
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６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５月９日(金） 10:00～12:00 

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 


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 


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 

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） 

伊  藤  隆  敏 経済財政諮問会議民間有識者議員 

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 議 事 

○ 制度の設計 

○ 自由討議 


３ 閉 会 


（配布資料） 

○ わが国コーポレートガバナンスのあり方（柳川委員提出資料） 

○ 参考資料（内閣府） 

第６回「構造変化と日本経済」専門調査会への意見（小島順彦委員提出資料） 
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（概要）

（植田会長）「構造変化と日本経済」専門調査会第６回目の会合を開催する。本日は、小

島順彦委員が御欠席だ。 

議事に入る。昀初に制度の設計について議論を進めたい。柳川委員にプレゼンテ

ーションをお願いしている。 

（柳川委員）「わが国コーポレートガバナンスのあり方」という資料をご覧いただきたい。

時間が限られているので、本日のプレゼンンテーションはこの専門調査会でずっと

議論されてきた流れを踏まえて、それに関連するところに絞ってコーポレートガバ

ナンスの議論をさせていただく。 

２ページ目、「コーポレートガバナンスの定義」に関してはかなり幅広いという

か、幾つか多様な定義がされていて、一番単純なというか、一番シンプルな話は株

主と経営者の間のエージェンシー問題をいかに解消するか、株主の立場から見て、

いかに経営者の行動を監視するかという定義の仕方で、もう少し幅広く考えると企

業をめぐるステークホルダー間の利害調整をどのような形で行うかというような

定義がされている。 

このような学術的な定義はいろいろあるけれども、この専門調査会でいろいろ議

論をする上で多分考えていかなければいけないのは、いかに経済全体の効率を高め

てイノベーションを促進させるために、そのメカニズムとしての企業組織をどうや

って機能させていくかという総合的なことを考えるということなのだろうと思う。

それが、本日の議題の制度設計ということに関係するのではないかと思う。 

もう少し具体的に言えば、前回の冨山委員の方のプレゼンテーションあるいはそ

の後の議論に関連して話を引きつけると、やはり前回の話で言えば赤字企業、うま

く経営をやれていない企業をきちんと退出させるためのメカニズムをどうやって

ちゃんと構築していけるかという点が、この点に関して言えば具体的には非常に重

要なのではないかと思っている。 

その観点からもう少し一般的な話をすれば、これも釈迦に説法で恐縮だけれども、

コーポレートガバナンスにおいて金融システムの基本的な役割は何かというと幾

つかある。まずは経営にとって必要な情報、アドバイスを提供すること。それから、

ある種の監視をして一定の規律づけを与えること。もう少しドラスティックにやれ

ば、コントロール権を行使して買収などを行って経営の効率化、発展を図ることと

いうことで多様な役割があるわけだけれども、ガバナンスの基本的な構造という話

でいけば、お金を出している方とすれば、大くくりで言うと次の４ページだ。 

株主は基本的には、平時のというのは余りいい日本語ではないんだと思うが、通

常の経営をやっているときのガバナンスを主に担って、債権者というのは経営破綻

あるいは経営不振になった場合のガバナンスを担うということで、コンティンジェ

ント・ガバナンスと言うのだけれども、その状況に応じてガバナンスの主体が変わ

ってくる。両者のバランスをうまく取ることで適切な規律づけが行われるというの

が、学術的には一つの理解なんだろうと思う。 

その意味でいくと、メインバンク中心のガバナンスというのは日本ではいろいろ

な評価をされてきたわけだけれども、そもそも債権者によるガバナンスというのは

非常に重要で、特に経営破綻時のガバナンスということでいくとどうやって企業を

退出させるか、あるいは再生させるかという点では非常に重要なのだろうと思う。
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それで、これも皆様方にわざわざお話するものでもないことだが、次の５ページ

で、企業再生という言葉に関しては世の中では多少誤解があるようだ。冨山委員の

前でこういうことをお話するのは恐縮だが、企業再生と事業再生というのは単に再

生をするプロセスでは当然ないわけだ。再生ではなくて、退出をしていただくとい

うことも非常に重要なことであって、非常に明確に考えなければいけないのは、そ

の峻別をきちんと行うことが重要で、単純化して言えば先ほどあるいは前回議論に

出ているように、赤字企業を速やかに退出させるためのメカニズムとしてもやはり

重要だということだ。その際に、債権者によるガバナンスあるいは債権者がどうい

うふうに行動するかということが非常に重要だという気がする。 

この観点からいきますとメインバンクガバナンス、メインバンクを中心としたガ

バナンスというのが我が国では非常に大きな役割を果たしてきたわけだ。次の６ペ

ージだけれども、すごく昔は、メインバンクの役割というのは昀後の貸し手であっ

たり、企業を必ず救済してくれるという役割のように主張されてきた時代があった

わけだけれども、恐らく現在ではそういうふうに余り考えていなくて、むしろ今、

振り返って冷静に考えると、企業が早期の事業再生にできるだけタッチできるよう

に関与するということだったのだろうと思う。 

これはある意味では私見だけれども、そういう意味でいくとメインバンク制度と

いうのは銀行が現在ファンドの行っているような役割をかなり果たしてきたとい

うことに近いのではないか。実際に銀行は株式も保有できたわけだし、株式と債権

の両方を保有して、場合によってはかなり経営に深く関与して効率化を図るという

意味では、やはりファンドの役割にかなり近い。 

あるいは次の７ページでいけば、ベンチャー企業に対して積極的に資金提供を行

って経営支援を行う、あるいは成長を促進させる。それから、平時の経営に対して

は業績チェックを行って規律付けを行う。それから、先ほどの繰り返しだけれども、

事業再生には役員派遣等をするということでいくと、理想系としてはかなりファン

ドがやられてきたことに近いものだったのだろうと思う。 

次の８ページは繰り返しなので、飛ばして９ページ。そういうメインバンク中心

のガバナンスがうまくいかなかったと言われる場合も多いわけで、その幾つかの理

由が考えられるが、基本的には今、申し上げたような形式的な構造、そういうよう

なメカニズムが与えられてきたわけだけれども、実際にその中で銀行が適切な行動

を取ってくれるかというのはまた別の問題で、実際の銀行の行動がそのメカニズム

を十分に機能させるだけのことではなかったというのがやはり大きな問題だった

のだろう。その意味でいくと、適切なガバナンスを行使するための能力だとか仕組

みというのは十分ではなくて、言い換えますと銀行に対するガバナンスというのも

この点ではやはり今、振り返ってみるとかなり改善すべき点があったと思う。 

その点は今後、改善していく可能性もあるわけだけれども、次の 10 ページ、今

後の制度の問題としては先ほど申し上げたように、銀行がかつては株主としての役

割も担えていて、実質的に株式保有を行っていたわけだが、そこが随分できなくな

ってきたというのが今後にとっては大きな今までとは違うことを考えなければい

けない点なんだろうと思う。 

単に株式を保有できただけではなくて、この分野だと疑似エクイティと言われる

けれども、株式に近いような長期の貸出しを行って企業をサポートしていくという

ことが実質的に行われてきたわけだ。 
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これが御承知のとおり、次の 11 ページにあるように、不良債権処理要請から疑

似エクイティという形の貸出しに関してもきちんと実質評価をしろということに

なって、結果的に保有が難しくなったという面がある。それから、株式保有もＢＩ

Ｓ規制等によってできなくなった。 

こういう点は銀行経営の健全性という意味では、ある意味で非常に望ましいこと

だったのだろうと思うけれども、先ほど申し上げましたようなトータルな企業に対

するガバナンスという面ではやや問題が生じてきていて、これは冨山委員の方から

も御指摘があったかと思うけれども、12 ページに書いたように、現在では地方企

業だとか中小企業は依然として資金調達の主流は銀行だ。 

その意味で、銀行は今、申し上げたような理由から十分な株式、株主としてのガ

バナンスを発揮できていないということがある。この点をどうしていくかというの

が非常に重要だ。それから、本質的にやらなければいけないプロセスとして債権者

としてのガバナンスがあるわけだけれども、これも十分な人材あるいはガバナンス

が銀行に対してかかっていないということがあってまだ不十分な面がある。それか

ら、これは前回議論になったところだけれども、破綻プロセスを通じたガバナンス

をうまく対処させていくというメカニズムが機能していないという問題があって、

ここを少し改善していくことが今後重要ではないかと考える。 

法制度の改革の経緯は詳しくは述べないが、かつては法的な破綻処理プロセスは

ほとんど実質的には使われないルートだったわけだ。法的整理の制度がかなり整備

されてきて、あるいはその事業再生、企業再生の活動が活発になることで法的整理

を使うというプロセスは随分できるようになったという意味では、制度改革の大き

な進展があったのだと思うけれども、まだまだ退出メカニズムとしては不十分だと

いうことがある。 

その意味でいくと、経営破綻あるいは債務不履行時に債権者がどういうガバナン

スを発揮するのかということを少し明確にしておく必要があるだろう。そこを改善

していくことがかなり重要で、ポイントとしては債権者に債権者ガバナンスをきち

んと効かせるような形にする。それから、今は再生ファンド等がいろいろたくさん

あるわけだから、再生ファンドへの売却等も考えた総合的な戦略を立てる。それか

ら、やはり制度の実質的な機能においては裁判所の判断も重要になると思うので、

この裁判所の判断がより適切なものが行われるようなある種の仕掛けをつくって

いくということが重要かと思う。それが 15 ページ辺りにまとめて書いてある。特

に前回出てきたような地方の問題ということを考えていく上では、地方銀行が果た

す役割あるいはそこでの機能の改善の重要性というものが非常に重要かと思う。 

16 ページには改めて強調しているけれども、金融機関に対するガバナンスとい

うものがそういう意味で重要で、意思決定メカニズムの改善、それから銀行の人材

活用、経営の効率性という点が非常に重要かと思う。 

17 ページのところには改革プロセスの経緯というものがいろいろ書いてある。

この間の経緯からすれば債権者によるガバナンスは今、申し上げたような法的整理

のところでかなり改革が行われたわけだが、ガバナンス改革というところで言えば

もう少し資本市場回りのところで随分改革が行われて、会社法等あるいは取引法等

ができたというところが大きな状況だったと思う。その観点からすれば、株主によ

るガバナンスというメカニズムも現在ではかなり機能するようにはなってきた。 

18 ページのところには基本的なメカニズムが書いてある。これは余り詳しくは
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お話ししなくてもいいと思うけれども、やはり買収の脅威というのはそれが潜在的

に発生することによって経営の規律付けが行われるという点が非常に重要だとい

うことが多分強調すべき点だろうと思う。 

19 ページのところも既に十分御承知のところだと思うので、今までは少なくと

も制度上はかなり世界的に見ても株主ガバナンスが強く機能できるような法的ル

ールが整備されてきたと言われてきたわけだけれども、実質的には余り機能してい

なかったという点が、20 ページにあるように、昀近は株主のガバナンスがある程

度は効くようになってきているという状況だ。 

その点で非常に大きな影響がありますのは 21 ページに述べているように、買収

であるとかＭ＆Ａという可能性が株主ガバナンスのところではやはりインパクト

があったのではないかという点が非常に感想として持つところである。 

敵対的買収の案件の増加でもってかなり株主総会が、いい意味でも悪い意味でも

活性化したという面がある。ただ、制度設計の部分がそこに大きく関与していない

かというとそうではなくて、裏側には新会社法等、組織法制の柔軟化とか、さまざ

まな形で自由度が高まったということが、恐らくこの買収の増加というところに表

れてきていると理解している。 

22 ページで、買収であるとかＭ＆Ａというのは実際に起こるところも重要だけ

れども、その可能性があるというところでの規律付け効果がかなり大きいというの

は海外においてもかなり指摘されているところである。そこにかなり有名な論文を

引用しておいたけれども、Holmstrom and Kaplan の論文だと、アメリカの 90 年代

というのは敵対的買収は実質は少なくなるが、その規律的効果が経済成長にとって

非常に重要だったという点が言われている。 

それから、これも前回ポイントがあったところだけれども、Ｍ＆Ａがなぜ重要か

というと、スピーディーかつ比較的柔軟な形で人材を含めた生産要素の移動が可能

になるという点が非常に重要だろうと思う。 

23 ページで改めて強調しておりますように、やはりスピードというものが改革

においては非常に重要だと思うので、それを達成する上ではＭ＆Ａは非常に有効な

手段であって、Ｍ＆Ａが適切に行えるようなガバナンスという点が重要だろう。 

この辺は、そもそも制度設計として何が必要かという点でいくと、株主のガバナ

ンスはいろいろ議論されているようにそれ自体、手を放していて 100％うまく機能

するというわけではないので、情報の非対称性を軽減するような制度、あるいは金

融商品取引法のルールを整備する。それから、金融市場の厚みをつくって不必要な

バイアス、変動が起きないようにするという意味では多様なプレイヤー、あるいは

前回ありましたような高度金融人材を導入してきて、より質の高い取引が行われる

ようにするという点が重要かと思う。 

この点はいろいろ議論がありまして、25 ページに書かれているように、ＣＳＲ

であるとか、あるいは環境問題という点が株主のガバナンスと矛盾しないのかとい

う議論が行われている。あるいは冨山委員からもお話があったと思うけれども、知

識人材の育成だとかイノベーションを促進させるような研究開発、こういうものが

短期思考にあるというふうにしばしば言われる株主のガバナンスと矛盾しないの

かという点が一つの大きなポイントで、一つのそのための解決先は先ほど申し上げ

たように、情報の非対称性をできるだけ解消して株主市場が適切に企業の行動を評

価できるようにするという点が重要かと思う。 
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もう一つの可能性として、株主のガバナンスであるとか株主に対するガバナンス

の企業側のニーズ、あるいは資金調達の必要性という点がかなり企業あるいは環境

によって大きく異なってくるという点を考えると、制度設計としてはもう少し企業

の株式の取引のされ方という選択肢を増やすという点も考えていくべきなのでは

ないか。 

具体的には、現状だといわゆる完全な株式公開か、非公開の企業か、どちらかの

選択しか実質的にはないわけだ。株式公開ももちろん取引所は東証だけではないわ

けだけれども、ルールはかなり似通っていて、完全な公開か、非公開かというもの

しかない。多様性のある選択肢を確保するという意味では、もう少し中間的な取引

市場だ。例えば、限定された参加者間でのみ証券が取引されるような取引市場だ。

部分的な公開市場とか、半公開市場というような形で、そういう場を設ける。それ

で、そこに行きたいという企業はそこで公開をしてもらうというやり方もあるので

はないかと思っている。 

メリットは実はかなりあると思っていて、さまざまな形で、例えばマーケットに

見えないような不透明な形で防衛策が取られるよりは、マーケットを分けることに

よって、片方では公開市場ではむしろかなり透明性の高い形で取引をしてもらう。

それで、こちらの市場ではある意味で透明性の高い形でそういう限定された取引に

することによって、マーケット側にもそれなりのメリットが出て、そこで取引がし

やすくなる。透明性が高い、予測性が高いということでメリットがあると思ってい

る。 

ただ、もちろんそういうふうにすることでこの部分公開市場というのは当然流動

性は低くなるわけだから取引はなかなかしにくいということにはなるのだろうけ

れども、もし企業側がそういうところでもいいというのであれば、それは考慮に値

する話なんだろうと思う。 

考慮すべき問題は幾つかほかにもあって、株式の非公開化のところで議論があっ

たように移行の問題は当然考える必要があるし、それからマクロ全体にとってどう

かという問題ももちろん考える必要があるので、ここで具体的に是非これでという

ことではないけれども、少しこういうような発想で考えていくということが今後の

マーケットにとっては重要ではないかと思う。 

なぜそういうことを申し上げるかというと、27 ページに書いたように、海外に

おいてもこの株主ガバナンスの制度設計はかなり悩ましい問題ではあって、そこに

書いたように少数株主保護と多数株主のモニタリングをどうするかとか、複数の大

株主が戦略的に競合する場合にどうするかというようなことをいろいろ考えてい

て、海外でのコーポレートガバナンスの在り方ということになるとアカデミックに

はこういうところがいろいろ議論されているということなので、我が国でも少しそ

ういうところの検討は必要なんだろうと思う。 

昀後に「コーポレートガバナンスにおける相互依存関係」という話をさせていた

だく。これは、さまざまなところで改革が必要だ。相互依存性があることをどうす

るかというところだけれども、コーポレートガバナンスもその点が非常に重要なと

ころであって、これ自体は非常に重要なコアの問題だが、ほかの要因とかなり相互

依存性が高いので、それらを同時に解決していかないとなかなか改革ができないと

いう面がある。 

例えば、労働市場の構造というのはガバナンスメカニズムにとって非常に重要で
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ある。終身雇用でなかなか人材の流動化が進んでいない状況と、人材の流動化がか

なり進んでいて人が企業の間を動けるという意味では、買収の意義とコストはかな

り大きく異なってくるわけだ。敵対的買収のときに人が逃げていくのではないか、

あるいは人が動けないからそんな買収は認められないのだというような議論がこ

こに出たけれども、そういう点でも随分変わってくる。あるいは、第三者委員会の

意義だとか、社外取締役マーケットの重要性というのも労働市場とかなり関係をし

てきている。 

29 ページに書いたように、人材の流動化がかなり進んでいれば、実は敵対的買

収が雇用の不安定化を招くとか、解雇が行われやすくなるというような主張は随分

しにくくなるはずだ。あるいは、一方では買収先企業から人が簡単に流出してしま

うので、買ってみたらだれもいなかったという可能性もあるわけだ。それはそれで

一つの在り方なのだろうと思う。 

それから、消費者マーケット向けの製品市場の競争というものも当然ガバナンス

に影響を与えるわけだし、社会保障制度だとか知財の在り方というものもガバナン

スに当然大きな影響を与える。 

そういうふうに考えていくと、コーポレートガバナンスのところだけ一つ取って

もかなり相互依存性が高くて、いろいろなガバナンス改革、例えば買収案件の委員

会などに出席していると、やはりいろいろ買いたいのだけれどもどうも労働市場が

うまく動かないのでというところで、そこで問題がスタックしてしまう。労働市場

関係の委員会とか研究会に参加すると、どうも金融のところが、ガバナンスのとこ

ろがうまくいかないのでということで、そこでまたスタックしてしまう。そこで

堂々めぐりになってしまう。 

これは、両方やはり変えていかないとうまくいかない。重要なところは、両方同

時に変えないといけない。両方とも改革はするのだけれども、改革の方向性も間違

っていないし、改革の動きはあるのだが、同時に変えられないとなかなか全体が動

かないというところがある。逆に言うと、タイミングをきちんと合わせて改革を行

えば、さほど大きな努力をしなくても全体が動いてくれるという部分がある。 

そういう意味では、昀初にもたしか申し上げたと思うけれども、相互依存性が高

いのは日本経済のある種の特質であって、それは非常にプラスの面もあるが、こう

いうふうに大きく動かそうとすると動きにくいというマイナス面もあって、それに

対する処方せんはやはりタイミングを合わせて動かすということではないかと思

う。 

（植田会長）ありがとうございました。それでは、事務局の資料を説明する。 

（西川官房審議官）「参考資料」をごらんいただきたい。 

１ページ目、ここでは「従来のコーポレートガバナンス構造」として、バブル以

前の主に日本のコーポレートガバナンスとされるものを簡略して図式化している。

こう言われる従来型の主な特徴としてはピンクの部分を見ていただきたいが、まず

従業員の部分を見ますと従業員は終身雇用の下で年功序列によって処遇される。そ

れから、上の内部統治のところだが、内部昇進の経営者が意思決定を実質的に行使

している。 

それから、左の資金提供者との関係では、株式持合関係にもあるメインバンクが

資金を供給し、企業経営をモニターするといった点が挙げられると考えられる。 

また、外部統治構造の下の方だが、取引先との系列下請関係や株式持合がある。
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あるいは左の方だが、政府の強い関与が規制・行政指導を通じて直接企業体あるい

は銀行等を通じてあったという点も特徴として挙げられる。 

２ページ目、こちらは、１枚目で示した構造がどのように変わってきているかと

いうことについて図式化している。主な変化を、赤や青の矢印で書いている。 

まず企業の内部統治構造のところだが、赤の内部統治構造の中にあるように商法

改正や新会社法制定などを背景に取締役会などの改革が行われている。 

それから、外部統治構造では借入れの削減に伴ってメインバンクの役割が低下す

る一方、株主の存在感が増しているということがあると思う。更に外部統治構造の

下の方だが、顧客重視や企業の社会的責任重視ということで顧客、地域・社会など、

多様なステークホルダーに対する目配りが重要になっているということがあるか

と思う。 

それから、企業の中では日本型雇用システムの変化、あるいは長期的取引関係の

解消などといった特徴も見られる。 

３ページ目は、ここまでの調査会の議論において日本経済の好循環実現のために

解決すべき課題として議論されてきた大きなものを選んで図式化している。左上の

経営から雇用システム、人材育成システム、金融システムといった４つの分野に分

けて、各システムの枠の中にそれぞれ目指すべきと御意見のあった方向性を書き込

んでいる。例えば、経営システムについてはイノベーションをもっと活用するべき

ではないか。効率的な経営を目指すべきではないか。開業・廃業が促進されるべき

ではないかといった御指摘があった。 

それから、各システムの枠と枠の間には緑だが、望ましくない方向で相互に補完

しているような問題、つまり相互に阻害しているような解決すべき課題というもの

を書いている。経営システムと雇用システムのところを見ると、「成果に見合った

報酬が得られないため、人材の部門間移動も進まない」とある。これは逆に言える

こともあって、人材の部門間移動も進んでおらず、成果に見合った報酬をそのため

に考える必要も余りないということかもしれない。 

表題は「悪循環を好循環に変える「ビッグプッシュ」への課題とは」としている

が、ビッグプッシュについては柳川委員の御説明にもあったが、ここではとりあえ

ず経営、雇用、金融といった各システムの中にある制度や慣習を一挙に変えること

と御理解いただければと思う。 

各システムの中の制度や慣習が相互補完的な関係にあって、１つだけ変えようと

思ってもなかなか変わらない。皆が変わらないと全体が動いていかないという御指

摘であったが、ではどこをどのように、どのようなタイミングで一挙に押して向こ

う側に押していく。そういう戦略をどう考えていけばいいのかということが課題と

して残されているので、本日御議論の１つにしていただければと思う。 

４ページ目以降は、企業のコーポレートガバナンスをめぐる昀近の制度面の変化

を時系列的に御参考までに掲示している。 

（植田会長）それでは、今の２つのプレゼンテーションを含め、今日のテーマについてど

なたからでも御自由に御発言をお願いしたい。 

（冨山委員）多分、私の前回の話と大分かぶるところがあるので、ほとんど私も同じ意見

なので特に多くはないが、１、２点ちょっと強調しておきたいところ申し上げたい

と思う。 

１つは、先ほどの企業倒産法制絡みの話もそうだし、また前回ちょっと私が指
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摘したブルドックソース等々の判決の話だ。裁判のときのこともそうなのだが、実

は制度は相当この部分は法的には整備されてきているし、世界でもある意味では先

端的なところまできているものもあるのだが、ストレートに言うと実際に運用を担

う裁判官のレベルが低い。専門性が極めて低い。 

要は、マーケットで実際に何かやったこともなければ買収もやったことがない

人がそれを裁いているわけであって、特に会社法の世界というのは、今の会社法の

枠組みというのはかなりいろいろなものを実際の裁判例でルール蓄積をしていこ

うという形に近い。Ｍ＆Ａのルールというのはほとんど英米法というか、アメリカ

法的に裁判の蓄積で決めてくださいというところがややある。そうすると、結局裁

判官がどんな判例を積み重ねるかというのは実質的に判例法的に法体系を構築し

ていってしまうので、裁判官がどれだけ実務、実態をわかっているかということと、

自分がつくったルールがどういう動機づけを市場参加者に与えるかというところ

までわかっていなければいけないのだが、残念ながら裁判官の頭の中というのは過

去に起きた事件をどうフェアに処理するかということしか考えていない。基本的に

そういうふうに教育されるので、そこは極めて能力が低い。それで、これは倒産法

制に関しても同じことが言えていて、ありていに言いますと倒産法制を裁くという

のは極めて専門的で、技術的で、かつ経験がないとできない。 

ところが、裁判所というのはサラリーマンローテーションだから、ある日ぽっ

と回ってきて、突然ぽっと難しい会社更生法が申請されるとそれを裁かなければい

けなくなる。更生法とか民事再生法の裁判というのは極めて職権的な手続で、裁判

官の裁量の問題というのはすごく大きな役割を果たすので、この人が素人だとかな

わない。 

実は法的整理を使うときの昀大の怖さは、だれが担当裁判官になるか、だれが

更生管財人に選ばれるのかということだ。結局不確実性というものはリスクになる

から、市場参加者からするとそこにすごいディスカウントせざるを得ないわけだ。

何が言いたいかというと、この分野はある種の専門化を進めるようなことをし

ていかないと難しいということと、ある種、専門裁判所とか専門裁判官みたいな仕

組みをつくるということが１つと、それをつくるときにその中の構成員というのは

本来ローテーションで回っていく職業裁判官ではないはずだ。むしろその分野をず

っとやってきている人間アンドやはり市場参加者で相当やってきた、ここにいらっ

しゃるような皆さんに相当な役割を果たしてもらうような裁判員構成にしないと、

使う側が怖くて使えないというか、さっきの相互依存的な仕組みも結局相互依存の

一つの要素になるので、その部分はやはり相当改革する必要が私はあるように思っ

ている。 

くどいようだが、日本の裁判官の成り立ちというのはどういうものかというと、

私も元法曹にいた人間なのでよくわかるのだが、どちらかというとシャバの生々し

い社会適応をしたくない人が司法試験を受けて裁判官になる。そして、その象牙の

塔の中でずっと偉くなっていくので、これが一番シャバシャバした泥臭い更生法、

更生事件とか、会社法のああいうＭ＆Ａの話とかを裁くというのは実は極めて困難

なことだし、ひょっとすると昨日まで刑事事件のことをやっていた人が急にあれを

やるわけだ。そこはやはりちょっと無理があるような気がするので、そういう提言

もあっていいような気がする。 

実は、この話は結構某役所とか某裁判所などの抵抗が非常に強い部分なのだが、
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そこはやはりブレイクスルーしていかないと難しい。 

知財に関しては、かなり今は専門裁判所になっている。だから、似たようなこ

とがこの分野でもあっていいような気がする。 

（大竹委員）私も今の柳川委員の 14 ページの点について、裁判所の判断が適正なものに

というのは冨山委員もおっしゃったとおり大事な点だと思う。 

ただ、今、冨山委員は新しい裁判の仕組みをつくったらどうかということだが、

もう一つは法律の制定のときにやはり趣旨をどれだけ明確に打ち出していくかと

いうことだ。それから、変な判例が出たときにそれを正すような立法の仕組みとい

うものが日本では大事なのではないかと思った。Ｍ＆Ａもそうだけれども、労働法

制も裁判所で全部決められているところがあるので、その人たちがその判決がもた

らす影響というものをどこまで考えているかというのが完全に欠けているところ

が大きいわけだ。だから、変えていく仕組みというのは幾つかの方法を考えていく

必要があるのではないかと思う。 

（福井委員）柳川委員のプレゼンテーションに基本的に異議があるわけではないけれども、

ペーパーの４ページ辺りは両者のコントラストを明確にするために書いておられ

ると思うが、外部ガバナンスの仕組み、つまり株主は主に平時のガバナンス、それ

から債権者は主に経営破綻時のガバナンス、このとおりだと思うけれども、実際に

は平時から株主と、それから債権者なかんずく銀行債権者との間には常時チェッ

ク・アンド・バランスが働いているのではないか。銀行債権者というのは預金資金

がバックだから高いリスクは取れないので安定経営で、ただし安定したリターンを

求めるという目でいつもガバナンスを発揮しようとするし、株主の方は機会があれ

ば、より高いリターン、ただし、より高いリスクを取る。こういう形でチェック・

アンド・バランスを常時働かせている。でも、双方に何かの誤りがあったときに、

昀終的に債権者は経営破綻時に重い負担を負う。こういう構造になっているのかな

と思う。 

ただ、日本の戦後の高度成長のプロセスにおいては、大企業、中小企業を含め、

いわば極めて簡単に言うと欧米に先進モデルがあって、キャッチアップ型のモデル

であったがために、本当は極端に高いリスクを取らなくても高成長によって高いリ

ターンが得られた。したがって、ある意味で銀行債権者にとっては株主の方のガバ

ナンスが余り表に出てくるということはかえって邪魔になるというので、大企業に

ついては持合いが行われた。持合いというのは株主のガバナンスのプレッシャーを

封殺しているメカニズムではないかと私は思っていた。 

それから、中小企業の方は大企業を頂点に重層的な下請構造の中にビルトインさ

れているので、いわば安全装置の中にやはりいるわけだから、銀行債権者が長期の

ローンという形で実質エクイティを提供していても、全体としてやはり安定経営、

安定リターンということと矛盾がなかった。かれこれ区別することに余り意味がな

かったからそういう形が続いていたと思うけれども、やはりその時期が終わってグ

ローバル競争は常にテキストブックというのはないので、昀先端を切り開かない限

り企業経営そのものが成り立たない。 

したがって、常時リスクが高いが、リスクをうまく取れば高いリターンが得られ

るという構造に変わったがために、大企業について言えば持合い解消、そして資本

市場の役割と銀行の役割が明確に分離して意識されるようになったと思う。一方、

中小企業の場合には、そこのところの絵解きが十分できていないのではないかとい
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う気がする。 

企業再生が大事で、地方銀行もこれから企業再生でもっと力を出せという場合に、

もう少し具体的に整理して、つまり中小企業にキャピタルをどういうふうに提供し

ていくのかというメカニズムをまず考えなければいけない。そして、キャピタルが

提供されたら、例えば、キャピタル提供者による企業再生メカニズムと銀行債権者

による企業再生メカニズムは、接点はあるけれども本質は違うところがあるので、

そこを整理しないと新しい制度設計はできないのではないかと私は思っている。 

今、地方銀行の経営者は、そういう自分ではできない制度設計の不備な部分も含

めていろいろ悩んでいると思っている。 

（冨山委員）今の観点で、実はこれは皆さん御存じだと思うけれども、日本の企業の９割

以上は中小企業だ。かつ非公開のオーナー会社だ。恐らく働き手の３分の２以上は

多分そういうところで働いているわけで、その世界は基本的には株主と経営者が一

致しているので、構造的に株主ガバナンスと言ってみても株主は外部者ではないの

で余り意味がない議論になってしまう。この枠組みの議論というのはエージェンシ

ーもへったくれもなくて本人なので。 

ただ、問題はそういった会社が確かにその保護装置の中から外れたときにいろ

いろなことが起きてくるわけで、それに対してどういうふうにガバナンスを働かせ

るかというのは、まさに答えがまだ提示されていない問いだと私も実はすごく思う。

実際に再生機構の３分の２の案件はこういったタイプの会社だった。持ち込ま

れた数も、圧倒的にそういったタイプの方が実は多かった。そのときに、では銀行

がガバナンスを行使するとは言っても、別に彼らは株を持っているわけではないの

で、結局資金がショートするところまでガバナンスのトリガーが引けない。それで、

資金がショートするところまでいっている会社というのは、赤字になってから資金

がショートするまでには相当な時間がかかる。取り分け小売業とかゼネコンなども

そうなのだが、比較的先にキャッシュが入ってくるタイプのビジネスだ。要するに、

ワーキングキャピタルがそんなに要らないタイプのビジネスというのは、本当にど

うしようもないところまでいかないと実は資金ショートが起きないので、そこまで

は結局銀行のガバナンスの昀終トリガーというのは引けない。 

それが現実としてあるので、さっき言った退出のメカニズムで言うと、何でこ

こまで放っておいたのだというか、全身にがんが転移してどうしようもないという

ところまで大体引っ張るという構図が一般的な構図になっていて、非常に悲惨な展

開で会社が倒れていくという構図がある。 

実は第３セクターもそういう業態が多いので、昀後は本当に何でこんなことま

でいってしまったのかというぼろぼろの状態になるというケースがほとんどだ。 

この場合も同じで、要は非公開だから株主ガバナンスという形で実はトリガー

がなかなか引かれないという問題があって、ではこのときに銀行が何をなし得るか、

あるいはより早期の段階でいかにガバナンスを行使するかという問題に関しては、

変な話、銀行法の５％云々などというのはむしろ邪魔くさい話であって、あんなも

のは私はなくしてしまってもいいような気がしている。さっさとデット・エクイテ

ィ・スワップでその株を持たせて、銀行に実質的には例えば時間限定でガバナンス

をにぎらせて、ちょっと困ってしまった経営者とかを放逐させていい形の経営に変

えるということぐらいできるような権能を持たせてあげないと……。 

もう一点付け加えると、ではここにファンドを使えるかというと、地方のどち
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らかというとバス会社とか、あの手のたぐいのものというのはアップサイドが限定

されているモデルの事業が多い。アップサイド限定型モデルというのは、基本的に

はエクイティにはなじまない。どちらかというとデットモデルの事業だ。そうする

と、そういうところに急に株の価値が10倍とか20倍になるようなことはないので、

エクイティ型の通常のリスクマネーのプライベート・エクイティ・ファンドがすご

くアクティブに活躍できるかというとなかなか活躍ができないわけで、むしろ私は

銀行や、それこそ商工中金さんのようなところの役割というのは大事なような気が

している。だから、彼らがもっと動きやすいような制度改革があってもいいのかな

という気はずっと前々からしていた。 

（氏家委員）柳川委員のプレゼンテーションの後半の部分に関して、株主ガバナンスがど

の程度効いているか疑問がある。株主ガバナンスが適正化される方向にあるとは思

うが、そのスピードと、どこまで効いているかということに関して、私は不十分な

状況だと思う。 

例えば、本格的な戦略的な敵対的買収はまだ日本では実現していない。合併対

価の柔軟化も一例以外使われていない。ほとんど影響がないということだ。会社提

案が否決される例はまだ極めて少なくて、株主提案が可決されるケースもほとんど

ない。 

一方で、実際には数社しか存在していないアクティビストによる会社への圧力

に対抗して、経営の安定化を目的とした株式の持合いが増加してきている状況だ。

典型的なアクティビストの会社への圧力は、増配、自社株買いの要求なのだが、

株主提案を明示的に出された会社の５割くらいが、要求通りではないにせよ増配し

ている。ということは、水面下も含めるともう少し増配した会社があるだろう。そ

れらの会社は、もしかしたら、はじめから増配の余地があったのではなかろうか。

それから、例えば新株の予約権が付いたローンを金融機関に出している例があ

る。これはトリガーが引かれれば、新株予約権が行使されて株数が大幅に増える仕

組みであるが、このような資金調達をやっても、市場では何らペナルティがない。

株価も余り動かないという状況だ。こういうことを見てみると、株主によるガバナ

ンスというのは、その方向で動きつつあるとは思うが、その効き目は十分とは言え

ない。 

技術の流出を防止するとか、長期的利益を保護するとか、または国益を保護す

るとか、色々な理由で、非効率な経営が温存されている可能性がある。 

方向は合っているが、スピードは遅い。夜明け前と言えるかもしれないと思っ

ている。 

（牛尾委員）柳川委員の提案に基本的には私は賛成なのだが、構造改革で向こう 10 年間

くらいのことを考えるときにやはり避けて通れないのは、約 70％の会社が赤字で

税金も払えないで、安い賃金で、経営を続けていること。 

特に中小企業で今でも正規社員でも時給 640 円とか 600 円で、今年は５円とか

６円しか上げられないという議論がされている。アメリカの時給の昀低賃金が

1,200 円くらいだと聞いているが、我々はアメリカで工場を経営したらアメリカの

方が賃金は高いが実際に払う総人件費は安い。結局、年功序列で上がっていくとい

う制度の違いはあるが、日本は正規、非正規を入れても 1,500 円、2,000 円くらい

のものを払わなければできない。 

しかし、問題はそういうところの対象にある会社ではなくて、ヨーロッパ、ア
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メリカでも赤字会社が 60％くらいだという説はあるが、私もつぶさに調べたこと

はないけれども、あちらは結構中身が入れ替わっている。新規が出て退場するとか、

入れ替わっている。恐らく日本の赤字会社の７割くらいというのは経常的赤字会社

だ。それで、割と含み資産は持っている。だから、一定の集積がくると物を売って

無税でキャッシュ化する。 

そういうことが続いていたのだが、製造業の小企業、零細企業というのは製造

が非常に伸びたものだから購買ネットワークで生き延びていた。しかしこれもやは

りこの 10 年で自動車メーカーなどの例のように壊滅的に変わってきて、サービス

業を欧米と比べてみると、やはり欧米では３年か４年赤字を出すと退場する。もう

会社は生き延びられないのが普通だ。 

なぜ日本だけ生き延びるのだろうか。経常的な赤字だ。それで、企業経営が社

会の生産性を高める昀大の主戦投手だから、企業という概念でも数多くある。経常

的にずっと赤字で、時折政府からいろいろな種類の補助金がある。一度前にも言っ

たが、赤字財政で、低金利であり、円安であることも、救済の役割を果たしている。

それは救うためにやっているわけではなくて、結果としてそうなっている。 

しかし、これから社会全体がだんだん人口も減ってくる。お隣の時給 50 円、60

円の国が結構高い質の労働力を持っている。しかも、グローバルにマーケットが成

立し始めるともっともっとひどい状態になってくるだろう。それを皆わかっていて、

中小企業問題というのは助けなければいけないのだというだけで、この問題にだれ

も手を突っ込んでいない。だから、株主とオーナーが一緒であるとか、苦しい企業

では外の人だけには賃金は払うけれども、自分たちは無給で働いている。 

そういう企業が社会の一翼を担っていたんだけれども、21 世紀に入ってからの

日本の構造の諸変化、今日事務局が出してきたものでも様子が変わってきて、やは

り 50、60％の「黒字になることが難しい会社」、「世間並みの賃金を払うことが難

しい会社」が存立してだれが幸せなんだろうか。本当に皆、苦労している。 

今、冨山委員がおっしゃったように、銀行も口を出せずに本当に困るまで待つ

しかしようがない。日本の社会全体がそういうことになったら大変なことになるの

で、やはり今度の構造改革をするときには柳川委員が冒頭にお話の、具体的に言え

ば中小企業がきちんと再生されるメカニズムをつくって、その人たちを真にどうや

って救うかということを考えないといけないですね。だから、経済再生で救われた

というのは赤字企業の中で見込みのある上から５％か 10％が対象になるのであっ

て、90％くらいというのは本当に本質を考えないと、明治以降ずっと従来の構造で

何とか生き延びる空間があったものが、21 世紀に入ってからだんだんなくなって

きている。 

非常にわかりやすいのが、いわゆる商店街だ。昔の商店街が、歯が抜けたよう

にシャッターが降りる。あらゆるところまでオールジャパンの運送会社が動き出す

と、車２、３台で親子でやっているような運送会社は成り立たなくなってくるわけ

だ。 

そういうようなものは単なる例だが、それが 500、1,000 とあって、どうしよう

かということは本人だって困っているだろうと思う。ただ、この問題は６、７割の

子どもは家業を見捨てて違うところにいく。サラリーマンになる人もいれば、自分

で創業する人もいる。それで、新規産業への人の移動が起きる。また、アメリカで

同業種を見ると常に新しいものが出てきて、競争がそれを解決している。日本はそ
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ういうところでは競争をしない。もっともっと魅力のある東京や大阪でそういう人

は競争をするのであって、人口１万、２万の知っている人が半分以上いるような町

ではそういう競争を避けて皆、違うところに行く。 

だから、今度の構造改革ではこの問題についてわかりやすい道筋を見せる。そ

して、前途に出口はあるということを、ずっと税金を払っていなかった人がこれだ

け頑張れば税金も払える会社になれるのだということで道筋を見せるためには、わ

かりやすいこの問題に手を付ける必要があるのではないかと私は思う。 

（柳川委員）幾つか補足をさせていただく。先ほど氏家委員の方からコメントをいただい

たように、私はプレゼンのところでは余りきちんと強調できていなかったのかもし

れないけれども、これで株主ガバナンスが完全にいいところにきたというつもりは

全くなくて、改革が行われたかどうかというところだけ書いたのでそういう誤解を

与えたと思うけれども、おっしゃるようにスピード感のある改革が今後重要なこと

は間違いないと思う。これは訂正させていただく。 

それから、福井委員から話があったように、やや理論的に書いたので峻別した

ように書いたけれども、当然債権者においては平時においてもガバナンスは非常に

重要だと思う。ああいうふうに書いた理由は、御指摘いただいたように、要するに

先ほどの赤字になったとき、破綻だとか赤字になったときに、やはりガバナンスを

きちんと効かせる。それが債権者の基本的な役割だというところを強調したかった

ということだ。 

その点で、今の牛尾委員あるいは冨山委員から話があったように、やはり中小

企業で銀行中心にガバナンスとお金が回っているところでいかにその退出をスム

ーズにさせて、そういうところはもうちょっと生産性の高いところにちゃんと生産

要素を動かす。このメカニズムが基本的に重要なのだろうと思う。その意味では、

やはり地方銀行の役割というか、責任は非常に大きくて、地方銀行の経営をいかに

よりよいものにしていくかというのはまず基本的には重要だと思う。 

その中で、やはり御指摘があったように、結局株が持てない、あるいは昔は長

期でゆったりと構えていたが、疑似エクイティみたいなものは使えないという部分

があって、これは本当だったらそうだからすぐに退出のトリガーを引くというのが

理想的なメカニズムだったはずなのだけれども、冨山委員がおっしゃったようなこ

とで結局は動かないということになってしまって、実はこの部分は空白と書いたけ

れども、制度上の非常な穴ができてしまって改悪になっていると思う。前よりもむ

しろここは動かなくなってしまっていると思うので、ここを何とか変えていかない

といけないのだろうと思う。 

私のここで書いたイメージは、債権者の論理よりも資本の論理を早目に持ち込

むというところがどうしても必要で、15 ページは強調し忘れたけれども、ファン

ドと地方銀行のいい形での連携可能性というところでやっていかないと、なかなか

銀行だけでは難しいのだろうと思う。 

それで、１つは冨山委員がおっしゃるように、株を銀行に持たせるというのが

一つの役割だと思うけれども、ここが今どこかで申し上げたと思うが、非常に難し

いところになっていて、銀行経営上の要請、銀行の健全性を高めよというのが片方

で強い要請としてあって、こちらの役割はどんどん強くなっている。 

ただ、本当はガバナンス上の話からすると株を持って手を突っ込んでくれとい

う話があって、このギャップがすごく開いてしまっている。これが悩みの種で、銀
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行経営の話からすると冨山委員がおっしゃるような話とは、逆でむしろもっと健全

化せよという話がこちらから出ているので、これがなかなか難しい。 

難しいとすると、やはりある種の会計上の分離をして別の組織をつくって、こ

こにある意味で株主としての役割を果たさせる。そういう意味でいくと、銀行系の

ファンドでもいいのだろうとは思っているけれども、そこで一たん会計分離をさせ

る。ただ、そこで先ほど冨山委員がおっしゃるように、そこはもうからないという

話でいくと、なかなか株主としてファンドが入りにくいという部分はあるだろうと

思うけれども、銀行系ならばどうかということと、もう一つは言い方は悪いが、退

出してもらう。そこで再生させてもうけるわけではなくて、退出メカニズムとして

の株主の役割をきちんと果たしてもらうということしかないのではと思う。むしろ

退出のところで、退出させてもうけるというビジネスモデルを考えていかないとい

けないのではないか。 

そこで昀初に御指摘いただいた法制度、裁判所の判断の問題が昀後に一番効い

てくるところで、私は法と経済学関連でこういう倒産法制の話とかＭ＆Ａの法制と

か、いろいろお話を伺う機会は多いが、やはり経済学者の観点からして一番理解で

きないのは、大竹委員もそうだと思うけれども、昀後に裁判所のところだ。ここに

いったときはものすごくブラックボックスで、かつよくわからない。予測可能性が

すごく低い。すごく裁判所の判断によってブレがあって予測可能性が低い。 

これは恐らく経済学者から見ている目だからということもあるのだと思うけれ

ども、私たちから見てわからないということは、多分海外から見てすごくわかりに

くい話だと思うし、すごくおかしなことが行われているように見える話だと思う。

ここはやはりきちんと道筋をつけて、要するにどうしたらどうなるのかということ

くらいはせめてはっきりさせてくれないと、先ほど退出のところでおっしゃってい

ただいたことだけれども、これを退出させるように持っていったときにどうなるの

かということがわからないと、やはり動きようがない。どうしても止まってしまう

というところがあるので、専門的な裁判官をつくるというのはやはり一つの方法だ

と思うけれども、そこの透明性と予測可能性を高めるということが多分絶対条件で

はないかと思う。 

（香西委員）法人企業７割が赤字ということで、これは税金にも非常に問題があって、１

つの説は牛尾委員の説と反対みたいだけれども、賃金になっているのではないか。

これはどちらが安いかという問題で、つまり法人税を払うのが安いのか、賃金税を

払うのが安いのかという問題で、家族や勤め人に賃金をやってしまって、それで法

人税の方は払わないように赤字にしておくというやり方があるのではないかとい

うことが１つある。ＥＵでも何かそういうことで法人税と賃金でそのバランスとい

うのはかなり問題で、それで法人なりになったり、個人なりになったりするという

動きがあるということも言われていたように思う。 

それからもう一つは、地方税では法人に対して付加価値税を課している。外形標

準ということだ。この外形標準というのは実はそれでいいところも確かにある。７

割の赤字も、景気のいいときはもう少し下がるけれども、ずっとここのところ７割

だから具合が悪い。外形標準税は 10 割税金が入ってくるからよいところもある。

問題は実はコストに税金をかけている。例えば、雇用をしたら賃金が入ってくるわ

けだからやはり税金が増えてくる。そうすると、それはむしろ経済の発展を抑えて

いるのではないかという批判もある。逆にしかし、それは赤字で何もしないよりは
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取った方がいいじゃないかという議論もある。いろいろ税の方でも議論をして、ち

ょっと去年はけんけんがくがくやった。そういった問題も多少はあるのではないか

ということだ。つまり、税の在り方も影響しているかもしれない。 

（小島明委員）若干感想を述べる。１つは、日本は生産年齢人口がどんどん減る。人手不

足の話が将来的に大変な問題になっているが、潜在的に余剰労働力はいっぱいある。

一方で大企業、特に製造業、大企業というのはどんどん経営がグローバル化して、

設備投資も雇用も生産活動も販売活動も収益の源泉もどんどんオフショアにいっ

ている。株主の構成もどんどん外国資本投資家になっている。それと、純粋に国内

だけであって毎年、毎年赤字でなおサバイブしている組織とのギャップがどんどん

大きくなっている。 

しかし、それは長続きしないということも牛尾委員の話で分かる。だから、こ

れは退出の仕組みをうまく考えなくてはいけない。それによって余剰労働力が活用

される労働力になる。その場合、退出すると、そこで働いている時給 600 円の人が

皆、路頭に迷う。受け皿が必要なわけだ。その受け皿として、やはり新しい企業、

事業がどんどん起こるような仕組みを同時につくらなくてはいけない。やはり 600

円ではなくてそれより高い時給を払えるような新しい企業が次から次に生まれる

という仕組みを早くつくらなくてはいけない。 

日本の場合、少子化が問題になっているけれども、起業、新しい業を起こすス

タートアップの状況がこの十何年か急速に落ちていて、企業人口が減っているわけ

だ。これが問題であって、新しいスタートアップをするというのは新しい分野の企

業が多いだろうし、それをどうやってエンカレッジするかという仕組み、そこで金

融の役割というものが出てくると思うが、有形担保を取って融資をする間接金融中

心のシステム、これはひとつ重要なのだが、それプラス本当にリスクキャピタルを

提供できるような体制、あるいは企業が社債や株式で資金を調達するような資本市

場の厚みをしっかりつくることが重要なのではないか。 

特にサービス、情報関係の企業は皆、昀初はスタートアップしようとしても、

自分の自社ビルを持っていたり、設備を持っていなくて、持っている人は無形の知

的資産であって、従来の間接金融方式だと担保にならない。したがって融資資金が

調達できないという結果になっているケースが多いと思うが、そういう新分野の新

しい事業のスタートアップを支援する仕組みができると、やはり経済全体の生産性

が上がる。それから、退出に伴って出てくる余剰労働力の吸収受け皿ができるとい

うことであって、やはりその辺はセットで考える必要があると思う。 

昀後の点はガバナンスの関係で、市場経済が順調に機能するために昀低限必要

な条件というのはやはり新規の参入あるいは退出に対して合理的な制度がある、あ

るいは、どちらかと言えば自由にできるということと、それからあらゆる市場への

参加者、それは投資家であり経営者であり、全部そうだけれども、取り分け投資家

に対しては経営判断、投資判断に使える情報が十分提供される。それから、提供さ

れる情報に虚偽がない。それによって正しい投資判断ができる。 

昀近いろいろ出る例は、虚偽の情報提供が多過ぎる、あるいは情報提供が少な

過ぎるということがあるわけだが、そういう条件をしっかりチェックした仕組みに

する。ディスクロージャーについて、エンロンみたいな虚偽の情報提供をした場合

には厳罰がちゃんと用意されているという仕組みが、個々の企業のガバナンスを発

揮するための社会的なインフラとして重要ではないかという気がする。 
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（八代議員）柳川委員の発表は非常に貴重なものだと思う。特に銀行が高度成長期にファ

ンドの機能を果たしてきたというのは珍しいことだと思うが、それが可能になった

条件は何なのだろうか。それがなぜ今できなくなったかというと、やはりリスクキ

ャピタルを土地担保という形で提供できたのだと思うけれども、その条件がなくな

ってしまった。だから、ある意味でもう銀行にファンドの役割は果たせない。だか

ら、別の機能が必要だという整理だと思う。 

それから、26 ページの中間的な取引市場は面白い提案だが、これはいわば製造

業における系列取引みたいなイメージなのだろうか。つまり限定された参加者とい

うか、製造業でも完全に企業内部での生産活動と、完全にマーケットの取引の間に

系列取引があるわけだ。だから、そういうようなイメージかと聞いていて考えたわ

けだが、そうでないと限定された参加者というのはどう定義するのかというところ

がやはりかぎになるのではないかと思う。 

それから、労働市場とのリンクというか、相互補完性だが、これは１つは日本

の労働市場における労働者の定義があいまいであって、平の社員と限りなく取締役

に近い管理職までが基本的に同じ労働法で厳格に保護されている。平の人は守るに

しても、管理職のかなり上の部分というのはもっとハイリスク・ハイリターンの雇

用契約であるべきではないかという考え方があると思うが、それが全く無視されて

いる。これも相互補完性を一層強めている原因なのかと思えるが、もう少しそこを

明確に労働法制などでも考える必要があるのではないか。 

それから、それは昀後の法曹界の問題でもあるわけで、冨山委員がおっしゃっ

たように裁判官が非常に頼りにならないというか、非常に不確実性が高い。それは

例えばロースクールというものをもっと機能させるということと同時に、裁判官の

裁量性をできるだけ狭めるために実定法をきちんと整備しておく。これは労働法で

も昔から言われている解雇ルールをきちんと実定法で決めればそれだけ判例のあ

いまいさがなくなるわけだし、倒産法制についても同じようなことで経済学なども

貢献できる余地が大きいのではないかという２点をやはり提言していく必要があ

るのではないかと思う。 

（植田会長）それでは、割とポイントがはっきりした議論だったと思うし、まだ御発言に

なりたい方がいらっしゃると思うが、後半の部でも担っていただければと思う。 

後半では調査会全体の取りまとめに向けて少し議論を進めたいと思う。御自由に

御議論いただきたい。 

今日御欠席の小島順彦委員から意見書の提出があったので、席上に配布している。

（大田大臣）これまで、何を目指せばいいかというのは議論もたくさんいただいているか

ら重複して御発言いただく必要はないので、なるべく具体的なメッセージを出して

いきたいと考えている。具体的という意味は個々の政策という意味ではなく、一歩

踏み出して今の問題状況からあるべき姿に移るときの、柳川委員のおっしゃるビッ

グプッシュだけれども、ここに向けて具体的なわかりやすいメッセージを出してい

きたいと思う。そういう観点から御発言、アドバイスいただきたい。 

（西川官房審議官）今日御欠席の小島順彦委員から「専門調査会への意見」の提出があっ

たので、簡単にポイントだけ御紹介する。 

昀初に「構造改革は何故必要か」というところでは、現状を明確に認識した上

で日本の将来像を明確かつわかりやすく示してほしい。すばらしい将来の国家像を

示すことによって国民の理解が得られる。それから、受けた政府の役割が重要だと
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いうことを言われている。 

それから、次の国内の１のところでは、国内型サービスの厚みを創出するには

外国資本の日本進出を促すことが大事なので、不透明な外資規制を改めること、魅

力的なインフラ整備が必要である。 

それから、次のページでは、日本のサービス業にはホスピタリティやきめ細か

い対応力など、価値換算されればそういう競争力になるものがあるのではないかと

いう趣旨のことを言われている。 

それから、２のところは「雇用者報酬」だけではなく、やはり金融関係の力と

いうことで国民の金融リテラシーの向上が不可欠であるということを言われてい

る。 

それから、将来に対しての安心感も大事なので、やはり年金と将来に対する不

安を取り除くことが大事であるということだ。 

それから、３では、やはり教育が昀重要課題の一つで、いろいろな世代間・同

世代間のコミュニケーションの促進、子どもを育てる親の教育といったことを言わ

れている。それから、２つ目にはグローバル化に対応した人材の育成、３つ目には

国家としての研究開発を促す政策、次のページにかけて、日本人だけでは限界なの

で広く外国人に門戸を開く必要がある。それから、昀後のポツでは農業や林業の活

性化、農業で例えば高齢者の活用とか、そういうことをしていくことが大事である。

４の金融センターに関しては、ＩＴ投資等による市場インフラの整備を通じた

市場アクセスの改善や人材の充実、それから昀後の機関投資家のことについてはや

はり人の使い方としては報酬制度を改めるとか、運用者の異動も企業の枠を越えて

移動するといった人事運用系のシステムについての再構築が必要だという御指摘

だと思う。 

（氏家委員）この数か月間、構造改革との関連で海外に行ったときに言われたことなのだ

が、日本の近隣諸国は少なくともこの 10 年間、かなりはっきりしたパースペクテ

ィブを持って、かなりのスピードで動いてきた。しかし、日本は少なくともここ数

年間パースペクティブがよく見えない。スピードも極めて遅いという話をされたが、

なかなか反論しにくいと強く感じた。 

この 20 年から 15 年の間の大きな変化は何かというと、１つは非連続的に市場

経済が大きくなったことであり、２つ目は、これもかなり非連続的だと思うが、経

済のインテグレーションが急速に進んだことだ。今まで余り動かないと思われてい

た労働だとか、人的資本だとかを含めてほぼ瞬時に動く。単純労働でも、瞬時に動

く。例えばニューヨークの投資銀行のバックオフィスのいくつかはインドにある。

もう少し知的な分野でも、例えばヨーロッパの銀行のリサーチペーパーのスクリー

ニングはほとんどインドのバンガロールで行われている。ニューヨークのある病院

のレントゲンの写真は一旦インドに送られてチェックされてからニューヨークに

戻される。単純労働を含む人的資本から普通の資本まで、本当に瞬時に動くという

意味でインテグレートされている。 

先ほど福井委員がおっしゃられた点に関して、キャッチアップが終わった段階

で新しいモデルを自分たちで探さねばならない状況なのに、少なくとも金融はそれ

に適した構造になっていなかった。追いつく対象があるところにお金を流すシステ

ムは持っていたけれども、フロンティアを切り開いていくときにそれに向けてリス

クキャピタルを流すシステムが十分ではなかった。ところが、キャッチアップして
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しまった。 

以上の３つが所与の条件としては大きく変わった。その中で、外から見ている

と日本のパースペクティブがわからず、又、動いていないように見えているという

ことだ。この所与の条件と日本を外から見た見方を合わせると、変化すべき方向は、

サービス業自体も大きく変化せねばならないが、製造業もサービス産業化ないしは

知識集約産業化の方へもっと大きく変えていかなければいけない。韓国、中国のキ

ャッチアップのスピードというのは製造業ではすさまじいものがある。 

それから、サービス産業の分野でやはり大幅に生産性が上げられると考えられ

ているのは広義の金融が１つだと思う。広義というのは、不動産業も含めている。

不動産というのは非常に重要で大きなアセットクラスだ。不動産業を含む広義の金

融業は今のＧＤＰの 20％くらいを占めていると思うが、ここを伸ばさねばならな

いという方向が見えてくるのではないかと思う。 

（西水委員）小島順彦委員の構造改革はなぜ必要かという課題に対するお答えを読んで気

が付いたが、日本の将来像を明確にわかりやすく示すことが重要だということだ。

そうしないと、コンシスタントな構造改革ができない。 

我が国の将来像に関して、10 年先、20 年先、50 年先のビジョンを個人個人の委

員が持っておられると思うが、それをこの委員会で一度話し合ったらいかがか。皆

様の専門分野で今までの経済の問題というものをお考えになって、その問題をどう

解消していったらいいのかということを今まで議論してきたけれども、それはひと

休みして、50 年先の我が国のビジョン、将来像はどうあり得るべきで、どうあっ

てほしいのかということを話し合って、そこから戻って今までの議論をまとめると

いう作業に時間をかけないと、本当の意味で、第１回の会議で黒田所長が言われた

「国民に夢を与え得るレポート」にはできないと思う。だから、この小島順彦委員

のペーパーは非常に大切なことを言われていると思う。 

（福井委員）構造改革というものを国民の皆さんにもっと芯からわかってもらうような全

体のデッサンの仕方というのがやはり一番大事かと思う。特に今までの構造改革に

ついてすらこれぐらい強いバックラッシュが起こっている中で、しかしあえて更に

進もうという話なので、単に構造改革という言葉だけだと更に苦痛が加わってしま

う。 

それはなぜかというと、今の豊かさに満足している。言うと言わずにかかわらず、

とりあえず満足感があって、まだ余裕があるという感覚がどうしても邪魔している

と、私は率直に言って思っている。本当は非常に速いスピードのグローバル化の進

展の中で、世界じゅうで生存競争がより厳しくなっているので、日本も今後、より

厳しい生存競争に一人ひとりが勝っていかなければどうにもならないのだという

実態認識をどうやって訴えるかということがやはり出発点になると思う。 

生存競争というと、非常にぎすぎすした話になってしまうけれども、ある種の競

争をしながらもどこかでエンジョイしながら人間というのは暮らしていくわけで

ある。言ってみればホーム・アンド・アウエイでゲームをやる。ゲームをやれば必

ず勝ち負けがある。でも、勝った方も負けた方も次のゲームにつながるサムシング

を得るという喜びを持って進むというのがやはり生き様だろうと思う。 

だから、生存競争という意味でのプレー、ホーム・アンド・アウエイのゲームだ。

特にホームグラウンドで勝てないチームがアウエイだけで優勝するなどというこ

とは絶対にない。だから、ホームグラウンドでのプレーを昀高レベルのプレーだと
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いうふうに仕立て上げていくというのが私は目標ではないかと思う。 

個別項目をすべてそういう形で私は収れんできるのではないか、つまり、日本の

ホームグラウンドの強みというのは、例えばイノベーションについて更にこれを伸

ばすということになると思うし、ホームグラウンドの弱点も様々にあるわけで、農

業が弱い、林業が弱い。でも、潜在力も豊富にあるわけなので、そこを伸ばせばし

っかりと地域のコミュニティもでき、地域でキャピタルがきちんと後から追いかけ

ていけるようにもなると思うし、非製造業の問題もまたしかりというふうに思う。

そして、やはりそれを総合してチーム力をつくっていくリーダーが必要である。

リーダーという意味の中には私は政治の意思決定プロセスも明確に含まれると思

う。そして民間部門における強いリーダーをいかに育成するか。これは総合設計に

なるのであって、そういう設計ができて本当に実現していき、日本というホームグ

ラウンドでの競争を日本人が生きがいを持って戦うだけでなく、是非ここで戦わな

ければ外国勢もほかのマーケットで勝ってもしようがないという感じにしなけれ

ばいけないと思う。 

金融資本市場の話にしても、ニューヨーク、ロンドンに次ぐ東京といううたい文

句だけでは全く不十分である。ニューヨーク、ロンドンで勝ちたい。その前にシン

ガポール、香港で勝てれば相当自信が持てる。東京で勝ってもしようがないという

のではしようがない。だから、このマーケットをそういうホームグラウンドに本当

にする気があるのかどうかというところが私はポイントだと思っている。 

（西水委員）今、福井委員の言われたことに関してだが、国民は一応余裕があるからとお

っしゃった。私は、それはどうかと思う。物質的には、世界の平均レベルから見れ

ば余裕があると思うが、私は外国に住んでいるから日本国民を外から見て、物的余

裕はあっても精神的な余裕がないと感じる。将来に関して精神的な不安感を持って

いる。その辺で国民の消費活動なり、その他の経済活動にいろいろな形でマイナス

の面が出てきているのではないかと非常に心配している。 

それからもう一つ、そのほかおっしゃったことは本当にごもっともだと思うけれ

ども、日本はこれから先、世界のほとんどの国が経験したことのないことを経験し

始めるわけだ。人口が減って世界ナンバーワンの高齢化社会になる。国民の年齢構

造がどんどん高齢化していくときに、それをプラスのエネルギーとしてどうやって

取り上げていったらいいのか。それに対するチャレンジというのは世界に例がない

わけだ。今までの日本国内での議論、または経済学者の議論にしても、高齢化をす

べてマイナスの問題として見ているという感じがあるが、そうではなくて年を取る

ということはウィズダム、英知の富が増えると捉えるべきだ。若い体力プラスお年

寄りが持つ英知を人材として生かせるようになるわけだから、その辺を政策的にも、

またビジョン的にも考えないといけないのではないかと思う。 

（川勝委員）中国の胡錦濤国家首席が来日して、早稲田大学で講演をし、日本に学ぶべき

ものがあるとおっしゃった。わが国には中国経済を脅威と受け止めている向きがあ

るが、中国だけでなく、韓国、さらに東南アジア諸国は言うまでもないが、それら

諸国の留学生の数に照らしてもすぐわかることだが、彼等からすれば、日本にあこ

がれて学びたいという面がある。日本がそれにふさわしい国の形をつくることが課

題だ。 

さて、柳川委員のプレゼンテーションにもあり、その後の議論で明確になったよ

うに、大企業と中小企業では課題が違う。大企業では株主つまり会社の所有者と会
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社の経営者が分離しており、その効率性をどう高めていくかが課題で、柳川委員ほ

かから裁判所の問題も含めて具体的な案が出ている。一方、所有と経営とが分離し

ていない中小企業については、今回の柳川委員の議論の外にある。中小企業は 100

万件単位で倒産している。農業も所有と経営とが分離していない。非効率的な中小

企業や農業をどう元気づけるかが問われている。 

一例を挙げると、今、食料の安全の問題が言われているが、過去 30 年、世界の

耕地面積は変わっていない。増やす余地がないのだ。ところが、日本では遊休地が

３倍になった。今 39 万ヘクタールぐらいある。耕地面積は 1980 年代くらいから比

べると２割くらい減って、470 万ヘクタールくらいしかない。要するに、１割弱が

遊休地にされている。そういうところに補助金も入っており、無駄がある。農地の

効率的利用を考えることが重要だ。 

中小企業の場合、地方の信用金庫も簡単に融資しないような状態だが、香西委員

の話にもあったように税金の問題があって、税金をどう払わないで済ませるか、と

いった関心が強い。それは具合が悪い。税金はきちんと払わなくてはいけない。税

金を払うのに税理士や会計士が雇われているけれども、どういう倫理でやっている

かが問題だ。 

ＴＫＣのような団体が形成されているところに示されるように、正直に経営をし、

正しく税金を申告すると、信用が確立する。銀行も信用のあるところにお金を貸す

わけだ。その辺、銀行・事業者・会計士と三位一体になった信用の確立こそが大事

だ。 

中小企業なり農業の場合は、地域に密着しているから、中小企業の人たちも農民

も地域愛が強い。だから、すぐどこかに移転できる筋のものではない。地域内にお

けるポテンシャルを引き出し、地域力をつけることが課題になる。それは、氏家委

員がいわれたように、製造業とサービス産業、知識産業、こうしたものが一体にな

っていく必要があり、そうした再編をしていく過程で、所有と経営を徐々に分離さ

せていくことが重要だ。つまり、１次産業、２次産業、３次産業を合計した６次産

業にしていく。いわば地域内の横の再編が課題だろう。今まで系列化という形で中

小企業は縦の再編成に組み込まれたが、横の再編成だ。それには、知識を提供する

大学も地域密着型へとアイデンティティも変える必要がある。 

先に日本は追いかけられ、あこがれられているといったが、日本にあこがれを持

っている国はＯＤＡの対象国であり、これは 100 国くらいあって、そういう諸国の

人材を入れる。ＯＤＡの援助額は、現在はＧＤＰの 0.17％だ。恥ずかしいほど低

い数字である。せめて 1980 年代の 0.3％くらいにもどす必要がある。国際的な申

合せは 0.7％であり、その半分だが、少なくとも日本が 0.3％プラスアルファの貢

献をしたいものだ。 

農村地域は、文科省・農水省・国交省が協力して、日本の子供たちにも学ばせよ

うということになった。それに必要なインフラ整備をして、地方が内外から学ばれ

る対象であるという認識をもち、それにふさわしいたたずまいに変えなければなら

ない。大都会も同様で、東京でも、海外の芸術家でも東京でデビューして初めて世

界的な認知を得るというようなことになっている。 

重要なことは、弱い企業、だめな事業者を退場させるということを正面から言う

のではなく、いいところをつなぎ合わせて、所有と経営の分離をはかって効率化を

促進し、６次産業をめざして地域の再編成をしていくと、国内にお金が回ることに
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なるのではないか。個人の金融資産 1,500 兆円を、一方で株式に投資をさせるのと、

自分たちの地域の生活が豊かになるように、地域内の信用金庫なり、地方銀行が信

用を確立して、大学の知識やノウハウを入れながら地域の企業を起こしていく形の

設計図を書けば、意味のあるものになる。 

（植田会長）西水委員のおっしゃった 50 年先の日本の将来像についてのビジョンを出し

合ってまとめてみたらという話は次回以降、あるいは場合によってはメール審議と

か、何らかの形で取り上げ方を考えてみたい。 

（大田大臣）一度、是非その議論はしていただいた方がいい。大体、今回で個別の議論は

いただきましたので、できれば次回、将来像を御議論いただいてはどうか。2050

年だと余りに先なので、ここにおられる方が一応見届けられるくらいの 2030 年く

らいまででいかがか。できれば、事前に将来像として思い描くものをランダムで幾

つでも結構なので事務局に寄せていただいて、私どもで整理して次回にお示しして

はどうかと思うがいかがか。 

（植田会長）その点については事務局の方から皆さんにコンタクトさせていただきたい。

そちらが決まっていないと足下の話もできないというダイナミックプログラミン

グ的な問題はあるけれども、とりあえずそれはそれとして、残りの時間で後半の方

の話題も含めて御自由にお願いしたい。 

（伊藤議員）先ほど氏家委員がお話になったことに続く話になるかと思うが、私も過去

30 年、日本とアメリカを行ったり来たりして考えていることは、振り返ってみて

やはり昀初の 15 年くらい、1975 年から 90 年というのは、日本がどんどん勢いを

増してプレゼンスを高めていった。これは人も、日本の製造業も、それから日本の

金融業もすべてそうだった。それが日本の成長の勢いであった。プラス、バブルの

部分もあったと思うが、それが昀近 15 年間、どんどん沈んでいった。 

沈んできたこの 2008 年という状況は、私が留学した 1975 年と比べてどうなん

だという、そのくらいのレベルまで下がっていると思う。植田会長や私が留学した

ころの留学生の人数あるいはそのやる気といったものと今、留学している人たちの

人数、やる気というものに比べて決して今の方が高いとは言えないと思う。あとは、

西水委員がよく御存じのような国際機関における日本人の数というのは増えてい

ない。幹部の数は確実に減ってきているから、これからも今の中間管理職にいる人

たちの数を見ても増えるとは到底思えない。 

そこをだれが埋めているかというと当然中国人であり、韓国人です。今のアメ

リカの一流大学の大学院でいい成績を取っているのは皆、中国人、韓国人で、日本

人は数も質もそれほど高くない。ニューヨークに行って金融界の人と話をしていて

も、日本の銀行はこないね、どんどん撤退するだけだよね、ということになってい

る。ロンドンでも同じようなことが起きている。踏ん張って残っているところが片

手の指に入るか、入らないかというところで、昔は 10 行も 20 行もたくさんいたの

に、バブルがはじけたら皆、帰ってしまった。日本人学校もどんどん数が減ってい

る。 

したがって何が起きているかというと、結局帰国子女の数もどんどん減ってい

る。帰国子女の数が昀大だったのは恐らく 90 年から 95 年の間で、それで帰ってき

た子どもたちを我々というか、日本社会はどう扱ったのかというと、有効活用しな

かった。全部日本人に戻そうとして、せっかくのバイリンガルの人たちを全部つぶ

した。 
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そういった歴史の中で、ではこれからどうするのかというときに、私はほとん

ど将来像は描けない。この国は何を求めているんだろう。１つ、私は西水委員と違

って日本人は満足していると思う。それは、外を見ないから満足している。それな

りの生活水準はあるし、外国をちょっと旅行しても、物価は高いなと、ヨーロッパ

なんてすごく高いけれどもサービスはよくないし、日本のコンビニが懐かしいよね

という形で帰ってきて、日本のコンビニと定時に来る地下鉄で満足している。そう

いう生活だと思う。精神的にもそんなに苦しい思いはしていない。満足しています

よ。 

だから、満足しているというのは逆に言うとハングリー精神がない。もっとこ

うなりたいなというものを何か失ってしまった。先ほど福井委員の言われたような、

戦うべきだと思うのが恥ずかしいというような中学生や高校生が増えている。 

どうしたらいいのかというのはわからない。教育なのかもしれない。小学校の

教育なのかもしれないし、やはり閉じた社会の中で守られているということでとに

かく守りたい、外から攻められたら嫌だ、けんかをしたくない、競争もしたくない。

どんどんそちらにいっていると思う。 

その辺は平等主義を教え過ぎたのか、人に優しくすることを教え過ぎたのか、

よくわからないけれども、手をつないで一緒にゴールに入りましょうといった教育

がようやく成果を生んだのかなという気もしている。外から見ると世界第２位の日

本経済がこけたらどうしようと皆、心配していた 1995 年のころが本当に懐かしく

なって、今は日本経済がどうなろうとだれも気にしていない。中国、インド経済が

どうなるかという方を心配しているわけだから、外からそう見られているというこ

とをやはり痛烈に認識して、それを意識した上で、これでいいのかということを国

民に問い掛けるしかないのではないか。それで、国民が、これでいいんだよと言っ

たらしようがない。 

（牛尾委員）大臣のおっしゃるように、これをまとめていく上で今日も氏家委員のお話を

聞いていて、金融サービスというものに不動産まで入れて 20％、もっとふくらま

せていくという感じの発想がひとつ大事だ。金融は金融で、４つの壁をどうするか

ということばかり考えていないで、不動産を入れてそういうふうに考えていくと、

アメリカやヨーロッパがそういうふうに考えている障壁が山ほどあるわけだから、

もう一歩踏み込んだ具体性というのは非常に私は大事だろうと思う。 

それからもう一つは、日本は非常に限られた世界で、例えば石油、ガソリンの税

金で 30 円下がって、今度はまた 30 円戻ったと言ってかんかんになるし、報道の仕

方として基本的に資源がどんどん上がってきていることをどう考えるんだという

報道をだれもしない。昀近、我々が物をつくっていても資源の高騰というのは異常

だ。外国では、戦略的にそういうものを買い占めているわけだから、そういう国が

そばに伸び盛りでいるということを日本は相当考えていかないと将来は、鉄鋼企業

があれだけいいものを 10 年前につくって成果が出てきたけれども、今や材料の高

騰の中で今期の決算、来年は利益が減るんだということになってしまう。 

それから、通貨問題にはもっと関心を持つべきだ。私は円がもっと強くなること

が国として幸せだと思うけれども、会社は反対になるが、そういうことに関しても

もっと率直な議論をすべきだ。 

それから、小泉政権、安倍政権ときた物事を変えるということに対するときめき

が逆流して、今、国民は変わらない方がいいんじゃないかという雰囲気に巻き込ま
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れてしまっているが、やはり世界じゅうが変わりながら繁栄しているわけだから、

その事実をこの報告書ではわかりやすく解き明かすことが大事だろうと思う。 

外国労働を入れるかどうかという議論よりも、世界じゅうには十分使われていな

い、しかも十分支払われていない優秀な力が山ほどあるとすれば、外国で使おうが、

日本に連れてこようが、どんどん使ったらいいんだという考え方をもっとオープン

にするべきだと思う。それで、こちらに連れてきた方がいいというんだったら連れ

てくればいいと思うのに、フィリピンが３万人くらいの看護婦さんを出したいとい

うとき、法務省は 300 人を許可するとか、けたが２けたも違う。鎖国で長崎の出島

みたいな発想がまだ残っていて、私はこちらに持ってくることがなければ向こうに

どんどん病院をつくってもいいので、その代わりこちらの健康保険証で向こうで払

えるようにするというようなことをするのならばそれでいいだろう。 

とにかく日本のことばかり考え過ぎることは余りよくない。そういうことを考え

ながら、結果としては日本のプラットホームは強くなるということが大事だと思う。

昀近の世界というのは資源の高騰が非常に重要な問題になってきて、空気がどん

どん汚れてきている。しかし、日本の場合は資源の中で人類に重要である水資源と

いうのは非常に豊富にあるわけで、それを 85％から 90％、無駄に海に流している

わけだから、こういうものも重要な資源としてどういう戦略を持つかということも

真剣に考えるべき時にきている。 

今日の日経新聞朝刊の経済教室で深尾先生がＴＦＰについてしゃべられていた

が、やはり多目的な未来像というものを考える。そして、それを国際的に比べてこ

ういう点が非常に日本は強いぞということがわかるようにするとか、やはり従来と

違う言葉で、違う角度で、また違うところからその面を光らせるということは十分

工夫が必要だろうと思う。 

（冨山委員）先ほどの満足か、不満足かということで、現場感覚で言うと多分すごくそれ

はアンビバレントで、やはり国民という単位で今、議論をするのは私は極めて実態

に即していないと思っている。 

この国には、若年層と中高年層にほとんど埋め難いくらいの利害対立がある。

明らかにある。それで、若年層はそれに対して抵抗しようとしたちょっと先輩たち

が徹底的にたたかれたものだから、皆、殻にこもって秋葉原に来る。これが今の現

実だ。やはり人数的に多数派は中高年だ。政治的にもメディア的にも圧倒的に多数

派は中高年だ。そこに戦いを挑むとえらい目に遭うということは皆、若者は知って

いる。だから、秋葉にこもる。これが実態だ。 

ここは、やはりいいかげんはっきり正直に言うべきだと私は思う。これは明ら

かに対立がある。それで、不安感とか、ある種のフラストレーションはそこにもの

すごくうっ積されるのだが、ただ、それは伊藤議員の言われるとおりで、とりあえ

ず食べられるので彼らは秋葉で和んでいた方がいいんだ。そういう意味で言うと、

賢いんだ。極めて合理的に行動している。これは、私は絶対そうだと思う。 

それから、中小企業と大企業の環境では、かつて中小企業は大企業の庇護の中

にあったから、中小企業も大企業がつくり上げているある種の既得権構造の中のイ

ンサイダーだったが、そこを放り出されたわけだ。そのときに彼らは何を思うかと

いうと、そうなってしまうと対立構造だ。要するに、中小企業はどうやっても搾取

される側という感覚になる。 

しかしながら、残念ながら日本の下請法にしても優越的な地位の濫用にしても、
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非常に緩い運用しかしていないから、実際に私も中小企業の経営をずっとやってき

ているが、やはり大企業と取引をするのは大変だ。ちょっと変な業務委託なんかや

ったら、全部知財を取り上げられるわ、何を取り上げられるわ、すごい。今の私の

立場でも、昀初にすごい契約書が来る。考えられない契約書だ。それを全部赤で直

して突き返すのだけれども、とにかく支払いは全部検収してから何だかんだ、支払

いはしてもらえない。クレームは一方的につけられる。知財は全部向こうというの

が平気で日本の社会は横行している。 

でも、かつてはその庇護があったから、それでも何だかんだ言っても苦しいと

きは大企業は助けてくれたから飲んでいたのだろう。ところが、今はそうじゃなく

なってしまった。そうすると、ここには完全に同じような埋め難い対立がある。そ

の問題はやはりはっきりしないと、国民はという議論をすぐ日本の社会ではするの

だけれども、あれはうそっぱちでそうじゃない。社会の実態の中にはそんな一体感

はない。特に、はっきり言って底辺には一体感はない。 

だから、国民だ、民意だと言うけれども、だれの民意のことを問うているのか。

だれを指しているのか。今の 60 歳の人のことを言っているのか。今の 25 歳の人の

ことを言っているのか。ひどい目に遭ったロストゼネレーションの今の 30 歳の人

のことを言っているのかで全然違う。だから、そこは申し訳ないけれども、30 年

前、40 年前に国民全体がすべての世代、すべての立場の人が利害を共有した時代

の感覚で物を議論するというのは、私ははっきり言って今の時代には通用しないと

思うので、ネガティブなことを言って申し訳ないけれども、そこははっきり私は言

った方がいいような気がする。 

（牛尾委員）だれに語りかけるかということですね。それを決めればいいんですね。 

（冨山委員）そうです。そういう気がします。ちょっと感情的になってしまったけれども、

やはり現場で厳しい立場の人と仕事をしていると、結構日本の社会は怒ることがあ

る。 

（植田会長）ありがとうございました。それでは、20 年後の問題もあるけれども、私と

しては１か月後にまとまるかどうかということも大変な関心事なので、これまで以

上に皆さんに会議と会議の間でも事務局の方からいろいろお願いすることがある

と思うが、よろしくお願いします。 

（以 上） 
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