぜ必要

かという基本的な論点に返ることが重要です。構造改革と小泉さんが言ったときに、

中身は郵政と道路だったが、基本は、民間にできることは民間に任せたいというこ
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と。もう一つは、地方にできることは地方に任せたいということだった。これに対

して、国民の８割、９割が賛成した。これは記憶にとどめておくべきことだと思う。 

なぜこういう総意が出てきたのかといえば、日本の世界に占める位置が変わった

からだ。つまり、1985 年、前川レポートが出る前年には、基本的に日本の東京を

中心にした欧米キャッチアップ型の構造は使命を終え、そうした中で内需主導型の、

とりあえず物を買ってくれという要求がアメリカからあり、日本の回答が前川レポ

ートであった。今回は、単に物を買うだけではなくて、個人消費が、資産が十分に

もかかわらず伸びない、どうしたらいいかということで、そこに論点を当てると、

冨山委員が、通常、我々が構造改革というとき、日本全体をイメージという感じが

するわけだが、地域の構造改革が必要であるというのが非常に説得力があった。バ

スの例を出されて数字で示されたので、非常によくわかった。 

また、20 万以下の小さな都市は非常に非効率だということであった。実は 30 万

あれば効率的になる。日本の人口を 30 万で割れば大体 400 ぐらいの市町村単位に

なればいいことになる。ただし、いわゆる政令指定都市が 17 あるので、100 万以

上のものがあるわけで、そうすると大体 300 ぐらいの地域単位と大きな道州単位、

それから中央政府になれば、密度の経済性が発揮できる。 

中央政府の構造改革にもまして、県の障壁が非常に高く、そういう地域の構造改

革が重要だと思う。 

そうした地域には農林業があるが、国全体としては食料自給率が４割を切り、林

業の場合は２割だ。しかし、例えば米の比較優位になると、品質を入れて考えれば、

外国と比べても、日本の地方に大変な優位がある。世界の農業の実態は耕地面積が

ここ数十年伸びていないが、日本は御承知のように減反で 40 万ヘクタールも遊休

だ。しかも森林は外材輸入に頼っている。先進国の中で日本ほど豊かな森を持って

いるところはないのに。ここに可能性があると思う。 

そういう地方に優秀な人材をどうすれば集められるか。優秀な人材は東京にいる。

そういう人たちをどう地方に戻して行くか。つまり、地域に権限や財源だけではな

くて、中央の人たちが地域に入っていけるような改革が必要だ。 

アジア間競争の中で日本がキャッチアップされる側になっているので、特にアジ

アに面している地域、日本海側とか九州に優秀な人材や産業が集約される必要があ

る。ベクトルを東京向けではなくて、地域内の循環がもっと進むように地域分権型

に変える必要がある。構造改革というのは、我々が欧米へのキャッチアップをする

ために国力を東京に集めた時代から、アジア間競争、あるいはアジアからの人材を

日本に集めていく、言わばかつてのアメリカの役割を日本がアジアに対してやって

いくための改革で、日本は特にアジアへの開かれた国際化、グローバル化が必要で

ある。 

地方には土地があり、土地が安いから、生活スタイルが東京とは違う。東京では

単身世帯が非常に増えている。日本の３割ぐらいが単身世帯で、東京には特に多い。

また狭い居住空間に住んでいる。生活空間が２倍になれば耐久消費財も増える。ま

た余った土地が上手に活用されれば、自給率を上げる方向にも向いていくと思う。

人材育成にも、東京ないし大都市で教育されている子どもたちが、将来、土や水、

環境の問題に敏感にれるように今、農水省、文科省、総務省などがお金を投じて小

学生にすべからく農山漁村を体験させようということに踏み出している。日本の国

土をテキストにして学ぶ形にするということだ。 
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担い手の問題が出たけれども、日本の農民は確かに高齢化している。しかし、か

つて「老農」という言葉があった。いろんな経験知を持っている人材だ。彼らに学

ぶという形になると、彼らも、言わば先生として自覚も高まる。今のところ高齢化

して農業労働するのに向いてないという見方だけれども、その見方も転換できるの

ではないか。 

（植田会長）地方の問題、今、川勝委員から地域の構造改革という言葉が出たし、それを

冨山委員の言葉で言えば伝統的な既得権益の構造を改革していくということなん

だろうけれども、地方で経済的な面だけではなくて、政治、文化、そういうところ

まですべて既得権益の構造がいいのかどうかだけれども、そういうものが非常に深

く関わっている中で、これを変えていくというのは容易でないと思うが、言うは安

し行うは難しという面があると思う。その辺、突破口はあるのだろうか。 

（八代議員）まさに今、植田会長がおっしゃった点が一番ポイントだが、やはり知恵は力

なりということで、この報告ではきちっと何が問題なのかということをちゃんと説明

するのが基本だと思う。構造改革がなぜ必要かというのは、もう繰り返し言われてい

るが、過去の高い成長期にできた制度・慣行というのが、その後の社会変化に合って

いない。だから変える必要があるという当たり前のことであって、問題は構造改革が

逆に格差を広げているという通念である。これに対して冨山委員のように、格差とい

うのはむしろ市場の外にあるもので、既得権というものが逆に阻んでいるんだという

説明が重要だ。 

逆に言えば、改革の不足が格差の固定化の原因になっているという点を、反発を

おそれずに書くべきではないかと思う。 

１つは退出コストというふうに強調されたが、それは同時に参入コストと裏腹の

関係にあるわけで、参入する人が退出したい人の資産を買ってくれればいいわけで、

そこが買えない。それはなぜかというと、おっしゃったように県外資本の制約、あ

るいは国全体で言えば外国資本というのは悪いものだということが昀大のポイン

トになっているので、これも一種の既得権という認識が強い。そういうものをきち

っと説明していくことが一番大事で、それが突破口になるのではないかと思う。 

３番目には、やはり労働市場である。人の移動は、日本では労働市場がこれまで

ほとんど機能したことがないので、高度成長期に労働が流動的であったのは、子会

社の設立を通じて、いわば会社ぐるみで移動したわけだ。だから、それ以外の手段

として、Ｍ＆Ａはもう一つのやり方だけれども、基本的に会社を通じない形で人が

移動するためにはどうしたらいいかというと、やはりそこは今の労働市場の制約が

ある。だから、資本市場と労働市場はまさに一つのコインの両側であって、それが

機能してないのが問題であるという当たり前のことだけれども、正論をきちっと書

くというのがこのレポートの基本ではないかと思う。 

（大竹委員）私も八代議員の意見に賛成で、格差問題の整理は冨山委員、八代議員がおっ

しゃったとおりだと思う。基本的に既得権を持っている人とそうでない人の差が格

差問題だ。本当は不況で貧困者が増えたのだけれども、一方で既得権を持っていた

人が残ってしまった。その間の格差の問題が一つ。それと、規制緩和を行って、既

得権が破壊されようとしていた人たちが騒いだという２つがあったと思う。このよ

うな既得権をどう解消していくのかということが大事だろうと思う。 

それと関係するけれども、退出を促進するときに、会社を救済するんではなくて

人を守ることが大事だ。人を守る守り方というのは、人的資本への投資と、それか
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ら給付付き税額控除のように一律的なセーフティーネットでやるというのが基本

ではないかと思う。 

（植田会長）格差の問題で、我々も分析した正規と非正規の格差、これは今、大竹委員が

おっしゃったのだと思うが、もう一回冨山委員流の市場経済化がもたらす格差なの

か、反市場経済的要因から出てくる格差なのかという点から整理すると、どういっ

たらいいだろうか。あるいは両方の混合型なのか。 

（大竹委員）多分、両方だと思う。正規と非正規の部分は、やはり正規社員の雇用調整が

難しいところがあって、そのために企業の方は非正規を採用するということが雇用

調整の段階で起こってきた。それから、将来雇用調整が必要になるかもしれないと

いう状態に直面した企業が、正社員ではなくて非正社員を雇ったというのが基本的

な問題だから、それは正社員の既得権益が一部分あるということだと思う。 

ただ、全般的には、マーケットのメカニズムで賃金水準が平均的に下がろうとす

ることが起こったわけだから、そういう圧力と既得権の問題が両方あったのではな

いかと思う。 

（小島（明）会長代理）今の正規社員の関係だけれども、ＯＥＣＤの対日審査報告、昨年

か一昨年だったか、日本の労働市場の問題を大分重視して分析していて、要するに

非正社員の問題は、余りに固定的な社員の雇用体制、そこが流動性が余り固定して

しまうことによるひずみであるという大きな理解をしていたようだ。 

だから、それをもう少し流動的に能力のある人、動ける人、いろんな機会を、市

場に出たり入ったりできるような仕組みを全体として生み出すことが非正規社員

に対するしわ寄せをなくす、全体の人的配分を効率化するために必要だということ

を盛んに論じていたと思う。 

それと昀初から申し上げたいと思ったのは、なぜ改革かということの原点だが、

これも何人かの方が発言されたことと同感だが、要するに改革のスピード感、創造

的破壊ということで言えば、創造に至らない破壊が部分的に行われたのが実態であ

って、更地が幾つかできた。しかし、建物はこれから建てるという段階でのいろん

な問題が出てきている面が多いと思う。 

日本の周りの幾つかの国の流れを見ていると、やはり制度改革の大競争があって、

それとの比較で見ると明らかに日本は劣後していて、むしろ相対的には後退りして

いるという実態がある。だから、スピードは上げなければいけないというのが一つ

の方向だと思う。 

活性化した国々、地域で、共通に起こっているグローバルトレンドが幾つかある。

70 年代、80 年代、ひどい状況だったアメリカの経済もある程度少し元気づいてき

た。昀近のサブプライム問題は別として、トレンドとしては上がってきている。あ

るいはもう成熟社会で、経済が先行していたイギリスがある程度動き出して、長い

拡大を維持しているということ。それから、新しい国々の台頭がある。共通に見ら

れるのは、いろんなところで議論されますが、要するに優良な資源を取り入れるこ

とに成功した。優良資源の１つは資本であり、対内直接投資、これはグローバルに

東京を見ると直接投資大爆発というのが 90 年代以降だが、どういう要因で動いた

かというと、要するに日本の議論は海外に出て行くことであったが、多くの国では

取り入れる、誘致の大競争の結果、それに引き寄せられて投資が入っていった。成

熟経済であるアメリカと新興経済である中国が、年間で昀も大きい対内直接投資の

規模を競っていたことが象徴的だと思う。 
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それから、高級人材の争奪戦、ＩＴの人材を含めて、研究者を含めて、それを呼

び込んだところでいろんなその国の高度分野が動き出しているということ。 

あとは交流人口と言っている観光の話もあるが、これも桁上がりにこの 10 年ぐ

らいでふくらんでいる。どこに流れたかというのを見ていると、日本はこの５年で

倍増すると言っているが、もともと小さい、中国の 2006 年の数字を見ていただく

と、中国はいつの間にか観光受入大国で 5,000 万人近い。つい 15 年前は、なかな

かビザを取るのが大変だった時代があることを考えると、全く違うシナリオになっ

ている。 

投資とか人材を受け入れる体制として、地域の問題があったが、例えばビジッ

ト・ジャパン、インベスト・ジャパンというのが日本の発想だ。中国は国一律でや

っているが、例えばアメリカの投資誘致というのは、テネシーへインベストしよう

とか、ドイツだったらバイエルンが誘致をやっているとか、要するに地域間で誘致

の魅力競争をしているわけだ。なぜ、それができるのかというのが一つの問題で、

あるいは地域にそういうことを選択するような権限を中央が与えていないからな

のか、あるのに中央依存でモラルハザードが地域に起こってきて、そういう発想そ

のものがせっかく潜在的に可能性があるのに生まれてないのかもしれない。そこを

点検する必要がある。 

日本は資源が乏しいといって、乏しい資源に対しては一生懸命努力したが、資源

が多いところでは無駄にしているのが金融だと思う。アメリカも金融が借金でゴー

ルドマン・サックスが動いている、イギリスもロシアや中東から金を呼び込んで、

それをうまく運用しているということで、自分のところに金がない。日本はなまじ

1,500 兆とお題目で言っているけれども、そのためにモラルハザードが起こってい

て、10 年前のビッグバンはちょうどタイミングも悪く、金融機関が不良債権で死

にそうになっているときにやったために、ただ破綻ばかり加速したということで、

10 年経ったらはるかにほかの国々より金融価格、市場の競争力は後退している。

とりわけ金融というのは、恐らくこれからのフロンティアとしては、多くの国が追

求する新しい成長分野だと思いますし、典型的なのはイギリスだろうけれども、な

ぜ日本はこの 10 年間後退したのかという要因を確認しながら対応していく必要が

あると思う。 

（柳川委員）構造改革の必要性、なぜ構造改革が必要かという話だけれども、これは以前

のプレゼンテーションでもお話させていただいたけれども、基本的に構造変化が世

界中ですごい勢いで起こっていて、それに日本は追い付いていかなければいけない

ところだと思う。やはりそこの部分をきちっと示すことが、国民に必要性をどうや

って理解してもらえるかということだと思う。 

それは、一方ではＩＴだったり技術的な変化もそうだし、それから先ほどおっし

ゃったように各国の制度の変化もものすごい勢いで進んでいて、それがすごく早い

スピードで行われているわけだ。 

日本は、日本だけ見てみると、ものすごく大きな変革をやって、ものすごく嵐の

ようなことをやっているように見えるわけだけれども、世界全体の動きを見回した

ときには、何で日本はあんなにゆっくり歩いているんだろうと見えるわけだ。この

ギャップはかなり大きいのだと思う。 

以前も何人かの委員の方が指摘されたけれども、海外に行ったときに見えてくる

日本の印象と、日本国内で見たときに見える日本の政策の印象はかなり大きく違っ
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ていて、このギャップを何とか埋めないと、この必要性というところはなかなか理

解してもらえないのではないか。そこをきちっと見せることが重要かと思う。 

もう一つは、そうではあるけれども、どちらかというと国民の印象は、構造改革

でずっと自転車を走り続けなければいけないような印象があって、いいかげん疲れ

たという感じのところがあって、先ほど黒田所長が言われた、何かこういう姿を描

くんだ、構造改革の結果、我々はこういう姿に持って行くんだということを見せる

ことも必要なのかなと思う。それが、私の理解だと、専門調査会のレポートは、あ

る種そういう、我々が目指すターゲットを見せることになるんだろうと思っていて、

そのポイントは、私なりの理解だと、１つは先ほど申し上げたグローバル化だけれ

ども、もう一つはある種のフレキシビリティーだと思う。 

冨山委員が強調されたように、Ｍ＆Ａだとか、人材の流動化だとか、こういうこ

とが強く強調されていて、それから世界各国でもそういう嵐があるかというと、結

局のところ大きな変化に柔軟に早く対応しなければいけないわけだ。そういう意味

でのフレキシビリティーを社会のシステムとしてつくる必要があって、そのために

やはりこつこつと企業を立ち上げていくことも重要だけれども、新たに新しい産業

に行こうと思ったらその産業の会社を買ってくる、Ｍ＆Ａでそちら側に動く。人も

何十年、あるいはじっくり一生かけて一つの技術を蓄積して、一つの会社がずっと

勤め上げることも重要だけれども、やはり柔軟に産業間を移動できないと世界の変

化についていけない。そういう意味でのフレキシビリティーがある仕組みが重要だ

ろうと思う。 

人的資本の話はかなり重要で、日本も人的資本が重要だと冨山委員がおっしゃっ

たとおりなのだけれども、人的資本というとどちらかというと、雇用は流動化させ

てはいけない。人は動いてはいけないんだという話がどうしても強調されがちだけ

れども、私はこれは半分誤解だと思う。物によっては、もう職人さんがずっと一つ

のところにいて、何十年一つの釜でずっと作業しなければ技術が身に付かないもの

もあるわけだけれども、ある意味でかなり柔軟にできる部分もあって、かつ人的資

本というときに、企業ではない。今の釜の例にしても、職人にしても、会社の名前

が変わっても構わないわけだ。 

よく人的資本のときに、企業特殊的投資というふうに言われていたけれども、こ

れは昀近経済学では余り使われなくなっていて、それは企業に特殊なんではなくて、

実はよくよく見ると産業に特殊的だったり、技術に特殊的だったりするだけで、企

業の名前は別に何とか会社というのがＭ＆Ａされて別会社にされても、全然中の人

は変わらないわけだ。 

そういう意味で行くと、何が本当に重要なところかというのを峻別した上で、本

当に動くべきところは動くような形にしていかないと動きについていけないとい

うことを強調するべきではないかと思う。 

（牛尾委員）日本というものは、外から見るとかなり魅力のある地域であって、特に昀近

一番有名なのは銀座なんかいい例だ。この５年間に呆然として土地が上がっていく

ときに、フランス、イタリア、ドイツ、英国のブランドショップが片っ端から買っ

ていって、これはどうなるんだろうと思う。昀近の売上の 50％は中国人だ。その

次が韓国人と台湾の人で、日本人はほんの 20％ぐらい。なぜ中国人がそんなに買

うかというと、日本で買うということに対する安定感というか、安心感というか、

しかも買いやすいというか、日本には何とも言えない魅力があると思う。逆に東京
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の資本は京都に伊勢丹が行って大成功している例もある。地域間で交流することは

非常に魅力があって、そのことに対しては片方ではすごい既得権益があって、閉鎖

的な面があるんだけれども、日本で流動するきっかけから見れば、日本というのは

えも言われない魅力のある場所なんだろうと思う。 

そういう長所というものが、行政の管理の盲点になっている。行政の管理の盲点

からいうと、東京の高層ビルなどがそうだ。世界で、全くアットランダムにこんな

に高層ビルが建っている町なんてない。集中的にゾーニングして、アーバンプラン

ニングがあって、ここに高いビルをつくってということで、どこでも計画的に行っ

ているのに、東京は２キロ間隔ぐらいに必ず１つは建っています。だから、何がな

んだかわからない町になっている。そういう点は、初めは高層ビルはものすごく許

認可が難しかったくせに、何かの瞬間に無制限に何をやってもいいという極端なと

ころがあるのではないかという気がする。 

そういう意味では、こういう変化を起こすときには、東京の高層ビルのような結

果に陥る変革は危険だと思う。しかし、銀座があれだけ日本人の町から外国人の町

になったという、福井委員がおっしゃった、グローバルなものの見方というのは、

日本でものをつくるのではなくて、日本人がプラットホームになって世界中の人が

入り組むことを見ていくことが大事であって、全部日本人が買わなければならない

と限定してはいけないと思う。 

ただ、供給の議論で気になるのは、退出のコストがかかる。この間も髙木さんが

来たときに、人員整理するときの退出コストが高いから、結局企業が全部先送りし

ていくから雇用が始まらないし、そのときの経験があるから終身雇用を伴った正規

社員というものに対してはためらうわけだ。正規社員という言い方が間違っている

ので、アメリカのようにレイオフもできる、その代わり、古い人が順番に再改革す

ることが認められれば、正規社員でもどんどん採用するわけだ。もう日本は対立が

大変だからぎりぎりしか採らない。 

しかし、派遣を生産で認めるということを諮問会議でやったけれども、その結果

すべての企業は派遣社員の採用により量産、拡大してみて、やったらすごい売れる

ということがわかって、そこでまた正規社員に切り替えていくということで３年ほ

どクッションができたから拡大したのであって、あれを正規社員にするとみんな残

業が減るわけだ。組合の方も残業させてくれと、正規社員を増やすなという方向に

労使一体となってやってきたわけだ。そういう制度が邪魔していることになるだろ

うと思う。 

ただ、サービス産業でアメリカを調べると、アメリカでもいろんな分野があるけ

れども、半分ぐらいのサービス分野は製造業と同じように生産性が高い。その分野

は新規参入が非常に自由で、新規参入が非常に高い生産性を高めて、古いものがど

んどん自然に退出している。そういうサービス分野は、製造業を超える生産性の高

さで、それがまた並行的に新しいものを持って入るからサービスの質が高いわけだ。

そうやって、参入も退出もコストなしにやっているところと比べて、同じ業界で

日本が退出にコストを払う代わりに参入もコストを払うというと、外国の人はだれ

も来ないわけだ。だから、そういう点では、グローバルには等しいものにしていく

必要があるので、世界の変化の制度をもっと日本の政治行政が学習して、まずイコ

ールにすることが絶対条件だ。日本の経済を語るときには、ほとんどの生産分野を

頭に入れて考えるけれども、サービス分野は初めから、外食産業などは正規社員が
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１名もいないところがいっぱいあるわけだ。それはもうそういうものだと思って、

比べようがないから格差がない。 

だから、サービス業が主流になってくると、いろんな職業の経営形態が入ってく

るから、原則さえきちっとわきまえていれば、負の負担があって、それが既得権だ

から退出しない。退出しないということは、負だから全然だれにも迷惑かけてない

というのは実は間違いで、新規が入ってこないということは大変なマイナスだ。窓

際族というのがいるから下の人が上がれないのと同じで、やはり常に風通しをよく

してないと国際競争には勝てない。だからグローバルマーケットで自由に闘える業

界は、結構 60％ぐらいの企業は国際競争力を持つようになっているわけだ。 

それでも、昀近は法人税が高いとか、何だかんだいろんなことがあって、経営の

方はもうルールの許す範囲の中で精一杯国際企業並みのことを享受しながら、やむ

なく払うものは払って生存しているわけだから、やはり改革の効果は絶対にある。

それは基本的にはグローバルスタンダード、グローバルな企業の平均的な価値観と

制度だけは同調してないとだめだということをもっとみんなが考えていかないと、

軍事力もなければ闘争心もない日本民族は、やはり経済力を中心に世界とともに生

きなければならないし、このぐらいの規模になると世界とともに生きて、世界に貢

献しないと存立できないわけだ。だから、それは経済力の高さと日本人の持ってい

るＯＤＡで経済協力、技術協力しなければいけないから、産業が減ったからＯＤＡ

を減らすという下品な態度というのは国際的に恥ずかしいことだ。 

やはり、自分たちの子どもやおじいさん、おばあさんに対する負担を１割削って

でも、本当に困っているところに出すんだという精神的な構造を持つことが先進国

のプライドであって、歳出が赤字になったからＯＤＡを下げるというのは、私は終

始反対しているんだけれども、依然としてその風潮が止まらない。今度円高になっ

たらドル換算して急に上がってきて、喜んでいるのだが、そういう点で、いろんな

意味でものの考え方も実はグローバル化する必要がある。 

東京と地方というのは、そういう意味では近代と古代のようなところがあるが、

日本全体を見ると世界の先進国に比べて、日本は依然として古いものが残っている

ので、そういうものをはっきりと問題提起して、戦後の復興と同じように、戦後の

復興は進駐軍が基本的なものを変えてくれて、それを調整したのは行政が中心に調

整していたわけだ。そこで民が活躍して自由になってきた。 

今度の冷戦終了後では、改革は、何もない。根本的な変化がない、現場の力だけ

で適応して今日がある。やはり小泉さんの改革は実際には郵政改革以外は構想の２

割ぐらいしか実現してないのではないかと思う。ただ、改革すると言うだけで日本

の株が上がるというのは、日本の株が相対的に安過ぎるからだ。 

それはどこかミステリアスなところがあるから、本当の金持ちが買いに来ないと

ころがあるので、そういう点ではオープンにすることが非常に大事だと思う。アカ

ウンタビリティーを持つことは、もっともっとしなければいけない。国内の小さな

対立にとらわれて、大事なものを見落としてはならぬということは真っ向から言う

方がまず大事で、小さな対立の片方を徹底的に悪く言うと、また日本は今、対立し

ている古い方が強いから、何もかもなくなってしまうと困る気がするので、その辺

は非常に戦略的に書く必要があるだろうと思う。しかし、日本の底力と魅力という

ものは十分あるので、心配することは全然ないということは貴重に書くべきだと思

う。 

25


第５回「構造変化と日本経済」専門調査会 



 

（小島（明）会長代理）日本は高齢社会で、後期高齢者の議論でみんなうんざりしている

きらいがあるが、労働市場改革で高齢者労働市場の考え方は少し変えたらいいと思

う。60 歳定年で、少しずつ年金の支給開始が遅れるということで、いろんな制度

で無理に企業に雇わせようとしているが、定年制は伸びてない。60 で一旦辞めて、

短期の契約社員だ。かなり熟練の技能があった人でも、すとんと何分の一かに落ち

てしまう。60 歳を超えて、また能力、技術レベルが熟練したものが蓄積されて、

やる気もある人たちをちゃんと評価して、そういう人たちが労働市場で働き続けら

れるようなマーケットができると、高齢層に対する機会、夢、やる気、活力という

ものを生み出すんではないかと思う。 

特に技術系の人たちは、アジアの一部の国は定年で辞めるのを待っていて、ぱっ

と年間 3,000 万とかで、せっかく企業が組織として訓練して投資した成果がそこで

流出するわけだ。それは結果的には近隣諸国の経済発展に意図せざる援助している

ということで貢献しているかもしれないが、ただそれしか選択がない人たちを、日

本の社会が組織的につくってしまっているというのは、非常に残念であり、不幸だ

と思う。 

日本は昀長寿であるが、昀も早い強制定年制を依然として敷いて、そのギャップ

を何とかしない限りは年金の方程式は絶対に解けないという一つの問題があるし、

もっと生きがいとか、高齢層の夢というものを考えると、ある年齢を超えても熟練

度とか能力とかいうものを評価して、それに対してちゃんと報いるような仕事を提

供できるマーケットをいかにしてつくったらいいのか。非常に貴重な資源を無駄に

していると思う。 

前期高齢者はみんな働けるんではないかと思うので、いわゆる後期でも働ける人

はいるわけだし、何も芸術家だけではなくて働き続けられる人もいるわけだが、貴

重な資源、貴重な人材を殺してしまっているし、あるいは意図せざる格好で流出し

ているということは、非常に残念なことではないかと思うが、何かそこで仕組みが

できるといいと思う。 

（福井委員）レポートを書くことを意識すると、２つ重要な点があると思っている。グロ

ーバル化対応の構造改革という場合に、勿論その基本のストラクチャーはきちんと

書かなければいけないが、それだけでは不十分である。1980 年代からグローバル

化は進展しているわけだから、普通の構造改革のレポートだと同工異曲になってし

まう。なぜ今という部分が非常に重要なので、やはりグローバル化の進展とともに

ホームマーケットでの競争が重要になってきていることを強調すべきだと思う。 

このホームマーケットにライバルをいっぱい迎え入れて、ここで勝つということ

はホームであるがゆえに有利であるし、世界のプレイヤーから見れば日本のプラッ

トホームで、もし勝つことができればほかの市場での競争はより楽なのだと、こう

いう感じのことを非常に明確にデッサンすべきではないかというのが一つだ。 

もう一つは、難しいのは、日本の構造改革はまだ大したことないと牛尾委員がお

っしゃったし、それはそうだけれども、しかし、やはりすごいバックラッシュが起

こっていることも事実だ。いわゆる格差という問題で、政治的にはものすごくヘッ

ドウィンドが吹いているわけだから、これに対して答えは書かなければいけない。

それから、日本でまだ起こってないけれども、日本にオープンな市場をつくれば、

諸外国で起こっている、海外の人材が入ってくることに伴う社会的摩擦という問題

が生じる。日本はこれが起こることをみんな怖がっているということなので、これ
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にも答えなければいけないと思う。受け入れるのが当たり前だというだけでは答え

にならない。これは政治的プロセスを経て実現してもらわなければいけない、その

ためのレポートだから、格差の問題については、市場競争に伴う格差は当然だけれ

ども、これは即、死を意味するんではなく、次のプロセスはこうなんだということ

を書かなければいけないと思う。人材の移入に伴う社会的摩擦については、そうい

う社会的な鍛錬を経ることによって、たくましさが身に付いて、次の生存競争に強

くなるのだということが明確にあるわけなので、そのことを日本はまだ経験してな

いけれども、遅れて経験すると敗戦につながるということを明確に書くべきではな

いかと思う。 

そうしないと、我々がレポートを出しても、政治的なアジェンダに載りにくいも

のになってしまい、具合が悪いのではないかと思っている。 

（大田大臣）今日、グローバル化で大変いい議論を聞かせていただいたが、もう一つ起こ

っていることが高齢化なわけだ。このグローバル化と高齢化の関係がどうかという

と、やはりいい循環と悪い循環が２つあって、今日もインセンティブという議論が

随分出ていたけれども、高齢者になると変えるインセンティブが非常に弱くなって、

農業が典型だけれども、今、従事者の６割以上が 65 歳以上だ。そうすると、別に

変えなくてもこのまま子どもに相続するところまで行こうということになる。地域

でもかなり高齢の方が増えてくると、あえて新しいビジネスに入っていこうという

インセンティブが弱くなってくる。つまりグローバル化が変わらなければいけない

のだけれども、それが超高齢化社会の中で起こると、変革をとどめる力になってし

まうということがあると思う。 

だけれども、一方でプラス面もあって、高齢化であるがゆえに海外から新しい技

術、新しいノウハウが入ってくる。グローバル化に助けられるという面は当然ある

だろうし、高齢化であるがゆえにサービス需要が増えていって、それがサービス産

業を助ける面もあるんだと思う。 

要は、グローバル化という変化と高齢化という２つの構造変化の好循環はどうも

たらされるのかというところもまた今後教えていただければありがたいと思う。こ

れまで出ている議論の中でも、高齢者が成長の果実を得られるような仕組みになれ

ば、変革を恐れないのだと思う。さっき小島会長代理がおっしゃった、労働市場に

参画するということもあるし、金融資産が果実を生むこともあると思う。 

この研究会を始めるときに、名前を何しようかというときに、本当は好循環とい

うものを盛り込んだ名前を昀初考えた。ただ、何か環境問題に見えるのでやめたの

だけれども、いろんなことの好循環、企業と家計の好循環もあるけれども、起こっ

ている構造変化と構造変化の好循環、グローバル化と高齢化、あるいはＩＴ化と高

齢化、この構造変化の中の好循環の仕組みを考えていければ、今、福井委員がおっ

しゃった政治的な抵抗をうまく説得して前に進むイメージが出せるかと思うので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

（植田会長）それでは、時間になったので、今日はこれまでにしたい。どうもありがとう

ございました。 

（以 上） 
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