
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７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 19 日(月） 16:00～18:00 

2．場 所：中央合同庁舎 4 号館 共用第 1 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 


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 


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） 

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 

○ 日本経済のビジョンについて 


３ 閉 会 


（配布資料） 

○ 各委員から提出されたビジョン 

○ 日本経済のビジョン（論点整理）（内閣府） 

○ 各種将来ビジョン（内閣府） 

○ 参考資料（内閣府） 

新前川リポートで目指す 20 年後の日本社会（メモ）（八代議員提出資料） 

1


第７回「構造変化と日本経済」専門調査会 



 
 

 

（概要）

（植田会長）「構造変化と日本経済」専門調査会の第７回会合を開催する。議事に入るが、

前回の議論を踏まえ、前回御案内したように、事務局から委員の方々に少し中長期

的なビジョンについてお考えのところを出していただき、更に、それに基づいて、

どういう構造が望ましいかということも御意見をいただきたいというお願いをし

ていた。たくさん御提出いたき、大変ありがとうございました。 

それぞれ御提出いただいたビジョン等については、席上にそのままでとめたも

のを配付させていただいており、更に、多少事務局で整理して表にしたものも席上

にお配りしてあるので、こちらも参考にしていただきたい。 

別途、これまでの会議で皆様方から事務局にいただいた宿題についても、多少

の資料を事務局で用意して配付しているので、後ほどごらんいただきたい。例えば、

ジニ係数と金融資産の構成のクロスセクションの図のような面白いデータも事務

局で準備した。 

委員の方々にいただいたビジョンを前提にして、今日以降の議論を効率的に進

めるために、事務局中心に「日本経済のビジョン（論点整理）」というメモを用意

した。昀初に西川審議官から、簡単に御説明する。 

（西川官房審議官）「各委員から提出されたビジョン」を配布している。各委員から、中

には数枚にわたるメモを短期間に御提出いただき、ありがとうございました。この

資料は、各委員にご提出いただいたものをそのまま、委員ごとにページ番号も振っ

て１冊にとじさせていただくとともに、これの後ろに横長で「ビジョン及び方向

性・行動（各委員提出資料を一覧にしたもの）」として、各委員の意見を「１．総

論」とか「２．グローバル化」とか、やや機械的だが、分野ごとにどんなことを言

われているかを一覧に整理した表をつくってみた。これはどんな分野に御意見が集

中しているか、あるいはこの分野ではどんな方がどんなことを言われているのかを

一覧するために使っていただければということで、必要に応じて御参照いただきた

い。 

他に、各種の民間のビジョンなども別途の冊子としてお配りしている。 

本論の「日本経済のビジョン（論点整理）」だが、こちらは会長の御指示をいた

だき、委員の方々のビジョンを、これまでの議論も踏まえながら、本日の議論の素

材として論点整理の形に事務局の方で整理したものだ。直前に御提出いただいた委

員の御意見が必ずしも反映されていなかったらお許しいただければと思う。 

この論点整理は、構成としては、どの事項についても委員の方々から御提出の

ビジョンから大体把握できる大きなメッセージを●の後に示し、その後に矢印でよ

り具体的なイメージあるいは行動を列挙する形で整理している。そうした指摘を踏

まえながら、その事項について更に御議論いただくと議論が深化するのではないか

と思われる点を論点として整理する、そういう構成としている。 

昀初のページの「総論」は少し抽象度が高くて、イメージがよりわかりやすい

２ページの「各論」から御説明させていただく。 

「Ｉ グローバリゼーションの進展に合わせた、真に開かれた社会の実現」の

（１）の部分は、市場の在り方、特に従前の言葉で言えば、労働・金融資本市場と

いった要素市場にはどうかということをＩのところは主に整理している。 

３ページの下の方に「II 高品質の競争市場を整備し、世界に誇れる社会イン
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フラを実現」とあるが、むしろ横割的な消費者重視あるいは地域といった話を整理

しているのが II の分野だ。 

２ページの上の「Ｉ グローバリゼーションの進展に合わせた、真に開かれた

社会の実現」について。（１）は、変化に対して即応できる経済システムを確立す

るにはどうしたらよいかということ。それは市場メカニズムを生かし、想像力と新

陳代謝で対応するんだというメッセージであったかと思う。 

具体的には、そこにある５つの矢印のようなことが実施されているか、あるい

は進めるべきだということだ。特に５点目は、外から見れば新しいロールモデルと

して貢献しているということかと思う。 

こうしたメッセージに対して、具体的論点としては、変化に対して即応できる

メカニズムはどうやってつくっていくのかということがある。 

「論点」の１つ目のポツだが「即応するメカニズムをどう埋め込むか」という

ことで「参入退出をどう促進し新陳代謝を高めるか。労働市場の流動性をどう高め

るか。Ｍ＆Ａ推進のための制度整備は十分か」といったものが各論的なことかと思

う。 

それから、プラットフォームという言葉でよく御議論されているが、資本・人

材の昀も有効な活用場所というふうに日本の市場がなるには何が必要かというこ

とも更に御議論いただければと思う。 

Ｉの（２）は、従前の言葉で言うと人とか労働市場の分野だが、それでは世界

の変化に即応できる人材育成と活用を実施していくためにはどうしたらよいかと

いうことで、皆様のビジョンを見ると、フェアな評価、適正な処遇で人材を呼び込

むことであるというのがお答えであるかなと思った。 

矢印で書いてある昀初の５つぐらい、カルチャーミックス、いろんな面での Free

の実現、高齢者、正規・非正規といった問題は、一言で言えば、多様性を生かして

いくということかと思う。 

その次の５つの矢印は、そういった人をフェアに評価して呼び込んだ人はやは

り自由に動いていくので、その移動をどう進めていくか。その評価を含めてモビリ

ティーをどうするか。３ページの上になると、流動化に対応した、更にセーフティ

ーネットをどう構築するかという問題があるということだと思う。 

「論点」としては、高等人材育成と言われているが、高等人材というのはだれ

なのか。そのコストはどう負担していくのか。どう育てるのかといった、高度人材

育成の資源というけれども、それのもう少し具体的なイメージを御議論いただけれ

ばと思う。 

特に海外から人を呼び込むかということもあるが、これは大体、皆様の御議論

ではと高等人材にということだと思うが、単純労働かという議論も世の中にあるの

で、そういった点が論点になると思う。 

現在のセーフティーネットをどう改革するかということで、委員の方の中では

漫然と再配分の拡大をするというのは禁じ手で、真の弱者が何かということもある

が、やはり真の弱者にセーフティーネットを集中するにはどうすればよいかという

ことは一つの大きな論点かと思う。 

「若い世代が活躍できる経済社会をどう作るか」ということで、いわゆるロス

トジェネレーションと言われるような、たまたま社会人になったとき、世の中の景

気が悪かったので、キャリアトラックにうまく乗れなかったような若い方もいる。
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そういう問題についてどう考えるか。あるいは世代間の利害調整をどう図るかとい

う問題があるかと思う。 

（３）は金融資本市場の問題として、金融システム高度化による経済活性化を

どうやって図っていくのかということだと思うが、それについては２つあって、ま

ずもって経済成長のインフラとしての金融機能をしっかりするんだということと、

もう一つ、それが成長産業としての金融サービス業になっていくんだ。この２つの

側面があるということかと思う。 

矢印の昀初の３つは、金融機能をいかに高めるかについての具体的な手法につ

いての御議論と思う。 

真ん中の２つは、人、知識に関わる論点かと思う。 

昀後の２つの矢印は、そういう金融機能を高度化していったとき、企業経営と

の関わり、いわゆるコーポレートガバナンスとの関係でどう高度化していくかとい

うことかと思う。 

「論点」は、一言で言えば、そうした高い機能を持った市場のフィールド、プ

レーヤー、審判それぞれの競争力を高めるためにはどうすればよいかということか

と思う。 

「各論」の後半、II の部分だがが、これの昀初は消費者重視ということで、第

２回目の御議論にもあったかと思うが、消費者重視の供給構造の確立にはどうした

らいいかということで、それは日本市場の持つ安心・信頼などの強みを生かし、消

費者ニーズに応える市場を創造することだというのが主にビジョンから読めるメ

ッセージだったように思う。 

昀初の４つの矢印の中身は、大体、サービス業を中心にした消費者重視の産業

とかビジネスへの具体的な進め方ということだと思う。 

その次の環境技術からホームグラウンドまでの３つは、やはり技術系の強みを

どう生かしていくのかという御議論だと思う。 

それから、昀後の３つは、消費者、生活者重視という意味での行政とか、場合

によっては司法の在り方も変えていかないといけないという御指摘があったと思

う。 

「論点」としては「・日本の強みや革新のシーズが新たなリーディング産業の

創出につながるための条件は何か」。まさに消費者重視とイノベーションについて

の具体的な条件の御議論。あるいは、そのような中で、どのようにしてブランドが

構築されていくのかということが論点かと思う。 

II の（２）は地域経済の問題で、地域経済の活力再生をどうやっていくのかと

いうことで「●グローバル化、人口減少を克服する地域経済の再構築」。これは具

体的な手段になっていくのかと思う。 

矢印の昀初の３つは、集積あるいは観光等を使った、いわゆるグローカル、local 

to local のようなお話かと思う。 

それから、下の４つは地域のさまざまな主体、産業とか、大学とか、農林業と

か、行政などの各主体がどう変わっていくべきかという御議論があると思う。 

地域経済の「論点」は３つあって、そういうことを言われていても、そもそも、

そういうことを進める人がちゃんといるのかという議論と、どのように集積を進め

ていくのかということと、地域の中核産業としての農林業の再生をどうするのかと

いうのが論点かと思う。 
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以上が「各論」で、昀初に戻っていただくと「総論」がある。「総論」は３つに

しているが、視点と社会の在り方、それから、いかにして実現するかという how

だと思う。 

昀初の視点は、まさにこれが基礎にないと国民が納得しないというたび重なる

御指摘があったと思うが、国民一人ひとりが、この「豊か」にはいろんな意味があ

るが、やはり豊かで安心できる生活を実現するという視点なんだということ。 

昀初の３つの矢印が成長を持続すること。それと、成長成果の適切な配分。そ

れから、市場の参加者たちの信頼関係が確保されることだということだ。 

セーフティーネットとか格差の問題についても論点があるということだ。 

それから、どのような社会の在り方を目指すかについて、より巨視的な視点か

ら整理しているが、皆様のメッセージをまとめているが、やや無理もあるが、国境

を超えて、ヒト、モノ、カネが活躍できる場。プラットフォーム、あるいはハブと

いう言葉を使っておられた委員もいらしたが、そういう場にしていくんだというこ

とだ。 

昀初の３つの矢印が、グローバルな観点も含めた在り方かと思う。 

後半が、人を中心にした観点かと思う。 

次に「●人類、地球に関して高い理想を持って真摯に貢献する国」と書いてあ

るが、これは外から見た日本の国の在り方みたいなこともちゃんと考えなければい

けないという御指摘の委員の方がいらした。恐らく、Ｇ８サミットの前にはこの報

告書が出てくることもあるということを踏まえられていると思う。 

「論点」としては、やや抽象的な論点が並んでいるが、具体的でないとしても、

よりわかりやすいメッセージで提示していく必要があるのではないかと事務局の

方では考えている。 

「総論」の３つ目で「どのようにして実現するか」ということで「●BIG PUSH：

悪い均衡から良い均衡に動かす」という議論をされている。 

そこにあるように、常に変化するということと、人口減少のような基本的な潮

流をどうやって克服していくのか。 

何回も議論に出ていますが、インセンティブがしっかりして、市場の力が働く

ためのシステムはどうしたらいいのかということが言われている。 

それから、行政もどう変わっていくか。 

そういうことで「論点」としては、まさに BIG PUSH を具体的にどう進めるかに

ついて御議論いただければと思う。 

（植田会長）この論点整理メモは前回以降お出しいただいた皆様方の御意見に、これまで

の議論を合わせて、今後をにらんで整理して、議論のたたき台としたらこういうも

のになるかなというものを作成したものだ。 

今後は、このメモをベースにまず今日議論していただき、場合によっては、そ

の議論の結果を経て、このメモを更に取捨選択してシャープなものにして、できれ

ば次回の議論の前に配付させていただくというプロセスを繰り返して、６月中旬く

らいには昀終レポートにたどり着ければと思っている。 

それから、昀初からややはっきりしなかった面もある点だが、この専門調査会

のマンデートとして、日本のさまざまな問題の分析的なことをして、それを指摘す

るのか。もう少し具体的な政策提言のようなものをレポートに書くのか。あるいは

提言まで行かないとしても、政策の方向性を示すようなところまでなのかという辺
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りが、昀終レポートが近づいてくると、それをにらんでの御発言の際に重要な点に

なるかと思う。 

私自身は、非常に細かい具体的な政策提言というよりは、分析から始まって政

策の方向性くらいまで行ければと思っている。更に具体的な提言を念頭に置いて、

いろんなことの御発言をいただいてもよろしいかと思う。 

その上で大田大臣からは、私がこれまで伺っている範囲では、非常に抽象的な

議論に加えて、例えばだが、前回の前川レポートにあったような、労働時間を週何

時間以下にしようとか、経常黒字を大幅に減らそうとか、あるいは今回の議論との

関連では、経済社会の新陳代謝を促進するということがあるので、標語的には、前

向きの転職が現在、１人平均 1.5 回であれば３回以上にしようとか、そういうわか

りやすいメッセージが出てくるようなレポートであるとインパクトも強いという

ことだろうから、もし、うまくいけば、何かそういうことをお考えいただいて御発

言いただく、あるいはそれにつながるような御発言もいただければありがたい。 

メモに沿って議論に入りたい。進め方としては、理論的には「総論」から「各

論」ということだと思うが、できればより効率的には「各論」の方を先に少しずつ

進めさせていただいて、必要に応じて「総論」に触れていただく。あるいは「各論」

がある程度まとまる中で「総論」のどの辺を特に強調するかということも見えてく

る方が効率的かなと思うので、２ページの「各論」から順次進めていきたい。順次、

２ページ、３ページ、４ページと進んでいって、その中で御自由に「総論」にも触

れていただいて結構だ。更に、それをリバイスしたバージョンについて６月初めに

また御議論いただくということを考えている。よろしいか。 

（「はい」と声あり） 

（植田会長）それでは、論点整理メモの２ページ目の「各論」。これはＩと II に分かれて

いるが、「Ｉ グローバリゼーションの進展に合わせた、真に開かれた社会の実現」

の中の「（１）変化に対して即応できる経済システムの確立」。この辺りから御議論

いただきたいと思う。こういう項目が５つありますので、できれば５つ進めるくら

いの時間配分でいきたい。 

それで、相互に関連する話がたくさんあるので、（１）をやっていても、ほかの

ところに触れざるを得ないかということかと思うが、それは御自由に御発言いただ

いたらと思う。 

それから、（１）の中でも、矢印で書いてあることと、ボックスで囲んだ「論点」

は、先ほどの西川審議官の説明にあったように、区別したつもりだが、必ずしもこ

れが適切とも限らないということかもしれないので、その辺も含めて御自由に御議

論いただきたい。 

まずは「（１）変化に対して即応できる経済システムの確立」。ここに挙がって

いるテーマ、あるいは論点について、既に御発言いただいた点でも結構なので、こ

れは是非、強調しておきたいという辺りを中心に御意見を御自由にいただきたい。

（福井委員）今、御指摘のあった（１）（２）（３）（４）だが、（１）は「変化に対して即

応できる」と書いている。（２）も「世界の変化に即応できる」と書いてある。そ

れから、その間にある「論点」には「スピーディに即応する」となっている。これ

らが「即応」でいいかどうかというのが私の基本的な問題提起である。 

昔から、日本は受け身で「対応する」というのが得意わざだった。それよりは

「即応」の方が進歩していると思うけれども、変化に先駆けるというのが本当だ。
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もしくは、「変化に親和的な」とか、やはり、もう少しリーダーシップを取る意識

がないと、これからの時代としては上手くいかない。 

（植田会長）それは、もう少し戦略的に書いていこうというイメージということか。 

（福井委員）いえ、戦略的ということではなくて、要するに何かを待っていて変化に対応

するという意識ではなくて、やはり日本を活力あるプラットフォームにしようとい

うことは、日本発で変化を促そうということだろうから、もう何かを待ってから動

くという時代ではないのではないかという意味だ。 

（冨山委員）プロアクティブだ。 

（牛尾委員）福井委員に全く同感で、基本的にグローバルな視点で、この変化を予測して、

日本としてどういう政策を立てるかということをはっきり言わないといけない時

代になった。 

ここに書いてあることは、要するに余りにも日本が遅れ過ぎているから「対応

する」から「即応する」という言葉になってしまったのだろうが、日本も国際問題

というのは、敗戦直後はアメリカ経由で対処してきたし、1990 年以降、日本が独

りで国際社会に出るときに関しては専らカウンターパンチばかりで、自分の方から

進んでいくことがほとんどなかった。それが、それまでの経済の蓄積で何とかもっ

てきたけれども、どうしようもないところまで来ているのではないか。だから、そ

ういう意味で、国際的という言葉を使うとその他の国に対応することになるから、

グローバルな視点、世界的に見て日本としてどうするかということを常に前へ出し

ていかないといけない。 

特に日本が高齢化も少子化も世界では一番早く来ている先進国だから、それを

乗り越えて、しかも日本のどちらかといえばやさし過ぎるような外交の成果があっ

て、事務局配付の紙にも書いてあったように、やはりアジアの国は、参考にしたい

という意味で日本を見ているところが非常にある。ただ、その日本を参考にして間

違いないようにするためには、今、福井委員がいわれたように、対応から即応では

なくて、二歩も三歩も先に行かないといけない。事実、昀近、目に余るような世界

の変化が山ほどあって、それは石油やら資源資本が投機的に大量の資金を動かして

贅沢な使い方をして、それに本来のアメリカの金融システムを中心とした世界の金

融システムが振り回されて、通貨もそれに振り回されて、日本のかたぎな経済体制

が本当にこのままでうまくいくのか。この場合は対応ではなくて、我々はこうだと

いうことをきちんと考えて、ああいうものと一線を画するぐらいの決意のある政策

を立案しなければいけない。 

それを、開発途上国などにあった例で、かつての金融ショックのときのマハテ

ィールなどは独自の案を１回示したことがある。それは非常に世界から袋だたきに

あったところはあるけれども、しかし、そのくらいのみんなと違う動きをしていか

ないと、やはり後を追いかけているだけでは手遅れになってしまうという福井委員

の御意見は実は非常に大事で、そういう点では即応ではなくて先手を打っていくべ

き。 

今度の提案は余り総花的に、みんなが考えていることが全部網羅されているよ

うな提案ではなくて、日本は今、これとこれだけでも前に進むんだということをき

ちっと明確に打ち出して、国民の奮起を促すぐらいの提案の姿勢を是非取っていた

だきたいと思う。今、全体を見ると、どれがポイントなのかわけがわからなくなっ

てしまうけれども、この中からどう選び抜くか。会長のお話の点から言うと、やは
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り国民にわかりやすいのは分析的なものではなくて政策の提案であるべきだし、現

象としては横並びではなくて、新陳代謝が活性化して行われる活力のある社会を、

もう一度、戦後に復興したようなときの気分に取り戻すことが非常に大事だ。そう

いう点では、これからのまとめのプロセスにおいて、満遍なく、一律に、だれもが

反対しないことを求めるのではなしに、奮起を促しながら全体が希望を持てるよう

なものに変えていくようにしていただきたいと思う。 

（氏家委員）今の両委員のお話に関連して、これから 20 年後ぐらいに、どういう世界と

日本の政治・経済環境が変化しているかを考えたときに、色んな要素があるが、そ

のほとんどが不確実な中でかなり確実性の高い要素が一つある。日本が先進国中で

先頭を行く少子化・高齢化の国であるという点は、ほかの所与の経済条件の予想に

比べて極めて実現する確実性が高い。 

この点について、欧州の国のみならずアジアの国も、日本がこの問題をどう解

決していくかに多大な関心を持っている。逆に言えば、日本が失敗すると、相当、

自分たちにも響くということと、日本が成功すれば、自分たちはその方法からかな

り学べると思っている。この問題については、即応、対応ではなくて、自分たちが

問題解決のリードをしていくという考えを出していけばいいと思う。 

（黒田所長）３人の委員が言われたことに全く賛成だけれども、問題はグローバリゼーシ

ョンという現象が、テクノロジーから起こったのか、それとも他の何らかの理由で

起こったと理解するかによって異なると思うけれども、そのグローバリゼーション

のメリットを日本がどう利用して活用していくかが問題だと思う。 

逆に、世界が日本のメリットを活用するとすれば、グローバリゼーションの中

で日本がどういうメリットを世界に供給できるのかが恐らく大きな問題で、まだま

だ日本は社会経済そのものがまだオープンではないという意味では、グローバリゼ

ーションのメリットを完全には内外ともに享受していないのが現状だと思う。それ

にはいろんな問題があるのだろうが、そのグローバリゼーションのメリットを昀大

に活用するために、ここにある項目で言えば「高付加価値を実現する産業構造」を

どういうふうに求めるのかとか、「必要な生産要素の迅速な移動」をどうするのか

ということを世界に向けて明確に発信することが重要だと思う。グローバルな世界

の中では、どこであれ、昀もエフィシェントに利用できる要素は、どこでも使うと

いうものが片方でグローバリゼーションのメリットだ。それをやったときに、全部

空洞化して、日本に何も戻ってこないのでは困るので、そうした展開によって、日

本に何が残って、どういう要素が、今度は外国も日本に来て、日本で展開してみた

いという要素を日本が持つのか。その両点を考えないといけないのだろうという気

がする。 

（小島（順）委員）御指摘のとおり、今、不確実な時代を迎えようとしているところで、

我が社が必死になって考えようとしているのは何かというと、全く今議論されたこ

とであり、変化をとらえて未来を開くというのを我が社のメッセージにしている。

これはそう簡単ではないが、確かに、今、我が国が抱えている課題はいろいろとあ

るけれども、さっき言われたように、日本は少子高齢化という課題に直面する先進

国であり、ほかの国が日本は今からどういうふうに動くのかを見ている。少子高齢

化のメリットはどのようなものかというのも考えるべきだが、少子高齢化はほうっ

ておくと、やはり国としては大変しんどい状況になるわけだ。 

これをいかに解決するかというと、少子化と高齢化と両方あるが、まず高齢化
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の方はどうしても医療であり介護が重要だと思う。少子化の方は、今、私が一番懸

念しているのは、日本の「少子」の質がまだどんどん低下しているという問題であ

る。周辺の国の若い世代は物すごく勢いがある。ところが、日本の「少子」の世代

は、今、非常に勢いがなくなってきている。なおかつ、豊かな時代を、携帯電話と

インターネットで育っているから、フェース・トゥー・フェースのコミュニケーシ

ョンもできない。 

実は昀近ずっと各国の方々と面会している。今日もシンガポールの方と会って

いるし、昨日はチリの方と会ったし、一昨日はインドネシアの方、その前は中国の

方と会った。会うと、みんな日本には国際社会でリーダーシップを取ってほしいと

すごく期待しているわけだ。ただし、余りにも日本からの発信がなさ過ぎるという

ことをすごく言われた。やはりしっかりした発信とリーダーシップのためには、今、

少子高齢化の若い世代がそういうことができるようにならなければいけないし、少

なくとも、そこにつながるまでは、ここの我々の世代がしっかり発信しなければい

かぬ。日本が余りに発信しないと、外国から日本は大丈夫かというふうに思われて

しまう。 

マハティールはルックイーストと言っていたけれども、今、アジアの中で日本

を見ている国よりも、日本を心配している国の方がいっぱいある。また、日本を取

るのか、中国を取るのかと言われたときに、今後は中国を取らざるを得なくなると

思っているアジアの人がいっぱいいることを一番心配している。やはり、ここで日

本のリーダーシップはどういう格好で取れるのかをしっかり検討しないと間に合

わなくなってしまう。今回の調査会は物すごく大事な提言を行う場ではないかと私

は思う。 

（植田会長）これは総花的であるわけだけれども、ここから皆さんに選んでいただくとい

う意味で、今の段階ではわざと総花的になっているという性格のものだ。 

それから、（１）は、福井委員から「即応できる」という表現はよくないという

御発言があったが、それはそれとして、皆さんがこれまでおっしゃった御意見のか

なり多くの部分は、表現は別として、日本の経済システムが柔軟であって、必要な

ところに資源が流れるような仕組みがもっと担保されなくてはいけないというと

ころにかなり集中していたとうか、そういう御発言が多かったように思って（１）

のところにしている。要するに、海外から来るにせよ、自分の中から生まれてくる

にせよ、いい方向性が出てくればそれに対応して資源が動かないといけないという

中で障害がある。それをどうするかという問題の議論をというつもりだ。 

その中で、どういう方向にということに関連して、今、少子高齢化の問題をも

っと正面から取り上げるべきではないかという御発言が複数の方からあったが、そ

れは（２）にある程度関わるテーマでもあるので、（１）も御自由に触れていただ

くとともに、（２）、特に人の問題、この部分にも進んでいきたい。 

私の感想では、少子高齢化問題を日本なりの方法でうまい解決をという問題意

識は、これまで皆さん、やはり何度もおっしゃっているわけだが、それでは、どう

やってそれを実現していくのかという点については、まだもう一つ、それほどは議

論が深まっていないようにも思う。その辺も含めていかがか。 

（冨山委員）大竹委員のものにも一部書いてあったと思うが、恐らく従来の世代間の相互

扶助型のモデルというのは、要は若い人の稼ぎを稼がなかった人に回すというモデ

ルだったと思うが、多分、それは人数が少ないわけだから機能しない。企業再生な
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どでも必ずこの問題があって、まず企業年金の解散がやることのＡＢＣのＡだ。要

はＯＢの方が現役よりも数が多いので、厚生年金基金とかが維持できなくなる。結

局、それが維持できなくなるわけだから、それは結局、放棄せざるを得ないという

ことが多分あるのだと思う。 

ただ、一方で、そうするとやはり困ってしまう人が出てくることも事実なわけ

だけれども、そこは結局、私自身、そういったいろんな現実的な局面で思うのは、

やはり現役世代の生産性を飛躍的に高めるしかない。一人当たりの生産性というか、

一人当たりの所得獲得能力というか、要は結局、一人当たりの国際競争力を高める

しかないわけで、そういう意味で言うと、今、小島（順）委員の言われた、数は減

るわ、質は低下するわ、結構、絶望的な展開になるわけであって、この前の、今年

大学を卒業する人のアンケートを取ったら、80％が終身雇用がいいとか、安定がい

いとか、若い人は言っているわけで、若い人がこんなことを言っているようでは、

こういう国は基本的に滅びる。本来、若い人間はもっと生意気で、反抗的で、反社

会的なことを思うのが普通なわけだ。 

私自身は、今、各委員が御指摘のとおり、この問題は世界昀先端の問題に我々

は対峙していることは事実なわけで、少なくとも、そこで伝統的な手法を一生懸命

こねくり回しながら復活させて、さっき出した、漫然と所得の再配分をやることで

しのぐということは、幸か不幸か、不可能な状態になっているので、そうすると、

ここで議論されているプラットフォーム型の社会にして、海外から優秀な人材を呼

び込むのも含めて、私は、この国内において若年層世代が、理想としてはアジアか

らもっと優秀な人が高校ぐらいいっぱい、どんどこ入ってきて、とにかく、もっと

大学の入学試験などはもう一回激烈になったらいいし、若い人たちをめちゃめちゃ

に競争させたらいいんだと思う。多分、そうすることによって、今の若い子も少し

は目が覚めるような気がするし、私も、今、大学生の子どもがいるが、はっきり言

って、今の大学はゆるゆるだ。とにかく、入るのが明らかに楽になっている。少な

くとも、私が東京大学を受けたときよりは絶対に楽だし、また、今、悪いことに就

職がいいから、うちの息子は慶應に行っているけれども、すごい。バブル期の再来

みたいな感じで、学生はゆるゆるだ。とにかく、大人におもねっておけばいいみた

いな雰囲気が蔓延してしまっていて、やはりあれはまずいわけだ。 

そういう意味で言うと一つのかぎは、やはり若年層の取り分け国際的な競争力

を持ち得る、多分、アジアが中心になると思うけれども、アジアの優秀な学生がと

にかく日本にどんどこ来る。それこそ、そういうのを思いっきり、いろんな意味で

社会的にも優遇してあげて、ひょっとしたら、学費などもどんどん免除するような

こともやって、そこの辺りの競争の質をすごく高めることが、今、まさに求められ

ていて、それによって、多分、人口構成の問題もある程度、改善されるだろうし、

願わくば、そうやって日本に来た人のかなりの割合の人が日本版グリーンカードか

何かを取ってもらって、均衡を動かすという議論があったけれども、日本でばんば

ん働いて税金を払ってくれればいいんだと思う。 

そんな仕組みがつくれたらいいというのが、私、今の聞いていた範囲では強調

しておくところで、多分、グローバリゼーションの一番基本になってくるのは恐ら

く、どれだけアジアの一番競争力のある階層の人材を日本に呼び込めるかというこ

とで、どうだろうか、私はよくわからないけれども、ある時期、中国の非常に優秀

な人が日本に留学に来ていた。今、アメリカに行ってしまっていないか。多分、ジ
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ャパンパッシングでアメリカに留学しに行ってしまっているので、要は、あれでは

困るので、そういう人を呼び込めないのかなというのが私の思いとしてある。 

（小島（順）委員）全くそうで、今、日本に来た留学生の中に、日本から帰って、日本が

嫌いになる人たちが結構多い。私はこれが結構深刻な問題だと思うし、これは我々

の責任でもあるけれども、日本に留学して本当に優秀だったら、日本の企業がどん

どん採用するようにやらなくてはいけない。そこのところが抜けているので、今、

外国籍でうちの正社員が何人いるかといったら、それはそれで 100 人近くはいるの

だけれども、もっと採らないといけないと思う。 

そうすると、やはり日本に来る意味が出てくるから、そういう若い世代の交流、

しかも優秀な連中が来たくなるような国にすることがすごく大事である。やはりそ

ういう意味だと、アメリカはどちらかというとホモジーニアスではなくてヘテロジ

ーニアスな、多様性のある国ですから、あそこに行くとチャンスがある、夢がある

と思っている。これはアジアだけではありませんけれども、世界中、どこもそうで、

そういう国は強いと思われている。あれだけ経済がおかしくなってどうなるかとい

いながら、人口はしっかりと増えているのが私はアメリカの強みではないかと思う。

（西水委員）まず高齢者に関してだけれども、江戸時代には 50～60 歳代が高齢者だった。

だから、この先、20 年、30 年の日本の将来像を考えるときに、今の私たちが持っ

ている高齢者という感覚で考えるのは少しおかしいのではないかと思う。でも、多

分、的確なのは、働く意思があって、社会に貢献できる高齢者の方々を御隠居さん

とはみなさないで、とにかくそういう方々が労働市場に参加して、経済の生産性を

いろいろな形で高めていくという将来を創造しないといけないと思う。これは男性

でも女性でも同じで、だから、お年寄り、老後という考えは捨てた方がいいのでは

ないかと思う。それが１つ。 

それから、少子化の問題だが、グローバリゼーションで一番、これから先、世

界のどの国でも問題になるのは、やはり個々の国家が持っている文化がなくなって

いくというか、文化・文明のグローバリゼーションだ。私はそれに賛成とか反対と

いう意識は、今はまるでないが、ただ、問題点だと思うのは、もしも、労働力の若

返りを期待して、委員が言われたように日本版グリーンカードを発行するような状

態になると、日本を多民族国家としていくわけだろう。それで、国家の意思として、

実際、そういう方向を戦略的に選ぶべきか。それとも、そうならないような国民の

意思があって、それでは、比較的、単民族国家で日本文化・文明を誇りにして、そ

れを土台にして日本の国体というものを続けていくときに、それでは、人口が少な

くなっていくことに対してどういう対応のわざがあるのかという話になるのでは

ないのか。 

だから、国民が本当に議論しなければいけないのは、我が国を多民族国家にし

たいのかという長期戦略的な選択だと思う。それがないと政策の選択というものが

できないのではないかと思う。だから、問題提起だ。 

（牛尾委員）今、西水委員が言われた多民族国家にするのかというのは、現実的に製造業

などの場合は完全に他民族企業になっているわけだろう。恐らく、この４～５年は、

ほとんどのグローバルに活躍する企業の従業員の数は外国人が多いと思う。それは、

みんなうまくいっている。特にアジアにおける生産合弁などの場合は、アメリカや

ヨーロッパの優れた青年よりも日本の工場から派遣された、およそ海外に行くつも

りがなく入社したような人が努力をして、勤勉に働いて、間隙なく働いて、しかも、
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やさしく率先垂範する姿を見ると、大概、みんなは尊敬する。だから、そういう意

味では日本人は十分、本来の 100 年、200 年の歴史の中で学んできたものは割とア

ジアで通用しているだろう。 

むしろ、怖いのは戦後、小学校を出てきた人が一部そうでない教育を受けてい

るし、戦後、大家族でなくて核家族の中で育った人に問題があるのではないかとい

う気がする。今、高齢者になってくる人は本当に競争でめちゃくちゃに苦労した世

代で、団塊の世代というのは典型的にそうだ。だから、高齢者をきちんと遇すれば

私は十分能力を発揮すると思う。 

奥様方でも、本当に家庭の中でひどい目に遭って、父は帰ってこない、子ども

たちを押し付けられて、結構、一生懸命育ててきた。それがどこかで間違って、一

部の母親が子供を一流企業、一流会社志向に育てていこうとしたことが教育をおか

しくした。しかし、私はまだまだ、そう絶望したものではないと思う。だから、む

しろ少子化の方の、今、人材の教育レベルが低下していることに対して、これをど

う手を打つかはいろんな方法があるけれども、やはり私は競争の再配置で、下手を

したらいい会社にも入れないし、食べられない緊張感があると頑張る。やはり日本

というのは貧しさに強い国民だから、そういう方がいいのではないか。 

それで、私は高齢化・少子化以外に、日本が先進国なので堂々と人口が減って

いくというのは、これもまた一つのポイントだ。やはり、本当は世界中、日本みた

いにある程度の人口が減ってくることが競争するための大きな条件だけれども、人

口が減っているからだめだと日本は言われているわけだ。私は、人口は減ってもい

いけれども、アジアで優秀な人に教育環境や会社の場所を提供して、日本というプ

ラットフォームでは人口が増えている。しかし、日本人は減っているでいいではな

いか。 

先端企業は外国人を競争上採用する。サービス産業の一部でもかなりきちっと

働かせて成功するところがある。例えばイタリア料理の店の入り口などを見ると、

経営等を学んでいなくても、明るいし、店を活性化させる外国人が働いている。上

手に使っているところが多い。サービス産業がこれからどうやって外国人と共生し

て、しかも、効率を上げていくかという点が一つ大きなポイントなので、人口が減

ることを気にすることはない。むしろ外国で、特にアジアの人が日本というプラッ

トフォームで働くと非常に能力を発揮する人も、これまでにたくさんあった。 

小島（順）委員と少し意見が違うけれども、確かに日本を嫌いになる留学生も

いるけれども、割と優秀な学生で成功した人は、日本はやはり成功しても温かく応

援してくれるということだし、日本が好きになっている学生も結構多い。一度帰っ

て戻ってくる人が非常に多い。私も中国人に育英財団で奨学金を出している関係で、

年に１回、帰った人も、こちらで働いている人も一緒に御飯を食べるけれども、や

はり日本がいいと言う人は結構多い。 

ただ、開かれている職場と開かれていない職場がまだあるが、やはり国がこぞ

って、こういう Race Free の国家に日本というものをつくるためには、評価の基準

がフェアでオープンにしないとだめだ。日本はまだ潜在的には Race Free ではなく

て、Race Free みたいなことを言いながら、心の中ではそうでない人が多い。やは

り自分の娘が外国人と結婚するとショックだったりする人はまだいっぱいいるわ

けだ。しかし、それはこの経過の中で、日本もかつてはいろんな、大阪とか名古屋

などは韓国や中国の人がたくさん入ってきて、今、完全に日本人になっているわけ
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だから、そういう意味では Race Free というのは日本に生きる以上、必要だ。私は

日本の高齢者は評価するけれども、日本の高齢者で一番欠陥があるとすれば、50％

ぐらいの高齢者は他民族に排他的な性格を持っている人が多いので、ここの考えを

改めることが非常に大事だろうという気がする。だから、そういう点ではやり方だ

と私は思う。 

（氏家委員）先ほどの西水委員の問題提起は非常に大きい。ただ、多民族国家になるのか

ならないのかというＡ or Ｂではないと思う。というのは、少子化・高齢化が進ん

でいくときに、物理的に人が動かなくても、労働が外にどんどん出ていくことはあ

る。それに、今の日本の状態は、余りにも単一民族国家であって、もう少し緩めて

もいいと思う。だから、実際に人がもう少し移ってきてもいいだろうし、それを制

限しても、しょせん、労働のかなりの部分は外へ出ていくと思う。 

それから、この論点の中に「・日本を、資本・人材の昀も有効な活用場所（プ

ラットフォーム）にするために何が必要か」とあるが、これは論点としては非常に

日本にやさしく楽観的に過ぎるのではなかろうか。というのは、資本・人材の昀も

有効な活用場所にしようという前に、『フィナンシャル・タイムズ』の記事に出て

いたが、日本は一方通行で、出るのはＯＫ、入るのはノーだと外から見られている。

そういうところに活用場所をつくっても、そもそも入ってこなければ、活用のしよ

うがない。そこから変えなければいけないだろう。 

例えば外国資本に、工場をつくってくれるのはありがたいけれども、Ｍ＆Ａは

ノーサンキューというのが依然として残っているし、単純労働はだめだけれども、

しっかり人的資本を蓄えた人が安い賃金で働いてくれればいいとか、言ってみれば

市場原理では望むべくもないようなことを望んでいては、なかなか活用場所にはな

らない。 

（小島（明）会長代理）即応するとか、積極的にやるとかという視点だが、２つに分けて

テーマを考えることができるのかなという感じもする。日本が徹底的に遅れて、も

う少しまともに追いつかなければいけない、明らかにそういう分野がある。 

しかし、東京大学の小宮山さんが言っているように、まだ、この新しい問題に

だれも手を付けていない、しかし、日本が昀初に重大な問題に直面する、課題先進

国という議論がある。その典型は少子高齢化だと思う。これは、真っ先に世界がこ

れから時差を伴いながらも向かう大きなテーマに日本がフロントランナーとして、

何かやらざるを得ないし、やるわけだ。そのときの対応というのは、世界が注視し

ているという、これから日本が真っ先に取組み、やりようによって大きな可能性を

日本自身にとっても引き出せ、それが一つのモデルとして世界にぶつけられるよう

な分野と、どう見ても遅れてしまって、これは消極的であるけれども対応する、し

かし、遅れているものは早く走らなければいけないというところがあると思う。 

グローバル化の議論においても、客観的に言えば、あらゆる資源が国境を越え

てボーダーレスで移動するというんですが、世界のパラダイムがどう変わったかと

いうふうに考えてみると、やはり活力を付けたところ、成長力を高めたところ、国々、

地域がどういうことをやったかということを見ると、やはり質の高い要素それは資

本であれ、人材であれ、それをうまく取り入れて活用したところ、資本というのは

直接投資も含めて、活用したところから次々に新しい活力が生まれてという流れで

考えると、そういう質の高い経済資源の取入れ競争において、日本は完全に劣後し

ている。余りに劣後し過ぎているというところは早く対応するしかない。 

13


第７回「構造変化と日本経済」専門調査会 



 

そういうことではないかと思うが、91 年にソ連が崩壊して冷戦が終わったとい

うことだが、よく９．11 ではなくて、11．９という議論がある。11．９というの

は数字を引っくり返して 11 月９日だ。どの年かというと、1989 年、ベルリンの壁

の崩壊、これから世界の政治経済のパラダイムが変わったと、変わったのは、やは

り資源が国境を越えてボーダーレスが大きい、人材も含めていいものを取り入れよ

うというダイナミックな動きが展開した、今もそうだが、それが形の上で冷戦が終

わったのは、91 年にソ連が崩壊した年なので、その 91 年は、日本のバブルがはじ

けた年。11．９の 89 年はバブルのピークで、日本が根拠なき熱狂をしていた時代

だ。 

したがって、問題意識もなかった。しかし、91 年の分水嶺以降、日本はひたす

ら縮んできて、しかし、世界はその反対に、あらゆる資源を取り入れる競争で、ど

んどん変化が起こってきたというところで、今、日本が立っている状況というのは、

すごい段差を付けて、そのギャップが大きくなっている。したがって、遅れたから

対応しなければいけないというところが、これは要するに戦略的にほかの国よりも

格好よく振る舞うんではなくて、遅れたものは遅れたというふうに、現実を直視し

て認めなければいけない。 

それと別に新しい議論が出ている人口問題を中心とする、あるいは環境の問題

もそうだろう。日本がフロンティアとして、パイオニアとして、フロンティアに直

面しながら積極的に対応してモデルを出せるとか、それを大きく２つに分けると、

言葉の使い方がもう少し自由になって、テーマの区分けもしやすくなるんではない

かという感じがする。 

（柳川委員）人材のところは、皆さんからかなり御意見が出ているように、やはり海外の

優秀な人材を日本に取り込んでもらって活躍してもらうと。ここの活用をしていか

ないと、どうしようもないというのは、ほぼ明らかなことだと思うし、多くの方が、

そのようなことをおっしゃっていただいているので、そこはやはり強く強調すべき

点なんではないかと思う。 

それから、私自身としては、前々から申し上げているように、既存の人材を生

かしていかないと、今の少子高齢化等々あったけれども、今ある資産、今ある人材

をどれだけうまく活用していけるかというのが、今後、大きく左右するので、勿論、

教育は重要だけれども、既存の人材を横に動かすということで、ほかの産業なりに

移動して、せっかくの人材が使われていない部分があれば、それを積極的に使って

いくということが重要かと思う。 

先ほどの人材に関連して、多民族国家がという話が出たけれども、少なくとも

単一の価値観で、みんなが動き過ぎているので、そこはもう少し多様な価値観をも

って、あるいは多様な判断基準でもってみんなが動くような社会になるべきだとい

うのは、多くの方が少し書いていらっしゃることに関連することではないかと思う。

先ほど冨山委員から、今の入試が、大学がとあったけれども、やはり既存の大

学入試を受けて大学に４年間いて、日本の会社に就職して、終身雇用というルート

で皆さん見過ぎていると思う。 

小島（順）委員の言われているような先進的な会社であれば、そういうところ

とは全く違う絵を見せられるわけだけれども、多くの人たちが、それと全然違う、

旧態依然とした絵を見て、ずっと自分のルートをイメージしている。 

これは、やはり明らかに不幸なことだと思うし、これからの世界全体の動きに
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対して、全くうまく対応できていない見方だと思う。 

そういう意味では、これは副次的な効果だと思うけれども、やはり海外からい

い人材に来てもらって、留学生にたくさん来てもらって、もう少し違った見方だっ

たり、違った生き方があるんだということを多くの人が感じてもらう、その中で、

自分の今までとは違った生き方を見つけていけるというのが、多分副次的な効果で

あっても、やはりグローバリゼーションに日本が対応することの大きなメリットだ

と、私は思っているので、そういうところが重要かと思う。 

それに関連して、本当は言いたかったのはこっちだけれども、やはりここでや

るインフラとかプラットフォームという言葉が出てきたけれども、人材が動くよう

になる、生産要素が、さっき小島委員がおっしゃったように生産要素が動くように

なるのは、これは必要条件だけれども、動くようになっても日本にとどまってくれ

ない、あるいは日本に来てくれなければ意味がないわけだ。 

そうすると、日本に資本なり人材なり、いい生産要素がここに来て、ここでい

ろいろ交流をしてくれるということが、まず第一で、そのためのインフラとかプラ

ットフォームというのをきちんとつくっていく。きちんとつくるだけではなくて、

これが我が国の重要なアセットになるわけだ。 

それで、アメリカなんかは、結局、アメリカの大学の魅力は何かというと、多

くの人たちをそこにひき付けるということにあって、そのことによって、アメリカ

のある意味での非常に大きな競争力の源泉になっているし、国としての資産になっ

ているわけだ。 

その意味では、プラットフォームというのは非常に重要で、プラットフォーム

は単にみんなに来てもらうだけではなくて、そこに来てもらうことによって、そこ

がある種の、広い意味での知的財産だとか、人的資産の蓄積の場になっていって、

それが国のアセットになっていく。 

今までは、日本というのは、基本的に日本の会社がそういう意味でのインフラ

になっていて、そこにずっといろんな資産がたまってきたわけだけれども、さまざ

まな目に見えないノウハウがたまってきたわけだけれども、そういうものをもう少

しグローバルに見たときに、きちんと日本の中にとどめていく。そのためのインフ

ラというのは、いわゆるソフトなインフラも含めてだ。先ほど人が来たときに、コ

ンフォータブルに生活をしてくれるとか、日本を安心だと思ってくれるとか、そう

いうことも含めた意味でのインフラをきちんと整備していくということが重要で

はないかと思う。 

それで、昀初のところに戻るけれども、前半のところで少し出てきた大きな動

きの中からいくと、結局のところ、不確実性はあるけれども、世の中で大きく動い

ていることというのは、資産であったり、資源であったり、そういうものがある意

味で競争であって、そこの奪い合いのわけだ。 

どれだけいい資産なり、いい広い意味での資源を持っているかということがそ

の国の競争力になったり、その国の収益の源泉になっていくわけだ。 

そうすると、先ほど昀初のところで牛尾委員が言われたことだけれども、資源

問題であるとか、食料問題というのは、やはり我が国にとっては非常に大きな問題

であって、重要な資源がだれかに取られてしまえば、それは生産も何もできなくな

るわけだし、食料もなくなれば、生活できなくなるわけだから、その意味で、どう

いう資産をその国が持っているのかということが、国際的な、長い目で見たときの
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競争力に非常に大きな影響を与えるし、その国の成否を握るわけだから、そこの部

分の、まず、日本にあって海外にある資源なり、資産に対してどういう対応をして

いくかということが、まず、第一に求められる。 

それから、日本は、残念ながらある資源は使わなければいけないけれども、資

源がないとすると、先ほど申し上げたような知的な資産でもって、結局、そこで収

益をかせいでいくしかないということになるので、ここに書いてあることと、特に

矛盾なくつながるんだと思うけれども、人的な資源であるとか、先ほど申し上げた

ようなノウハウも含めた知的なインフラをどれだけ日本に獲得していって、蓄積し

ていけるかということがポイントではないかと思う。 

（福井委員）今、柳川委員がおっしゃった本質的なところを、今回のレポートでは、ある

程度きちんと整理して述べる必要があると私は思っている。それはグローバル化と

言われていることの本質と言ってもいいと思うが、グローバル化の本質というのは、

世界中の至るところで知的創造の場ができるということだと思うが、常にそのレベ

ルは違っている。 

いずれの場もより高いレベルを求めるということだが、競争の本質というのは、

そういうふうに知的創造の場、質を高める、あるいは力を高めるというところにな

ると思う。 

そういう流れの中で、日本というプラットフォームを、過去にこれだけ知識の

集積あるいは文化の集積を持ちながら、より高いレベルの知的創出の場として、更

にこれを向上させていく、そういうことをターゲットにしなくていいのかというの

が、今回のレポートの本質だと思う。 

より高いレベルの知的創出の場を目がけて、人的資本を含め、世界のあらゆる

リソースが流れると、しかも流れやすい構造に世界がどんどん変わっているという

ことだから、その場からもう身を引くかどうかという本質的な問題がある。 

身を引いても、あるいは非常に静かな小さな島で、専ら所得収支で生きていく

という選択はひょっとしたらあるのかもしれないと思うけれども、多分、今回、我々

が招集を受けたのは、そういうレポートを出すためではないのではないかと、私は

初めから考えている。 

（大竹委員）今の話を聞いていて、昀近出た『パラダイス鎖国』という本を思い浮かべま

した。豊さの中で鎖国状態を楽しむ、そういう国を目指さないということだと思う。

１つは、競争を覚悟するということが大事だろうと思う。今まで言われたこと

も、例えば若年層のレベルを上げるために、外国人を入れて競争させろということ

もそうだと思う。それだけでは、多分無理で、やはり教育のレベルを上げていくこ

と、教育投資をもう少し増やしていくということは必要だろうと思う。 

外国人を増やす場合も、人口が何百万というオーダーで減っていくから、それ

を補うために外国人を入れるという発想では、それはもう全然対応できない。 

外国人に来てもらうことは、競争を少し強化するという意味では、非常に効果

があると思うけれども、いい人材に来てもらうためには、日本の教育のレベルを上

げていくことが必要だ。そのための投資をするということを確約することが必要で

はないかと思う。 

３ページ目の論点の若い世代が活躍できる経済社会をどうつくるかというとこ

ろの議論に関わる点で冨山委員のメモにもあった点について、お話したい。教育だ

とか、社会保障だとか、世代間の利害関係に関わるようなことを国が意思決定する
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ときに、例えば世代別の議員定数を決めるというのは、冨山委員からの提案があっ

た。 

すべてについてそうでなくても、世代間に重要な関わる意思決定をするときに、

年代別の代表者を必ず入れるということは必要になってくるだろうと思う。 

３つ目に私が申し上げたかったことは、２ページ目の論点の参入退出をどう促

進するかということだが、この点については、企業を守るのではなくて、人材を守

る。 

これは、柳川委員が言われたことだけれども、優れた人材に別のところで活躍

してもらう。そのために、これもまた教育訓練あるいは奨学金というのが必要にな

ってくるかもしれないが、そういった対応が必要になってくると思う。 

（植田会長）私からもこれまでの議論についての感想を申し上げる。具体的な方について

少し申し上げると、特にアジアから留学生をという意見も複数の方がおっしゃった。

ただ、大学側からみていると、どうやって、特に質のいい留学生をたくさん入れる

かというのは、難しい問題で、答えがなかなか出ない。製造業では割と来たがるが、

それは日本の電気機械産業の競争力が世界一であるから、来て勉強したい。それで

もサービスになってくると、なかなか日本の経済が世界１位くらい、あるいは２位

くらいの水準だった時期でもなかなか優秀な学生が来ないという感じだった。小島

順彦委員がいわれたように、日本の企業が彼らの卒業後、採用をもっとするという

のは非常に有力な手段の一つかと思うが、ほかに何かないのかとも思う。 

それから、大竹委員が言われたことと関連するが、先日、ある人と話していた

ら、少子化を解決し、それから若い人の教育水準を高める一つの有力な方法は、や

はり教育コストをかなり国が負担して、教育に投資をすることである。なぜかとい

えば、少子化の１つの大きな理由が、子どもの教育コストが非常に上がっていると

いうことだからだということで、例えば安易に考えると、公的な教育機関、中学、

高校、大学もそうかもしれないが、そこの教育の質が昔に比べれば、大分下がって、

その分、具体的な話になってしまうが、塾等に行くお金がかかって、そういうこと

が大きな問題かもしれない。その辺、決断をすれば、ある程度変えられることでも

あるように思う。 

それから、西水委員が言われた多民族国家にということをあらゆるレベルでや

るということを提言に書けば、すごく大きなインパクトになると思うが、これは間

違いないと思うが、それに伴って、当然高度人材の受入れだけではなくて、それを

上回るくらいのインフラの整備が必要になるわけだが、そのコスト等について、

我々はどう考えるのかということもあるかと思う。その辺が少し感想だ。 

（西水委員）今、植田会長がおっしゃった教育関係のことは非常に大切なことだと思う。

中長期的に見て、所得格差をなくす、唯一の手段は教育格差をなくすことだから、

そういう観点からも非常に大切な御発言だと思う。 

つまり、お金持ちでなければいい教育を受けられないという今の現実をなるべ

く早くなくさないと、いよいよ日本はだめになるという危機感は皆さん持っていら

っしゃると思う。 

それから、しつこいようだが、多民族国家のことだけれども、皆さんがおっし

ゃったことはよくわかる。 

ただ、私も人生の半分以上、多民族国家に住んでいて、世界銀行での仕事も多

民族国家ばかりと付き合いをしたものだから、数の問題だ。２民族以上のグループ

17


第７回「構造変化と日本経済」専門調査会 



 

 

が対応した数で、同じ国境の中で住み始めると、いろいろな社会的、経済的、そし

て政治的な摩擦が起こる。 

だから、今の私たちが創造もできないような日本になる可能性があるから、だ

から、世界のほとんどの国が多民族国家だけれども、そういう国々の政治的、社会

的な悩みとか対応の仕方、特に昀近のイギリスから非常に多く学ぶことがあるんで

はないかと考えているが、一種のポジティブな危機感というものを戦略的に持って、

考え抜いた方が将来のためになるんではないかという、そういう観点からの発言だ。

（川勝委員）イギリス、フランス、ドイツなど、単純労働者を受け入れた結果、社会コス

トが非常にかかる形になっている 

一方、例えばイギリスのオックスフォードやケンブリッジにしても、大学社会

というのは、まさに多民族社会だ。オックスフォードでも、私がいたカレッジなど

は、４割以上が外国人だった。 

大学では、ユダヤ人とパレスティナ人、あるいはイラク人とペルシャ人でも、

仲はいい。つまり、大学という国際社会においては、平和共存が可能だ。 

日本には単純労働者をコストが安いので入れろという乱暴な議論がある。だが、

先進国の事例にかんがみて、西水委員が言われるように慎重に考えるべきだ。 

ただし、高等人材については、委員の意見の大勢がそうであるように、移住に

ついてもっと開放的であるべきだと思う。 

日本人の国際結婚の数字をごらんになるとわかるけれども、相当の国際結婚が

進んでいる。しかも、日本の女性が外国人男性と結婚する割合が増えている。その

意味で多民族化は進んでいる。単一民族主義が多民族主義かの選択肢ではない。 

例えば小島（順）委員や牛尾委員のような大企業では、外国人は使われている。

一番遅れているのは、一見、留学生を大事にしているとは言うけれども、大学だ。

外国人の留学生というのは、100 年ほど前、日清戦争の直後から始まったわけだけ

れども、日本の大学は基本的に、外国人のためではなく、日本人の青年たちを教育

するために、設計されているものだ。 

内外の青年を対等に教育するようになっていない。留学生会館がたくさんつく

られているが、あれは言ってみれば、唐人屋敷で、外国人を隔離することになって

いる。日本に来て、なぜ自分たちが日本人と一緒に生活できないのかという留学生

からの批判もある。やはり多民族共生、異文化共生には、寮にしても、大学の近辺

で交通費がかからないように、そこで国際社会が、つまり学生を外国人だからとい

って差別しないようなインフラ整備は、本当に必要とされていると思う。 

大学がパラダイス鎖国なのだ。確かに東大総長の小宮山さんは一生懸命なさっ

ておられるけれども、小宮山さんの次になるであろう学長は、きっとまた日本人だ。

そういう意味で、この国はやはり鎖国だ。 

それから少子化の問題だけれども、何かこれも非常に構造的で、出口がないよ

うなことだが、思い出していただければ、1972 年の段階で、子どもが多過ぎるの

で、政府が２人しか産むなということを国民に対して言っている。明治維新のとき

に 3,200 万ぐらいだ。それがあっという間に１億 2,000 万になるわけだから、４倍

に増えたわけだ。増え過ぎるというので、子どもは２人以上産むなと言ったわけだ。

それと同時に、若者がどんどんと都会に押し寄せるから、若者のための職場と

住居を提供しないといけないということで、その場合の住居も一世帯以上生活でき

ない住居を大量に供給した。 
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つまり、２ＤＫという言葉がはやったが、今、多摩であるとか、千里であると

か、そういうところは建替えが大変な問題になっているけれども、あそこでは、３

世帯一緒に住める構造にはなっていない。つまり、初めから子供は２人あるいは１

人しか産めないように、同時に、たくさん産むと、おじいちゃん、おばあさんに世

話にならなければいけないけれども、そういうことができにくいような、言わば人

為的に少子化させる住まい方をつくったわけだ。 

少子化問題には、人間の集合的意思というのもあると思う。例えばひのえ馬の

年は 1966 年だが、あの年の出生率はがたっと落ちている。あれは構造的問題とい

うよりも、男女が今年は産まないと決めたからそうなっているわけだ。 

統計の背後には、そういう人間の意思が入っているから、2050 年で１億近くな

って、2100 年には半減するなどというのは、それをまともに信じていれば、それ

こそ本当に日本人の数はゼロになるから、そんなことはあり得ない。 

だから、これはワーク・ライフ・バランスのところでも言われているけれども、

女性が働きやすくかつ産みやすい、かつ育てやすいような環境を整えるようにして

いけば、おのずと出生率は増えていくと思っている。 

もう一つ、金融資産活用のプラットフォームをつくれというのは非常に重要だ。

日本の歴史は、欧米をキャッチアップしたことを示しているが、欧米といっても、

中身があって、オランダ、イギリス、アメリカ、日本とこういう順序だ。製造業で

トップに立って、それがつぎつぎと追いつかれる。 

オランダは、17 世紀～18 世紀に製造業でトップだったけれども、イギリスに追

い抜かれるが、オランダがどうなったのかというと、金融業で生きた。つぎのイギ

リスはどうなったのか、19 世紀中葉までは工業国だけれども、その後、金融で生

きた、レント国家になったわけだ。 

そして、アメリカが、今、どうなりつつあるか、今では御承知のとおり金融で

生きている。日本は、今、アジア諸国の工業、ものづくりに追われている。 

そういう意味では、金融のプラットフォームをきっちりつくることは極めて重

要で、実際に日本は、今、貿易収支における黒字から貿易外収支、すなわち配当で

あるとか、そういう貿易外収支の黒字が増えている。金融プラットフォームを設計

するのは、極めて重要な課題だ。 

一方、日本には工業だけではなくて、もう一つ比較優位のある産業がある。そ

れが農業であり、林業、それから水産業だ。これらの技術は高い。すなわち日本は

稲作漁労の生業をずっと弥生時代、更に森林も入れると縄文時代以来やってきてい

る。今は森林は放ったらかされているけれども、農水の技術レベルは極めて高い。

そこにサービス産業であるとか、大学が入り込んで活性化すれば、日本は一次産業

においてアジアに対してロールモデルを提供できる。 

それは、昀終的には環境技術において優れたものをもっているということだ。

産業というのは自然相手であるから、自然の扱い方においてトップクラスの一次産

業も捨てたものではないと思っている。 

（植田会長）それでは、今、金融の話も出たので、（３）の金融のところはいかがか。 

（氏家委員）今のお話の続きで金融と関係して、主要国の大きな金融機関のトップマネー

ジメントには、その国の人でない場合がどんどん増えている。主要国の大手金融機

関のトップが全部その国の人である日本は珍しい国になってきている。このレベル

のポジションを外の競争に晒していかなければいけない。 
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それから、先ほどのナレッジクリエーションは、レベルの高いところへと言わ

れた点とも関係するが、学生や学者に開いても、開いただけでは集まらない。競争

して、そして競争に打ち勝った者にはそれなりのリワードがなければ集まらない。

そのリワードの制度をどうやってつくっていくのかが大事だと思う。 

３点目、金融システム高度化による経済活性化の、ここの項目というよりも表

題の付け方に、私は若干の違和感を覚える。それは、金融システムを何らかの方法

で高度化するとか、成長産業として確立していくというような産業政策というのは、

余りプラスにならないと思う。 

産業政策の側面が出ているように感じるのは、例えば矢印の２、官が関わる金

融資産の運用の高度化、ガバナンスの体制の強化と書かれているけれども、官が関

わらないようにすれば、そこで自由な競争が起こって民間の活力が発揮されてくる

と思う。例えば、高度金融人材の受入れについて、高度な金融の人材を受入れため

の何らかの政策を打つということではなくて、今、人が集まらない理由のかなりの

ものは、蓄積された金融資産に色々な行政上の制限があり、自由に競争できないか

らだ。それをリリースし、綱を解いてあげれば、人は来る。綱を外してあげれば、

産業は成長する、という方向で考えた方がいい。だから、産業政策として考えると

いうよりも、産業規制策を外すことにより人が集まると思っている。 

（冨山委員）かなり近い話ではあるが、金融のところの議論というのは、多分さっきの議

論と実は根っこは同じで、要は例えば東京という場所に、世界の昀高レベルのプロ

が集まってきたいか、きたくないか、ここで働き続けたいか、続けたくないかとい

うことで、これに尽きる。 

殊に金融に関しては、これは昔から多分ヨーロッパの、さっき川勝委員から指

摘があった、多分昔から国籍クロスオーバーなゲームをやってきたはずだ。多分本

当にもうけたのはオランダの国際金融だ。ということは、これは昀初からメジャー

リーグだ。 

そうすると、多分東京が中心になるのだろうが、東京という場所でそういうフ

ィールドがつくられるかどうかということが多分すべてで、もし政策的に議論があ

るとしたら、そういう場をどううまくつくれるかということに尽きるわけで、そこ

から先、余りよけいなことを、私もしない方がいいというか、特に金融の世界で、

お金の配分に関して官が介入するとろくなことがないので、要はなぜろくなことが

ないかというと、官というのは、必ず一定の政策目的をもって介入するから、とい

うことは、金融における行動が必ずどこかにバイアスがかかる。私ももと官の金融

機関にいたからわかるけれども、バイアスがかかるということは、それは反対側か

らすれば、グー、チョキ、パーのじゃんけんをしたら、これだけ必ずグーをたくさ

ん出すと、わかっている行動を取るわけだから、これは周りからえじきにされるに

決まっているか、そうではなければ、私が前々回申し上げたように、資本市場の規

律をゆがめるような変なことをやってしまうか、どっちかだ。 

だから、基本的に、これはできるだけ私は介入しないのが正しいと思う。もし、

官が出てくる局面があるとすれば、それはあくまでも何らかの市場の失敗や市場の

機能不全がある局面、その時間と空間に限定されるべきで、それ以外の機能を持た

せるべきではないと思っている。 

あと、その観点で言うと、やはり同じ話だが、やはりこの世界はグローバリゼ

ーションだから、言語的な問題も含めて、まさに東証に上場するときに、日本語で、
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それで日本の会計基準で、これはないと思う。今、一生懸命ＡIＭみたいのをつく

ろうとしているけれども、むしろあれが本来の姿であるべき、会計基準、国際基準

に併せていなかったら、ではアメリカやヨーロッパのＣＰＡの人は、これは日本で

活躍できないわけで、ということは、その段階で世界の一流のやつは来るなと言っ

ているのと同じだ。これは、実は弁護士に関しても同じ問題があるわけだ。 

それで、我々みたいな金融の世界でやっているプロフェッショナルの立場から

しても、これは同じだ。 

それで、なぜ不良債権の世界で、日本で世界でも通用する一流の人材が育った

かというと、答えは簡単で、日本で一番昀初に深刻な不良債権問題が起きたから、

世界中の一番優秀なやつが東京に来た。アメリカ人でも何でも、そういう連中と私

らは競争していたから、それのレベルになっている。これは絶対条件だと思う。 

それから、話がちょっと前のところに戻るが、さっき西水委員が言われた、中

高年層の活用の問題だけれども、これは実際、再生機構でも随分活躍してもらった。

もうトヨタや、それこそ商社なんかをリタイアした方に大活躍してもらった。

もう一回その会社に来てもらったりとか、生産を改善活動にとか。 

ところが、これは実際に、そういった方たちが、もう一度采配される、普通の

会社の枠を、従来、それは会社の枠の中でやっていた。関連会社に行ってもらうと

かというところは、会社の枠を超えて、それを采配するということに関しては、日

本は極めていろんな意味で制度が未整備だということと、そこで使われている予算

というのは、もう笑ってしまうぐらい小さな予算だ。 

この国の予算配分というのは面白くて、さっきの教育もそうだけれども、この

国は人に関わるところに本当に金を使わない。それで役に立つのか、役に立たない

ような道路とかダムに一生懸命金を使うのだけれども、そういうことを言うと、ま

た怒られてしまう。要は、人には本当にお金を使わない。 

その話を役人の人とすると、ちらっと本音で、私の同期生のやつらが言うのだ

けれども、冨山、ああいうものに使う方が楽なんだと、手離れがいいから、政治的

ないろんな要請を満たすためにはね。 

人に使うお金というのは、手がかかる。なので、どうしてもそっちの方に行く

ということを言っていたけれども、やはり人にお金を使うのは、人もエネルギーを

使わなければいけないので大変だ。 

だけれども、やはりそういう意味でいうと、それはあらゆる世代に関して、こ

の国にはもっと人間にお金を使わなければいけないはずだし、本来、その優先順位

というのははっきりしているべきだと、私は思うけれども、これは金融のところも

ひょっとしたら、そういう問題がいまだにあるかもしれない。 

人材育成ということで言えば、世の中が思っているほど、金融関連の人材育成

に日本は金を使っていない。 

例えばファイナンスの基本的な知識がある。コーポレートファイナンスとか、

グローバルなフィナンシャルマーケット、その基本的知識というのを、普通ビジネ

ススクールでは教えている。 

ビジネススクールには、別に税金という意味ではないけれども、ある種、ノン

プロフィットマネーというのは、物すごい勢いでアメリカだって、そこで寄附の金

を含めて流れ込んでいる。 

寄附というのは、形を変えた政府のお金だ。あれは、税金がセーブされている
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わけだから、市場原理の中で、公的なお金が動いているだけの話だから、スタンフ

ォードでもハーバードでも巨大なお金が流れ込んでいるわけだが、大体アメリカで、

一体何人のＭＢＡ毎年つくられているか、多分ハーバードだけでも 800 人、900 人

いるのではないか。スタンフォードでも 300 人、要するに何千人というレベルの人

間が、とりあえず基礎的訓練を受けてマーケットに出てくるわけだ。 

多分、日本ではそれは何人なんだと思うと、これはけた違いだ。これは話にな

らない。多分２けたぐらい違う人材蓄積だろう。 

その中のたまたまごく一部、運のいい我々みたいな人間が世界でも活躍できて

いるわけだけれども、これは母数がけた違いに違っていて、この前、伊藤隆敏議員

が言われていたけれども、今、ビジネススクールの留学生は、日本人激減している。

激減しているから、これはどんどん差を付けられている感じだ。 

だから、まだ、現状、辛うじて 1980 年代に大量の留学生を、三菱商事さんも含

めて日本の企業を日本の会社が援助するという形で出していたから、我々の世代は

ときたまメジャーリーガーが出る。 

だけれども、多分この下の世代は、下手をすると、メジャーリーガーが出ない。

私らのときの５分の１ぐらいの数になっているから、もうメジャーリーガーは出な

くなる。 

では、どうするんだというと、私はやはりこういう部分こそ政府の出番はある

と思っているので、そういうところに、私はお金を使った方がいいんではないかと

いう気がする。 

（齋藤政策統括官）先ほど、氏家委員がお触れになった金融のところで、官が関わる金融

資産の運用高度化云々とあるけれども、これは、行政が規制をしているという分野

ということではなくて、以前にここでも議論があった公的年金の運用の話である。

（氏家委員）念頭に置かれているのは、例えばＧＰＩＦであろうと理解して発言をしてい

る。 

（小島（順）委員）この１、２、３で共通しているのは、やはり国際化だと思う。だから、

結局、国際化ができ上がっていない日本、国際社会の中のプレゼンスが物すごく低

くなってしまっている日本というのが問題である。 

それから、さっき言われたように、外国のＭＢＡを受ける連中がすごく減って

いるし、取ってもＰｈＤが取れる者はほとんどいなくなっているのが、今の日本で

ある。日本が周辺の国の勢いに、今、完全に取り残されてしまうという懸念が物す

ごくある。 

だから、この度、李明博韓国大統領が来られて、胡錦濤中国国家主席が来られ

て、福田総理との間で、若手の国際交流を徹底的にやりましょうという話をされた

わけだが、やはり若い頃から国際交流をやる、少なくとも英語で自分の意見を話す

という教育をしないと絶対にだめだと思う。フィンランドという国が一番学力が高

いけれども、なぜかと言ったら、さっきの話ではないけれども、教育に一番金を使

っている。職業の中で、一番いい職業というのは教師だ。これで、あの教師に教わ

れるというので、みんながその学校に行きたいというような、物すごく教育熱心な

のがフィンランドだ。 

逆に言うと、シンガポールが、今、何をやっているかというと、今後何年かで、

あと 100 万人の人口を集めようとしている。今、あそこは 450 万人ぐらいだが、そ

れも優秀な人間を集めるという努力を徹底的にしている。 
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だから、日本も国際化というのは、やはり国際社会の中に出て行くことも大事

だし、やはり外国人の優秀な人に入ってもらう努力を真剣に考えた方が私はいいと

思う。 

さっきの日本が多国籍民族になったらどうか、日本の文化はどうなるかという

議論について、逆に言うと、外国籍の人が日本に入ってきたときには、日本の文化

のことを、もう一回日本人が考えるのではないかと思う。そして、若い連中も必死

になって日本の文化を考えるようになる。 

実は、私は昨日大相撲を見に行った。今の大相撲の力士の中の３分の１から４

分の１は外国籍だ。それで、昨日満員御礼だったけれども、外国籍の力士に対して

も日本人は物すごく応援しているわけだ。それで、あの国技がもっているのは、外

国人のお陰でもっているのだなと、つくづく思った。 

だから、外国籍の人が増えてくると、日本の文化がどうなるのかという心配は

多分要らない。ただ、時間がかかるし、抵抗もあるだろうと思うけれども、徐々に

外国籍の人を増やす方向に行かないと、ものすごく遅れをとってしまう懸念がある

というのが、私の正直な本音だ。 

（植田会長）それでは、Ⅱの（１）消費者重視の供給構造の確立、それから、（２）経済

の活力を再生するための環境整備、ここにも議論を進めたい。 

（大竹委員）消費者重視の供給構造の確立のところで、いろいろ書いてある点だけを読む

と、どうも消費者を守るための規制を強化すると間違って読み取られないかという

危惧がある。 

多分ここでの議論の中心は、対立する考え方としては、企業を守るとか、既得

権重視というものになる。そういう既存企業を守るのではなくて、消費者の立場に

なって、企業間の競争を高めろというのが趣旨だと思う。そこが、もう少しわかる

ような書きぶりにしていただけたらと思う。 

（冨山委員）同じようなことだが、消費者は、実は生産者でもある。同じ人の表裏で議論

して、何か生活者対供給者とか、消費者対生産者の二元対立構造、私は昔からぴん

と来なくて、要は消費するお金は生産者としてかせいでいるわけで、供給者として

かせいでいるわけだ。 

それで、ここでの議論というのは、ちょっと警戒感を個人的には持たざるを得

なくて、大体正義感ずらしている話というのは、大体表と裏が必ずあるけれども、

要は規制を強化すると、そこで必ず富のある種の再配分が起きるので、また既得権

益ができてしまう。 

いわゆる消費者イズムができてしまって、そういう構図になっていくのが関の

山なので、私自身も大竹委員の言われたことと同じで、要はフェアーで公正なルー

ルでちゃんと競争しましょうと、製品市場、再市場、それをやぶったら退場ですよ

ということをやることが本来の筋合いであって、これはまともな競争が働いて、ば

れたら大変なことになるから、普通、消費者をだますようなことをするインセンテ

ィブは働かないわけだ。 

なぜそういうことをやってしまうかといったら、多少そんなことをやっても、

何か知らないけれども、会社としてつぶされないのでやる。だから、その問題は、

ちょっと問題のすり替えが起きないようにした方がいいと思うのと、それから前も

ちょっと申し上げたが、日本の市場の不公正さかげんというのは、消費者と供給者

の関係の問題もあるが、例えば企業の立場とか規模とかから生まれている不公正な
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部分は、はるかに日本は大きい。 

だから、ここの議論というのは、私の感覚としては、やはり自由で公正な競争

をちゃんとやろうというのが、これは大田大臣の繰り返しになるが、根っこにある

べき議論なのかなという気が個人的にはしている。 

（黒田所長）今の点、全く賛成だ。昨日まで実は生産性の会議でアメリカにいて、各国か

ら参加者がいるのですが、アメリカの消費・サービスに関する生産性だけが唯一世

界の中で伸びている。 

日本もサービス産業の生産性は余り伸びていない。ヨーロッパもなかなか伸び

ないと、一体なぜだろうか、これはアメリカ人もよくわからない部分だということ

だ。ただ、私が感じているのは、ＧＤＰの 70％近くがサービス産業になっていて、

明らかに高度成長期のアグリゲートしたときの生産性に比べますと、サービスのウ

エートが明らかに大きくなっているから、昔はサービスの生産性が余り上がらなく

ても、ものづくりの生産性が上がったことによって、ある種リーディングセクター

が国を引っ張っていった時代があった。 

今はサービス産業のウエートが 70％で、その生産性が上がらないというのは、

製造業が幾ら生産性を上げても、片方で一国全体の生産性はほとんど上がっていな

い。 

なぜ、サービス産業の生産性は上がらないのかというのが問題で、サービス産

業というのは、やはり私は社会的なシステムをかなり改造していかないと、サービ

ス産業が生産性を上げるようなメリット、例えばインフォメーション・テクノロジ

ーのメリットをうまく享受できない。 

例えば医療のサービスというのは典型だと思うが、医療サービスの形を考える

と、日本ほどシステマティックに医療サービスをうまく利用していないところはな

いんではないか。 

そういう意味で、もっとシステマティックに医療サービスのネットワークをつ

くるとか、そのネットワークによって生産性を上げるような形をするというのが非

常に重要で、あらゆるところでそうした問題を抱えているように思う。 

そういう意味で、システマティックな発想が全くない形で、社会の構造ができ

ていることが、いろんなサービスの提供に対して応えられていない。 

それは、もっと言うと、実はここにも書いてあるんだと思うけれども、潜在的

な消費者のニーズといったときに、消費者がどんなサービスニーズを持っているか、

カスタマーがどういう消費のサービスを望んでいるかということについて、余りに

もむとんちゃくに、サービスを提供しているということが問題だ。もっとカスタマ

ーのニーズを体得できるような形にもっていく、それが競争によって実現するかも

しれないし、何らかの政策的なサポートによって実現できるのかもしれないが、そ

ういう意味でのシステマティックな構造変化を発想として国民が転換をしないと、

なかなかサービス産業の生産性は充実しないんだろうという気がする。 

（牛尾委員）皆さんの発言に全く私は賛成だ。今、消費者の側についていないような、よ

くない流れになって、そういうのを意識するのは非常によくないので、日本はサー

ビス産業も独自のもので非常に優秀なものがあるが、しかし、実はパナソニックも

トヨタも、あそこの仕事の約 80％はサービス業をやっているわけだ。ものづくり

とダイレクトワーカーというのは約 15％しかいないのだから、製造もいいものを

提供するということで、カスタマーのほしいものを考え、それに基づいたマーチャ
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ンダイジングをして商品をつくるというのは、冒頭に福井委員が言われたように、

消費者ニーズに即応するのではなくて、消費者ニーズの先取りをしているわけだ。

そういうところから始まって、かゆいところに手が届くようにサービスをして、

昀終的にはメンテナンスフリーの商品をつくるというのは、サービスの極致だ。そ

ういうことは、日本の製造の中で、実はサービス業が育っているわけだ。目標と国

際なところで競争力があるので、日本のサービス産業が遅れているのは競争がない、

地域だけにとじこもっているところが、競争力がない。 

私が会長をしている社会経済生産性本部のサービス産業生産性協議会で調べた

範囲では、アメリカでも生産性の高いサービス分野というのは 60％ぐらい、そこ

の共通した特徴は、新しいサービスが登場して、古い企業が退場する。そのメカニ

ズムのあるところが、非常に生産性が高い。日本では、地方ではそういうことはあ

り得ない。古い企業が、この前も議論が出たように、古い既得権で赤字企業のまま

でずっと税金を払わずに 10 年いると、もうその状態から出られなくなってしまう

わけだ。 

だから、日本でも製造業が国際的なマーケットを相手にしているから、とにか

くどんどんサービス産業の競争で勝ち負けが決まっている。実は、同じ技術でも消

費者が求めているものに技術研究を集中しているトヨタさんは、市場のニーズを繰

り上げて、先取りした技術を開発して、しかもそれをメンテナンスフリーまで、サ

ービスの極致までもっていくという。従業員の約 80％はサービス業をやっている。

十分日本人はそういうサービス業務の素質があるんだということだ。 

もう一つは、皆さん触れていない、地方経済の活力の問題だ。今、３人の方が

言われて、今、経済財政諮問会議でも取り上げている、農業と林業と水産だと思う。 

私は、水産の場合は、前回も言ったけれども、「水」産業です。要するに日本ぐ

らいアジアで水が潤沢な国はないので、その水の約 85％を流してしまっているわ

けだから、その水というものを、エビアンでも、これ一本でも高い。それだけの水

資源というものがある。 

農業も諮問会議の議事要旨なんかを読んでいると、企業経営というものを導入

させてくれと、活発に車をつくるのと同じように農業をやらせるべきとの議論があ

る。要するにコシヒカリとメロン等のハイエンドの農産品が売れているからいいと

いう話があるが、ルイヴィトンとシャネルが売れたらといって、フランスの輸出が

増えたことにはならないことと同じで、やはり一般的な農業を活性化すべき。水を

潤沢にもって、しかも長い農業の、今、川勝委員も言われた、農業も水産も全部非

常に継承している技術が高いわけだから、それで企業経営的なものをやれば、農業

立国、林業立国、水産立国で、日本人の半分ぐらいの人が気持ちの上で奮起するだ

ろう。私は、地方はそこに尽きると思う。 

それから取り残されたところが観光をすればいいので、今、観光が先に走って

いるから順番が逆になって、水産業も遠洋漁業とか、そういうものの日本の水産技

術は非常に高いわけだ。私どもの会社も水産関係の海洋照明をどんどんつくってい

るけれども、圧倒的に早い、もう５～６年先を行って、どの色でどの魚が来るかと

いうのは、みんなわかっている。そういうふうに、それがやはり水の権利とか、沿

岸は全部権利があるというのは、恐らく先進国では日本だけだろう。しかも、それ

が体積に比例して権利があるわけだから、そういう点では、農業も林業も水産業も

水そのものの産業も規制なくして本当に自由に競争ができるような舞台をつくれ
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ばいいわけで、非常に希望に満ちたもので、地方の問題はそれに尽きるし、事実、

農業の問題をやっていた。林業も水産も「水」産業なんかは、一番絶好の公共投資

の一番大きな目玉になるだろうと私は思う。 

（福井委員）消費者とか生活者というふうに書いておられる分については、今、多くの委

員がコメントされたものと、私は全く同じ意見であって、生産者と消費者との間の

関係をダイナミックに表現していく必要があると思う。 

そうしなければ、何か弱者保護的な、普通の消費者保護、これは当然のことだ

けれども、今回のレポートの役割として、そこが付託されているとは、やはり思わ

ない。日本の消費者市場というのは、要求水準が非常に高い仕様にしていって、そ

れに企業は常に応えるような供給体制、あるいは牛尾委員が言われるように、一歩

先行して需要開発型の供給体制を整えていくというふうに、ダイナミックメカニズ

ムをきちんと提言していく必要があるのではないかと思う。 

２番目は、農林水産業の開発と地域コミュニティー、そして日本の長期的なエ

ネルギー政策と、この相関と言うか、ネットワークというか、政策体系としてきち

んと仕上げていく必要があると思う。その中で、エネルギー・環境の問題は、アジ

アに対しても日本がイニシアティブを取っていかなければいけないわけだが、日本

自身が長期的なエネルギー政策のコアをきちんと持っている必要がある。 

そういう意味で、私は提言として、30 年ぐらいかかるかもしれないけれども、

エネルギー自給率の引き上げという明確なターゲットを提言させていただいてい

る。 

（柳川委員）今、何人かの方から多くの意見が出たけれども、まず、後者の地域の話だ。

先ほど、ちょっと申し上げたように、やはり世界全体の大きな動きからすると、

資源だとか、資産とかの重要性が非常に高くなってきていて、そこがレントを生み

出していくという構造はどうしても避けられないんだと思う。 

そうすると、先ほどから御意見が出ているように、日本の資源をいかに活用し

ていくか、それを地域活性化にどうやって結び付けていくかというのは、私も非常

に重要なポイントだと思う。 

それから、戻るけれども、消費者の利益ということに関して言えば、これも皆

さん御指摘になったように、企業が競争を促進していく中で、消費者ニーズをくみ

取っていく、これが一番の基本原則だと思う。 

それ以外は、基本的に消費者のニーズはくみ取れないから、ニーズのくみ取れ

ない先取りをきちんとやるということは、結局、民間企業の創意工夫と競争の中で

しか実現できないことだと思う。 

ただ、一般的には、やはり競争促進が、むしろ消費者のデメリットになってき

たと多くの人が感じている部分があって、それは、先ほど冨山委員からもお話があ

ったけれども、ある種の不公正なもの、耐震偽装の話であったり、本来やるべきで

はないことをやっているということによって、消費者のデメリットを受けていると

いうふうに感じている部分があるので、それは、本来の競争のあるべき姿ではない

わけだ。 

そういう意味では、言い換えると、競争促進がきちんと消費者のメリットにあ

るような制度整備をしていくということが多分重要で、そういう整備をした後で、

民間がきちんと創意工夫をしていく、そういうことが重要ではないかと思う。 

（植田会長）複数の方が言われたことは、表現を変えると、昔からよく言われることだが、
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再分配政策みたいなことを産業政策的にやり過ぎて、競争に対する阻害要因になっ

ているという抽象的な論点があるように思う。前からこれも言われているが、そこ

を大きく転換していかないと、変わっていかないということかなと思う。 

（氏家委員）消費者重視の供給構造の確立の中に、予測可能性と専門性の高い行政・裁判

とある。この予測可能性と専門性の高い行政・裁判という項目は、勿論、今、議論

があった消費者、生活者の議論は置いておいたとしても、行政・裁判という制度が

カバーしている範囲というのは、言わば、経済のインフラ全体に関わっている大き

なものであり、もう少し大きく取り上げた方がいいのではないか。 

例えば資本が日本に入ってくる場合を考えた場合、特に司法制度の予測可能性

は問題になっており、もう少し大きく取り上げる課題であると思っている。 

（植田会長）それでは、議論もまだ尽きない面もあるかと思うが、時間がきた。昀初に申

し上げたように、場合によっては、今日の議論を整理して、次回の議論につながる、

また、このたたき台のうち、今日のメモの改定版のようなものを送らせていただけ

るように努力したい。 

大田大臣、お願いします。 

（大田大臣）遅れてきて申し訳ありません。冒頭に植田会長から昀終とりまとめのイメー

ジとして、分析的なものか、ビジョンか政策提言か、あるいは前川レポートのとき

の 1,800 時間みたいなメッセージかというお尋ねがあったということで、これもこ

の場で御議論いただきたいが、理想的に言えば、明解で力強いビジョンがほしい。

こうすれば、日本経済は再び輝きを取り戻せるんだと、こうすれば、日本はよくな

るという明解なビジョンがほしいと思っている。 

ただ、それが説得力のあるビジョンでなければいけない。これはサミットのと

きに海外に向けても発するメッセージになるので、そこに至るシナリオを伴ったメ

ッセージ、ビジョンがほしいと思う。 

余り細かい政策をおっしゃっていただく必要はないんだと思う。諮問会議で議

論して、骨太の方針にとりまとめるような政策である必要はないけれども、政策に

至るメッセージというか、やはり現実の問題と切り結んでいるという、そのシナリ

オと、現実問題を踏まえて、それと切り結んでビジョンの方に行くんだというメッ

セージ、それをなるべくわかりやすいメッセージでいただければ、ありがたい。 

分析については、いろいろおっしゃっていただければ、可能な限り事務局で分

析をしたいと思うので、御指示をいただければと思う。よろしくお願いします。 

（植田会長）どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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