
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８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６月２日(月） 14:00～16:00 

2．場 	 所：中央合同庁舎 4 号館 共用第３特別会議室 

3．出席委員等： 

会長 	 植  田  和  男 東京大学大学院教授 


牛  尾  治  朗 ウシオ電機株式会社代表取締役会長 


大  竹  文  雄 大阪大学教授・社会経済研究所長 


川  勝  平  太 静岡文化芸術大学学長 


香 西 泰 エコノミスト 


会長代理	 小 島 明 社団法人日本経済研究センター特別顧問 


小  島  順  彦 三菱商事株式会社代表取締役社長 


冨  山  和  彦 株式会社経営共創基盤代表取締役 


福  井  俊  彦 前日本銀行総裁 


柳  川  範  之 東京大学大学院准教授 


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） 

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 

岩  田  一  政 内閣府経済社会総合研究所長 

（議事次第） 

１ 開 会 

２ 議 事 

○ とりまとめに向けて 


３ 閉 会 


（配布資料） 

○ とりまとめのポイント 
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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８回会合を開催する。今日は、氏家、

西水両委員が御欠席である。大田大臣は遅れて御出席の予定だ。 

岩田一政内閣府経済社会総合研究所長が就任されたので、出席いただいている。

よろしくお願いします。 

今日から、取りまとめに向けた議論に入る。お手元に今日の資料の「とりまとめ

のポイント」という１枚紙がある。今日は、「Ｉ．日本経済が目指す姿」で総論に

ついて、「Ⅱ．新しい経済システムの道筋」で各論について御議論あるいは御提案

をお願いしたい。各論部分の提言については、もちろんこれまでの皆さんの御議論

を踏まえてということだが、将来に夢を描けるような具体的で大胆なものにしたい

という大田大臣の意向もある。御自由に、これは必要だ、これは要らないという議

論をいただきたい。また、できるものについては多少の数値目標的なものも示した

い。 

それでは、事務局より今日の資料について御説明する。 

（西川官房審議官）補足させていただく。「とりまとめのポイント」は、これまでの議論

の下に会長の指示でつくらせていただいた。「Ⅰ．日本経済が目指す姿」はやや総

論的なところで、「２．10 年後に目指すべき日本経済の姿」、それから「３．目指

すべき姿への「ビッグ・プッシュ」」が大きな戦略ということかと思う。濃淡や力

点についてはまだ議論が必要かもしれないが、このⅠの部分については前回を含め

大分御議論していただいたと理解している。今後の会合では、後半のⅡの「新しい

経済システムへの道筋」の大きな方向について議論を増やしていただければと思う。

（植田会長）それでは、ディスカッションに入りたい。昀初に総論のところで、ある程度

は議論いただいたわけだが、まだいろいろ御意見はおありだと思うので、こちらに

ついて御自由にまず御発言をいただいて、半分より少し多目の時間を後半の各論に

割けたらと思う。 

（冨山委員）まず今の総論の現状認識のところで、「１．世界経済の変化に十分に対応で

きていない日本経済」と、ある種の外部的不調和の議論がここで指摘されているが、

大体物事がうまくいかないときというのは外部的不調和と内部的不調和が重複的

に起きている。会社の経営もそうなのだが、この会議では結構内部的不調和の議論

も私や大竹委員を中心にあったわけで、そこはやはり逃げずに書くべきだと思う。

少子高齢化社会における世代間、地域間賦課型の所得再配分メカニズムはもうだ

めなのだから、こんなものはやめてしまおうと、ちょっと言い方は過激だけれども、

これはやはり言うべきで、これだけ格差問題が既得権者の権益防衛のために原因と

結果をねじ曲げた形で私は喧伝されていると思っているし、ほぼここの議論もそこ

にそんなに大きな異論はなかったと思うので、そこはやはり明確に警鐘を打ち鳴ら

すべきではなかろうかと思っている。私は現状は厳しく見つめて未来を明るく議論

するのがこの形の筋だと思うので、１の外部的不調和の議論に加えて内部的不調和

の議論をすべきなのではなかろうか。 

「永遠の高度成長と人口増加を前提とする賦課型」、これは大竹委員の言葉だが、

ねずみ講型の世代間の所得再配分システムは、少子高齢化が加速する中においても、

社会保障制度としては年金、医療という形で政治的に多数派である中高年層に有利

な既得権構造として固定化されている。雇用制度面でもまだまだ年功・終身制や企
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業年金といった制度の中に、世代間の所得再配分システムが官民を問わず温存され

ている部分があり、その結果、正規雇用者の既得権を守るために若年新卒採用が人

件費の調整弁に使われ、不況のたびに彼らを「終身」非正規雇用の「ロスト・ジェ

ネレーション≒ワーキングプア世代」に追い込んでしまう。 

また「均衡ある国土の発展」型の中央集権的、一律的でハード重視の地域間再配

分も、「乗数効果」が低下する中、結果的にその多くが膨大なメンテコストと借金

を未来世代に残す結果となっている。さらに様々な規制や所得再配分メカニズムの

上に官民をまたがって形成された既得権構造の内と外では、必ずしも当事者の努力

や能力を反映しないアンフェアな「格差」が固定化されている。非効率で競争力の

ない既得権益セクターは、低生産性を温存したままそのツケをその外側にいる非正

規雇用者や中小企業に押し付けることになる。 

「日本的な格差」の発生には、グローバルな市場化現象が引き起こした競争力格

差に起因する「格差」と、このような日本独特の既得権益構造が少子高齢化の中で

生み出す「格差」というむしろ反市場的な要因によるものとが複合的に作用してい

る。そしてはっきりしていることは、後者こそ不公正で理不尽で固定的な格差であ

り、このような格差の上と下を隔てている壁を破壊することに構造改革の本旨があ

る。 

国民の「不安」も、既存の制度で既得権を有する人々や世代がそれをそぎ取られ

ていくことへの「不安」と、従来型の所得再配分によって多数派の中高年既得権益

層から保険料あるいは高率の消費税として「賦課」され続けた挙句に自分たちが高

齢化する頃にはぺんぺん草もはえていない国になっているのではないかという、少

数派の若年層世代の「不安」とが交錯する。 

ちなみに、昨日テレビを見ていたら、昀近の若い人の貯蓄率はすごく高いのだそ

うだ。皆、お金を使わないで、車も買わないでお金をためているそうだ。その一方

で国民年金を払っていないから、彼らは極めて全うな対応をしていると思うが、そ

ういう話だと思う。 

しかしこの「二つの格差」「二つの不安」問題に対して、未だ日本の経済社会シ

ステムは規制と所得再配分制度による既得権益構造の多くを温存し、昀近は「格差」

解消の名の下にそれを再強化する声さえ喧伝される。これらは経済活性化、経済成

長を大きく阻害して我が国全体の貧困化をもたらすだけでなく、アンフェアで固定

化された「格差」構造をむしろ拡大・強化し、この国の未来、次世代の日本人を破

壊する暴挙である。「二つの格差」「二つの不安」に対して 21 世紀的脈絡において

持続的な解を提示するためにも、もはや有効性を失った経済社会システム及びその

周辺に形成された非効率で不公正な既得権構造を解体し、未来指向の「自由」で「公

正」で「オープン」な仕組みに再構成すること、即ち構造改革はまだまだ必要なの

である。 

少子化は今の中高年世代が若かった時代に既に始まっていた現象である。グロー

バル競争が激化し、資源や食糧が不足していく時代において、高齢者多数化社会の

負担に数の少ない若い世代が耐えられるような、そして若い世代を勇気付け、鍛え、

投資し、活性化するような経済社会システムをいかに構築するか。社会全体、取り

分け政治的な多数派でありかつ少子化原因世代でもある中高年世代に突きつけら

れた重い課題である。 

ちょっとこれは余計だが、「今時の若者」に品格を語る暇があるのなら、中高年
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層はわが身の「品格」をこそ厳しく自問すべき時期が来ている。以上が、私の内部

的不調和に関する考えだ。私は、こういうことは勇気を持ってはっきり言った方が

いいのではないかと思っている。 

（大竹委員）私も今の冨山委員の御意見に賛成だ。だれでも少子化問題というのは解決し

ようというところにいつも賛成するけれども、いざ、では少子化対策か、年金かと

いうと、年金の方を高齢者は選択するということが続いていくので、これはこうい

う長期的なことを決める委員会でやはりコミットする仕組みを決めてしまうとい

うことが大事だと思う。そのために、冨山委員の御提案されたような趣旨の文章を

入れるというのは賛成だ。 

（牛尾委員）冨山委員の発言は確かに適切なものだと思うが、過去こういう会議でこうい

う表現が残った試しがない。もうそろそろやはりそれをある程度書かなければいけ

ない時期にきているのではないかということは私も痛感する。 

特に今、高齢者を中心とした既得権、そして発言するチャンスを失っている若い

人は何も物が言えない。我々は世代間の不公平をもっと改善しようじゃないかとい

うまろやかな言い方を続けても、それが意味のないものになってしまうと思うので、

これを中心に、国内の力だけでこういう表現のものを実行する勇気は現在の政治に

はないと思うので、政治もこういうことを考えてほしいと思う。しかし、こういう

ことをすればもっとこういうことになるんだよということを考えなければいけな

いと思う。 

その一つは、私は開国だと思う。この機会に本当に開国しようというようなこと

で、「とりまとめのポイント」に「世界経済の変化に十分に対応できていない日本

経済」と書いてあるが、対応するためには開国することだと思う。開国のプラス面

とマイナス面をはっきり書けば、大分それで改善されるわけだから、開国しようじ

ゃないか。開国からくる不安感、こういうものがあってこういうプラス面があると

いうことをきちんと書いて、既に物、通貨、情報は完全に開国されているわけだか

ら、残っているのは人だけだと思う。 

物でもほとんど開国されていると思うけれども、目に見えない壁というのは実は

開国の問題ではなくて、日本の縦割りの壁とか既得権益の壁というのは開国と関係

なく、開国後でも存在しているものがあるかもしれない。それはどういう表現によ

って打ち破ることができるのかということを真剣に考える必要があるだろうと思

う。 

ちょうど今の大河ドラマの幕末と今よく似ていて、やはり本当に開国しなきゃな

らないというときに後ろ向きなものばかりが前に出て、実際にこういう議論になら

ないのだが、明らかに冨山委員の表現に沿った方向で、かつ若い人にもわかりやす

い表現、主婦にもわかりやすい表現を更に足して、こういう新しい考え方で進もう

よということを投げ掛けることは非常に大事だという意味で賛成だ。 

（小島（順）委員）今の牛尾委員のお話に近いけれども、「世界経済の変化に十分に対応

できていない日本経済」といったときにどうするか。実は日本そのものの国際社会

での存在感が今ものすごく低下しているから、やはり日本というものを外側にアピ

ールする、訴えるために、国際社会で十分活躍できる若い世代をどうしたら教育で

きるかというところではないかと私は思う。 

福田首相がここへきて、クリントンさんともイ・ミョンバクさんとも、やはり経

済交流ということと同時に、若い世代が交流できるようにしたいと言っておられる
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のは、私はすごくいいことだと思っている。私はダボスをはじめ、いろいろなとこ

ろに行ったけれども、やはり日本人でしっかりと海外の人に訴えかけたり、主張で

きる人がそんなにはいない。それゆえ、どうしても外から見ると日本という国は何

を考えているのかわからないと思っている外国の人が非常に多いので、やはりこれ

から教育と人材育成がものすごく大事になってくるのではないか。 

私は仕事柄海外へ行く機会が多く、韓国、中国、ベトナム、インドもそうだが、

ものすごく優秀な若い世代がとても多いので、そういう連中をどんどんこちらに連

れてこようと思っているのだけれども、同じ世代のレベルがものすごく日本は下が

っているのではないかと思う。そうすると、10 年後の日本という議論をするとき

に、今のままだと 10 年後は非常に存在感のない日本になってしまうのではないか

ということを私はすごく心配していて、どちらかというと皆が来やすい日本にする

のも当然のことながら、日本というのはどういう国で、どういうところに強みがあ

るかという点を考えなければならないと思う。 

先週、ずっとＴＩＣＡＤ４に出席していたが、やはりアフリカから見ると日本は

ものすごく頼られている国だ。そういうような国としっかりとつき合う。資源、エ

ネルギー、そして環境という話が洞爺湖サミットでは出てくるはずだが、そのとき

に、こういうことをしっかりと外側へ訴えられるために、今回のこの提言というの

はどういうものでなければいけないかといえば、国際社会でもしっかり物が発言で

きる、発信できる、そういう国にいよいよ日本はなってきたんだなということが外

からも見え、中にいる国民の意識改革にもつながるものだと思うので、この辺はし

っかりと考えておいた方がいいのではないかと思う。 

（福井委員）私も、今の３人の委員の意見には基本的に賛成だ。総論の文章は、Ⅰの１の

表題のところで「世界経済の変化に十分対応できていない日本経済」、やはり私は

プロアクティブに書くべきだと思っているが、これはまだ引き続きリアクティブと

いうか、「対応」という言葉がある。やはり「十分に先取りできていない日本経済」

とか、あるいはプロアクティブにまでは書きたくないのであれば「十分即して動い

ていない日本経済」とか、「対応」というのは余りにもリアクティブだなという感

じがしている。 

それから、２の「10 年後に目指すべき日本経済の姿」についてだが、「安心の基

盤の確保」は、あくまで、グローバルなダイナミズムを取り込んでわが国が成長す

ることが前提となるので、報告書の記述ではその点を意識すべきではないかと思う。

（八代議員）今までおっしゃっていることは全くそのとおりなのだが、それを一言で言っ

たらどうなるかということがやはり大事で、そこは「市場」という言葉を外しては

いけないのではないか。これまで反市場的な動きが非常に強いので、一応遠慮をし

て書いていないが、そこはグローバリズムや、障壁がない公正さ、およびプロアク

ティブというのもやはり市場の動きを先取りしてやっていくことと同じ。 

ただ、それは無秩序な市場ではなくて、やはりきちんと政府が監督責任、いつも

言っているサッカーのレフリーのような役割を果たすというようなことが大きな

前提。一言で言うと「健全な市場主義」のようなニュアンスを明確にすることが大

事ではないか。 

それから、同時に参入規制というものに徹底的にターゲットを具体的に絞っては

どうか。これは外資だけについてではなく、日本では会社がやってはいけない分野

が、農業、医療、福祉分野等、余りにも多いからだ。多様な消費者のニーズに応え
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るためにはやはり多様な経営主体が必要である。これも市場主義の一つの表れだと

思うが、もう一言具体的なイメージで今まで皆さんが言われたことをまとめる必要

があると思う。 

（柳川委員）もう皆さん随分御発言をいただいて、私も基本的には同じような考えを持っ

ていて、１つはやはり世界全体に対して開かれた国であること。障壁が少なくて、

ある意味で世界全体を舞台にして日本国民が活躍できるという点が非常に重要な

のだろうと思う。 

特に若者が希望を持てるという点がやはり非常に重要だと思うので、冨山委員

が昀初に御指摘になったような点、大竹委員も言われていたけれども、多分語って

いるせりふの主人公が若者になっているような書き方の方がいいのだろうと思う。

それに関連して、多少書き方の部分だけれども、先ほど福井委員も言われていた

が、こういう紙を出すのであれば少し明るい将来像がきちんと見えるような書き方

がいいと思う。だから、ここでいろいろ議論が出ている、例えば先ほど八代議員が

言われていた市場メカニズムだとか、グローバル化というのも、ある意味で我々が

やるべき変化のプロセスがあって、こういうことをやってこういう方向で世界に開

いて市場を使って、そういうことで何かやらなければいけないということだけれど

も、変化のためのプロセスと、変化の行き着いた先に一体どういう未来像を描くの

かという、プロセスの話と行き着く未来像みたいなことは少し分けて書いた方がい

いと思う。やはり未来像をきちんと見せた上で、そのために何をするのかというこ

とを明確にすると、そのプロセスの方の必要性がはっきり出てくるだろうという気

がする。 

（川勝委員）日本は今まで外に市場を求めて出て行くという姿にしていたわけだけれども、

内なる国際化というものが遅れているという委員方の御認識は共通していると思

うが、それを迎え入れる国際化と、いよいよ我が国はアジア諸国、あるいは昀近で

はアフリカ、先進国は言うまでもないけれども、一目置かれるようになって迎え入

れざるを得ない状況だ。 

これに対して、冨山委員の方から世代間の格差と地域間格差があるというお話が

あった。それぞれ若者も、それから高齢者も不安を持っているということで、表現

がやや恨みがましいかなと。だから、これは両方に希望を持たせるような表現がな

いかなということだ。つまり、格差がある、不安を持っているということを書くの

か。それの対概念としての積極的な概念を出すか。 

例えば、地域間格差というのは東京と地方ということだから、地域の自立と、こ

れは道州制ということにもなると思うけれども、もう既に 1998 年の戦後昀後の全

国総合開発計画において「国土の均衡ある発展」という表現をやめて「地域の多様

なる発展を」ということを言って、今は国土形成計画でそういうブロックごとの計

画を国と地方とが共同をしてつくるということになっているのだが、こういうベク

トル変化というのが必ずしも十分にまだメッセージとして国民の中に入っている

とは思わないわけだ。だから、それをむしろ先取りして、この国の地域格差をなく

すための地域の自立への思い切った権限財源、地方からの人材の委譲、そういう形

で書くのがいい。 

それから、少子化の問題だが、少子高齢化は一体の問題ではあるけれども、若者

が子どもを産まないというのは若者に対してどういうメッセージを与えるかとい

うことだ。1972 年にこの国の政府が２人くらいにしてくれというメッセージを出
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した。今はちょっと上向いたとはいえ出生率は 1.3 くらいなので、安心して２、３

人産めるように、２、３人産んで、かつ経済的にも自立できるような、そういう社

会をつくろうというふうな言い方だ。 

それから、高齢者に対しても 65 歳ないし 60 歳というようなところで、定年など

で年金というものと結び付かされるだけではなくて、むしろ 75 歳未満だとまだ元

気だ。つまり、75 歳を過ぎていろいろな意味で障害が出てくるということは、75

歳未満だと元気だということなので、そこまではいろいろな形で社会貢献ができる

ような、セーフティネットと対になった形ではあるけれども、高齢者の活躍の場を

提供するような書き方の方が合うのではないか。問題提起としては冨山委員の言わ

れるとおりだと思った。 

（冨山委員）私も川勝委員と基本的には同じ考えで、どちらかというと先ほどの私の発言

は、今のⅠの１の書き方で、頭のところでよくある話で、現状はこういう問題です

がこうしようという構成であれば昀初にこういう認識を持っていこう、というつも

りなので、これで終わってしまうと確かに暗い話になってしまうので、当然どうあ

るべきかということを総論で述べておくべきというのは私も全く賛成だ。 

その観点で、ひょっとしてこれは各論のところで言うことかと思っていたのだが、

今、川勝委員から指摘があったある種の人口政策の問題について、昔は２人だと言

ってしまったわけだけれども、その議論はやはりどこかで言うべきではなかろうか

という気が実はしている。消費者重視の供給構造というのはそんなに重要かなと実

は正直思っていたものだから、こんなものを入れるんだったら別のことを入れた方

がいいんじゃないかと、ちょっとネガティブになって申し訳ないが、要は長期的な

経済政策提言においては広義の人口政策の問題を国民競争力と関連させて議論す

るということはやはり避けられないのではなかろうか。 

要は、出生率の問題、移民の問題、居住分布の問題で、まさに今、川勝委員はそ

の問題を指摘されたわけだけれども、それと一人当たりの生産性、ＧＤＰ、国民所

得、これは実は全部これとリンクしてサステイナブルな経済社会かどうかが決まっ

てしまうわけだ。 

現状、やはりこれにものすごく皆、不安というか、疑いというか、多分若い世代

はそれを持っているわけだ。持っているので、経済社会としてサステイナブルでは

ないんじゃないかと思うから余り子どもをつくるのをやめておこうということに

なっているのかなと私は個人的には思っているので、それをどうするのかというと

ころはやはり何らかの議論をすべきだし、皆さん専門家ばかりなので釈迦に説法だ

が、やはり一国の経済、取り分け人的資源に依存している我が国の経済の基盤とい

うのはこの国に永続的に住んで生産活動、就職活動を行う国民の数と能力でほとん

どが決まるわけだ。 

だから、要するに持続可能な年代別人口構造、あるいはそうなっていくメカニズ

ム、それから国民の恐らく今後の競争力のポイントは知識競争力なので、それを強

化していく。このパッケージというものがやはりないと、今、言われた問題という

のは結局答えがないようなことになってしまうのかなという気がするので、これを

昀初の総論のところの「10 年後に目指すべき日本経済の姿」の中に盛り込んでい

くのか、あるいは、各論で一つの塊として、きっと何人子どもを産むかは個人の問

題なので国が関与すべきじゃないと言われた方がいるが、諸外国で経済政策の中か

ら人口問題を除いて議論するという経済政策を議論している例は余り逆に私はな
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いと思っているので、そこは踏み込むべきではなかろうかという気がする。今、触

発されて先走ったことを言っているけれども、そんな気がしている。 

（伊藤議員）皆さんの意見に対する感想だけれども、開かれた国あるいは世界経済の変化

に対応する国ということについては長く議論されてきて、恐らく問題の所在という

のはわかっていると思う。だから、今更こうならなくちゃいけないというお題目を

繰り返すよりは、やはり一番それを阻害しているところに切り込むということしか

ないと思う。 

ＷＴＯで議論されているところで、もちろんヨーロッパとアメリカと、それから

発展途上国、新興市場国、特にブラジル、インド、中国という辺りが三すくみにな

って進まないわけだけれども、日本はその三すくみの中すら入っていないわけだ。

だから、その三すくみの中に入るためには少なくとも上限関税を受け入れるなり、

品目数を絞ることを受け入れるなり、やらなければいけないことはわかり切ってい

るわけで、そこに切り込まないで、ただ世界に開かれた国と言っても全く説得力は

ないと思う。 

労働に関しても随分議論を重ねてきたわけで、大体問題の所在はわかっている。

要するに、高度人材と言っているけれども、実は単純労働の方に需要があって、そ

こは研修制度とか留学生とかというところで影に隠れて単純労働を輸入している

部分もある。それを正面から認めるかどうかということと、あとは高度人材という

のをどこまで中程度の人材まで認めるのか。必ず反対が出てくるのは外国人労働を

入れると犯罪率が上がるというような話で、そこは犯罪に結び付かないような形の

移民というか、外国人労働の入れ方というのはあるわけで、それは正面から議論し

なければ、ただ高度人材を入れようと言ってもしようがないかなと思う。 

それから、やはり重要なのは先ほど八代議員が市場ということを言ったけれども、

市場という場合にいろいろ意味があるが、やはり需要と供給のアンバランスがあれ

ば当然価格が上がったり下がったりするということを認めるしかないわけだ。それ

で、供給が余っているのに無理やり価格を高くしようとすれば生産調整をしなけれ

ばいけないとか、生産設備の廃棄とか、そういう間違った解決策に向かっていって

しまう。やはり競争を通じて一番コストが安くできる人が生産するということを徹

底するしかない。それが競争力を付けるということだ。 

それからもう一つ、マーケットの重要な点というのはやはりインセンティブを認

める。インセンティブがあるから供給が増えてくる。それから、イノベーションを

する。その場合に、昔であれば日本の企業がどんどん大きくなっていった時代には、

企業の中でマーケットがあった。企業そのものがマーケットとして完結していたわ

けだ。報酬の与え方というのは企業の中で退職金であるとか、勤続であるとか、ボ

ーナスであるとか、昇進であるとか、子会社の社長に出すとか、いろいろな形で報

酬の与え方があった。それが、今は企業の中ではそういったマーケットが成り立た

ないようになっているということが根本的な今の違いだ。 

だから、外部市場にならなくてはいけない。外部市場で、これまでは目に見えな

い形で時間をかけて行っていた報酬の与え方が、もっと早く努力と報酬が常に結び

付くようにならないといけなくなってきた。そこがわかっていない日本企業が、ど

んどん利ざやが取れなくなって外資系に全部取られてしまっているということに

つながっている。やはりインセンティブをきちんと付与するんだ、そして、それが

いけないことではないんだ、ということをきちんと明示する必要があると思う。 
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それから、少子化の阻止という３番目の点だけれども、少子化を止めるのは非常

に重要だというのは確かにそのとおりで、これは時間がない。あと５年くらいが勝

負だというようなことはわかっていることだ。 

どうしなければいけないかというのもわかっていることで、産婦人科や小児科な

どをきちんと充実する。今は全く逆の方にいっているわけだ。それから、保育園を

充実する。これも幼保一元化とかいろいろやっているけれども、議論ばかりでなか

なかきちんとした実行に結び付いていない。あとは女性のキャリアとの両立だ。こ

れは企業の方に関係してくるということで、そこはやはりきちんとした法律をつく

らなければいけない。答えが大体わかっているわけだ。 

ただ、子供を２人つくりましょうと政府がいったところで２人つくるわけがない。

だから、経済インセンティブがきちんとつかなければ子どもは産んでくれないわけ

で、そういった具体策をきちんと書き込まなければ、答えはわかっていることがほ

とんどだと思う。随分議論していることばかりだから、具体的な形で書かないとほ

とんど説得力はないのではないかと思う。それで、時間がないから、10 年後とい

わず５年後にはこれだけやって、10 年後はこれくらいをというくらいのものを書

いておかないと止まらないと思う。 

（植田会長）伊藤議員が言われたように、冨山委員の指摘から始まったわけだが、それが

また各論でも具体策で反映されているということでないと終始一貫しないので、そ

ういうことも含めて総論部分、後ほど各論部分の御議論を続けていただければと思

う。 

それから、移民の話は高度人材だけでなくて単純労働についても思い切って開

いたらどうかという意見はこの会議でもあったかと思う。ただ、単純労働まで含め

て思い切って開放するのかどうか、御意見があれば後ほどおっしゃっていただけれ

ばと思う。 

（伊藤議員）１点言い忘れたが、冨山委員の意見は 99％賛成だけれども、１％違うとこ

ろは、私はそういう題名の本を書いたこともあるが、消費者重視という言葉は残し

てもいいかなと思っている。 

その意味は、例えばＦＴＡの話をするときも必ず生産者の話しか出てこない。農

業が損をする、製造業が得をする。しかし、やはり消費者余剰まで本当は計算に入

れないといけない。これまで余りにも消費者の利益というものが軽んじられていた

ということがあるので、そういう意味では消費者という視点を入れるということは

いいのではないかと思う。 

（冨山委員）趣旨としてはそれがいけないと言っているわけではなくて、余計な心配かも

しれないけれども、昀近の風潮としては、要するに消費者族利権をつくりたいのか

なと、うがった思いを持ってしまったりするものだから、新しい役所をつくるだの、

規制をいっぱいつくるだの、また人を増やすなどという話があるので、そういう人

たちに利用されるのはちょっと嫌だなと余計なことまで勘ぐってしまったものだ

から。今、伊藤議員が言われたような趣旨のことだったら私も書くべきだと思うし、

多分似たような趣旨のことを私は発言したつもりだ。 

そういう意味では全く議論することは正しいことだし、もともと消費者余剰の

問題、要はレントが発生するところの非効率性が一番消費者のところには情報の非

対称性があって起きやすいということは私も十分わかっているので、そういった意

味でむしろエフィシェントでフェアなマーケットをつくっていくという観点では
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すごく重要な論点であるということは全く異論はない。 

（小島（明）会長代理）冒頭に福井委員が言われたプロアクティブの件だけれども、やは

りその点がこれから読んでもらう、聞いてもらうためには重要だと思う。だから、

グローバル化の流れ、世界の経済にいかに遅れたかではなくて、いかにこのダイナ

ミズムの活用の余地があるというアプローチで、世界の中のよい資源を活用する。

エネルギーがないから活用の仕方が一番有効になったわけだが、人材も市場も資本

もいかに活用するか。そういうグローバル経済の中からエネルギー、活力、可能性

を生かす余地があるというような視点で、結果的にも実態としてはいかに遅れてい

るかということなのだけれども、メッセージとしては活用の余地ということが重要

ではないかと思う。 

それから、国内においてもサービス産業は生産性が低くて遅れているということ

をしきりに言っておられるが、それはやりようによっては生産性を上げる。生産性

が高い国はあるわけだから、上げる余地があるわけだし、そこで過剰雇用が是正さ

れればそこから新しく人的供給が出る、国全体としては生まれるという同じ効果が

出てくるわけだろうし、全体としてそういうメッセージのスタンスを徹底的にプロ

アクティブに変えた方がいいんじゃないかという感じがする。 

それから、昀後に市場の話があったが、これも言い方はなかなか難しい。原子力

問題と同じように原理主義がいて初めからいかなるあれがあっても反対だ。周りで

ボヤが出たら、原子力の本体とは関係なくてもリスクとしてチェルノブイリ的な事

故が起きたと言って原理主義は運動の材料にするわけだ。 

日本社会にも、市場を十分生かしていないのに反市場原理主義が生まれている。

そうすると、その人たちは初めから、こちらではポジティブな意味で市場を活用す

るという議論をしているのだけれども、要するにアメリカの悪い例、例えばすべて

市場と言うとライブドアであったり、あるいはサブプライムであったり、そちらの

方をいっていて、ほら見ろ、だから原理主義、反市場主義がいいんだと、市場原理

主義対反市場原理主義の議論に我々が位置付けられると全く情緒的な議論になっ

てしまう。 

そこで、どういう形で市場ということを説明するのか。市場の持っている本質的

なところを市場と言わずに議論できるのかもしれないし、インセンティブなり何な

り、その辺はプレゼンテーションの仕方が現実に反市場原理主義、反グローバリズ

ム原理主義がだんだん増えて、その人たちは初めから格差の問題もすべて解決が遅

れたためではなくて、少しでも改革をやっていくこと、あるいはグローバル化を少

しでも進めたことが今の問題になったとすり替えて議論をしているから、そこはす

り替えの議論にちゃんと反論できるような格好の表現なり、ロジックの持っていき

方、議論の展開の仕方、具体的な提案の仕方を考えなくてはいけないのではないか

と思う。 

（福井委員）１つだけ追加させていただくと、これは各論にもつながってくるけれども、

総論を見ていても内容的に欠けていると思うのはやはりエネルギー、環境問題への

積極的な取組み、これは企業行動、消費者行動の高度化に向けて強いインセンティ

ブになるということだし、それからグローバルネットワークの中でリーダーシップ

を発揮していくための強いインセンティブになる。そういう立体構造を持っている

非常に重要なファクターだと思う。 

（岩田所長）アメリカの活力というか、生産性が 90 年代半ばに非常に伸びたのだが、１
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つは明らかにインフォメーションテクノロジーだと思うけれども、もう一つはアウ

トソーシングだったのではないかと思う。アウトソーシングは、製造業もそれこそ

半導体で委託、生産を台湾の企業にやってもらうというような、国内で別に投資し

なくても海外の企業に投資してもらって、その部品をうまく使う。 

それから、サービスの生産性についてもインドで見たことがあるが、ＢＰＯ、ビ

ジネス・プロセス・アウトソーシングというので、インドは部品の方は余り強くな

いけれども、ソフトウェアの方は相対的にアドバンテージがあるということで、例

えばアメリカの企業が翌日プレゼンテーションをする資料が欲しい、あるいは税務

の資料を翌日にはきれいに整理したものが欲しいと言って、夜に注文しておくと朝

には全部きれいな形で届く。場合によっては人事管理とか、そういうものまで含め

てアウトソースしてしまう。 

だから、サービス部門はアメリカは圧倒的に日本よりも高いのだけれども、秘密

は２つあって、１つは情報技術の使い方であり、もう一つはサービス業もアウトソ

ースする。アメリカはあらゆることをやっていると思うが、移民の方で言うと単純

労働ももちろん入れているわけだ。 

単純労働のところで切るとかというのはどこまで意味があるのか。例えば、日本

では医療の看護あるいは介護の人たちが多分不足していると私は思うけれども、そ

ういうのをどのくらい単純、非単純ということで分けたらいいのか。つまり、アウ

トソーシングというのは逆に言うとその人が動かなくてもいいわけだ。インドでい

ろいろサービスをつくってくれて、それが伝えられるものであればいい。 

だけど、逆に対人サービスというか、人がそこにいないとできないサービスとい

うのがあって、そこはしようがない。人の方が動いてくれるか、あるいはお客さん

がそちらに行くか、どちらかでないとできない。だから、どうしても必要な対人サ

ービスであれば、それは単純だからいけないとか、スキルがないからと余り区別す

るのはどうかなというような感じを持っている。 

いずれにしても、アジアは今、成長のエンジンになっていると思うのだけれども、

経済学の方で言うと経済地理学というのがあって、集積と規模の経済とで、日本の

周りは皆、高成長しているわけだ。中国は 10％くらい、インドも９％、それから

アジアのベトナムとか、そういうところも非常に元気があって、アジアの成長率を

見れば平均しても６％くらいの成長を周りの国はしているのに、どうして日本だけ

２％か、あるいは１と２の間をうろうろしていなくてはいけないのか。 

ややパズルでさえあるというか、アジアとともに成長する、あるいは世界ととも

に成長するという仕組みをどうつくるかということだと思うが、エコノミック・ジ

オグラフィの観点からすれば、私はアジアの出発点は日本にあったと思う。それが

ある意味では地理学的に言えばどんどん南の方に拡張して、上海とかシンガポール

とか、今はバンガロールの方まで伸びている。もともとの出発したところが少し元

気がなくなっている。それは、やはり使い方がまだうまくない。活力をもらってい

ないと言うと変だけれども、そういう仕組みがうまくつくれていないのかなと思う。

（植田会長）それでは、各論の方に進みたい。どの程度の具体性がよろしいのか。少し抽

象的、あるいは、もっと具体的な方がよろしいのか。それから、テーマ等で必要な

もの、不要なものなど、御自由に御議論いただけたらと思う。 

（柳川委員）先ほどからの議論とつながる部分もあるのだけれども、まず各論に関しては、

幾つかの重要な項目に関しては御意見があったと思うけれども、ハイライトをして
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濃淡を付けるという点が重要かと思う。それで、具体論に関しては共通したポイン

トに関しては各論までかなり具体的なものまできちんと踏み込むということで、そ

れが３つか４つくらいにできないと、なかなか分散してしまうかなという気がする。

その意味からすると、幾つか先ほどの流れで申し上げたいことがある。市場メカ

ニズムという話が出たけれども、先ほど小島会長代理からお話があったように、き

ちんとした質の高い市場メカニズムでないとやはりうまくいかないというのは経

済学界では当然の話で、質の高い市場メカニズムを社会インフラとしてきちんと整

備していくというのが全体の市場メカニズムの活用という点からすると必要条件

として出てくる。そこは消費者重視のところに入れるかどうかというのはちょっと

迷うところで、先ほどのディスカッションを伺っているともう少し社会インフラ的

にきちんと出した方がいいのかもしれない。 

内容は情報の非対称性をなくすとか、フェアな取引ができるようにするとか、変

な障害はどかすとか、幾つか皆さんから出ているところだけれども、そういうこと

をきちんとできるような質の高い市場メカニズムにすれば、社会全体としてうまく

回っていくんだというメッセージがかなり出ればいいかと思う。 

それから、先ほど伊藤議員からお話があった農業の話だが、農業だけではなくて

農林水産を含めて、この辺のところはかなり強調すべきポイントかと思う。 

１点目は当然自由化という点だけれども、できれば単なる自由化だけではなくて

もうちょっと積極的にこの産業を世界全体にある種のアピールをできるようにし

ていくという方向でできればベターかなと思う。 

そういう観点で先ほどプロアクティブに総論をすべきだというお話があった。私

は全く賛成なのだけれども、日本がどうやって世界全体に追いつくべきかというこ

とはいろいろ議論できるが、では完全に開いたとき、プロアクティブになったとき

に、この国は世界に比べてどこが優位性を持てるのか。どこに世界に誇れる部分が

あるのかというと、実はそのアピールポイントがなかなか見つけにくいという点が

ある。 

そう思っていたら、もし農業がかなりうまくいけば、あるいは水資源とかという

ような議論が出てきた。そこかなというふうに思うけれども、なかなか現状ではそ

うはいかない。現状を踏まえると、やはり製造業を中心とした生産性あるいは国際

競争力、この点はもう少し抽象的に言えば冨山委員が以前から言われているような

チームワーク力、ここで人的資産を蓄積するという部分だろうと思う。 

これを、労働移動と海外の人材活用と結び付けてかなり積極的に押し出すという

のが一つのポイントで、もう一つは、これも以前から出ているけれども、ある種の

安全・安心な、世界全体に比べれば犯罪率がかなり低くてきちんとワークしている

社会、ここの部分で、先ほど海外に対して人材をオープンにするという点があった

けれども、それに対して犯罪が増えてしまうのではないかという批判についての議

論がある。そうだとすると、やはりここの部分はむしろ積極的にそういう世界にな

っても、あるいはそういう世界だからこそ安全で安心のできる、ある意味で犯罪が

起きないような社会をつくっていくというメッセージを出すというのが一つのポ

イントかなと思う。 

（冨山委員）今の柳川委員の意見に私は全く賛成で、本来この国が持っている比較優位、

潜在優位というのがあるわけだから、それはやはり言った方がいいのではないかと

いう気がする。それは何点かあるわけなので、それは言った方がいいと思うのが１
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つ。 

それから、個別のいろいろな中身の表現だけれども、私は先ほどの農業もそうだ

が、どちらかと言うとあえてもめるようなことほど明確に言い切った方がいいと思

う。もめてしまうような、どこかの党の部会とかで大騒ぎになるようなことの方を

はっきり言った方がよくて、冒頭に申し上げたけれども、骨太などはやはりまとめ

なければいけない部分があるからどうしても丸くなるのだろうが、別にここはそう

いうことに拘束されないので、割ととがったことを言うべきであるというのが私の

意見である。だから、農業などというのは一番もめやすいのだろうから、それこそ

思い切りとがったことを言ってしまった方がいいと思うし、多分労働もそうだろう。

移民の問題もきっともめるだろうから、思い切りとがったことを言ったらいいし、

人材とか知識とかという議論であればそれこそ学問の世界とか大学の世界にはい

っぱいタブーがあるわけだ。要は、何をやっているんだろうという気が正直するわ

けであって、本来の能力とポジションと市場メカニズムが多分機能していないのか

なと、外部のよく事情を知らない者としては思う。 

だから、幾つかもめそうな話があるわけだ。そこは割とクリアなことを目玉とし

てばしっと言ってしまって、申し訳ないが、その後もめるのはどこかでもめていた

だくのだろうけれども、それはやはり議論を巻き起こした方がいいし、私は割と弁

証法を信じているので、そこで議論をして初めてあることに到達するのだろうと思

うので、この提言の中で全部に細かく具体的な議論をする必要はないと思うが、や

はり目玉となるシャープなところというか、例えばという話で別にこれを採用して

くれなくていいが、幾つか挙げると、英語を第二公用語、中国語を第三公用語化し

ちゃおうと言ってしまおうとか、中央・地方公務員及び独立行政法人の外郭団体に

おける課長以上の年功・終身制は全廃する。憲法 14 条の平等原則違反だというこ

とで、年齢による差別禁止、種別禁止に該当するのだから、こんなものは全部法制

化してだめにしてしまうとか、いろいろあるだろう。あとは、個人的には少なくと

もトップスクールの入学条件にＴＯＥＦＬで 600 点以上取るというようなことを

入れてもいいような気も極端なことを言えばしてしまうし、そんなような割とシャ

ープで絶対もめるような提言が幾つかあっていいような気がして、よく竹中さんが

昔言っていた改革のセンターピンだ。そういうものが４つ５つ入っていた方が、で

きれば 10 提言するのであれば提言ごとにもめそうなものが１つ入っているといい

と思っている。 

（植田会長）農業のところについては、効率化は何となく自給率向上を目指して進めるこ

とによって自由化がそれとともに受け入れやすくなるという方向だと思う。普通の

言い方はむしろ逆で、どちらかと言えば自由化を進めることによって効率化が進む

という因果関係だけれども、そこも御議論いただければと思う。 

（小島（順）委員）今の冨山委員の発言は大変いいと思う。やはりはっきり言わないとな

かなか伝わらない。先ほどから話が出ているプロアクティブという意味から言うと、

日本の製造業の強さというのは世界のどこからも評価されているし、さっきお話が

あったように環境･エネルギー、それからもちろん省エネも含めて、全て日本が持

っている大変な強みであるから、周辺の国もその辺の技術供与は是非お願いしたい

と言っているわけで、それと日本を開いていくということはしっかりとつながると

思う。 

それから、中国をいつも気になって見ているけれども、アジアの国はほとんど

13


第８回「構造変化と日本経済」専門調査会 



今ＦＴＡを結んでいるわけだから、日本もＦＴＡは当然結ぶとなると、農業をどう

するかという話に必ずなるわけだ。その場合、やはり農業も自由化して、実際には

日本の農業は生産性だとか新しい商品の開発能力というのはすごくあると思うの

で、フラットなところで競争ができるような格好の提言が一番いいのではないかと

思う。したがって、余り躊躇しない表現で書いた方が逆にわかりやすくなるのでは

ないかと思う。 

（香西委員）今日は皆さんの議論が非常にすばらしくて余り口出しする余地がないけれど

も、私は素人だが、農林業のところで自給率の向上と言うと何となく今までと同じ

ようにまた言っているなというくらいになる。食料というのが非常に大事になって

きていることは明らかだけれども、これからの農林業というのは食料をつくるだけ

ではなくてバイオをつくるとか、エネルギーをつくっているかもわからないわけだ。

それから輸出もどんどんしているとか、そういうことをただ食糧自給率一本で考え

ていいのかどうかという気もちょっとする。グローバル化の中で自給率というのは

どれだけの意味があるかということも、やや矛盾しているところがあるのではない

かという気もする。 

それからもう一つは、日本ではまだ本当の意味で大学院教育というものがなって

いないというか、できていない。それが非常に大きな日本の欠点になっているとい

うことは、やはり強く言ってもいいのではないかという気がする。 

速水佑次郎先生の書いたものをワープロでコピーしてもらっているので発表し

たのかどうかわからないが、速水先生と同じグループの権藤さんという方が、日本

の労働力というのは小学校、中学校、大学と平均で何年在学したかでやっていくと、

日本は昀初はもちろんアメリカを 100 として非常に低いけれども、初等教育と中等

教育までは８割くらいまで追いついている。ところが、大学だけは 30％から 40％

のところで、平均的に言えば日本では高等教育が本当に充実していない。速水先生

は、こういうことがやはり日本の成長がいつまでも続かなかった理由だとそこでは

書いておられるようだった。やはりそれはかなり大きな問題ではないかという気が

する。 

（福井委員）各論の性格だけれども、総論で述べたところに全部各論で柱を立てて、10

項目あるいはそれ以上を全部具体論として書かなければいけないかどうかは非常

に私は疑問に思っていて、総論は十分論ずる必要があるけれども、各論はやはりこ

の委員会のレポートとして強いメッセージが持てる部分に絞ってもいいのではな

いか。 

例えば、日本は強みがないと言うけれども、鍛えればやはり人材は日本の強みな

ので、人材をいかに鍛えるかというのが具体論の一つの柱だと思うし、それを鍛え

た上で今度は生産性にどう結び付けるかというのが２番目のくくりになると思う

し、今度はインセンティブとかイニシアティブをどう取るかという点では、３つ目

としてはやはり私は環境エネルギーの問題の組み立て方だと思うし、地域的面の広

がりということを持たせていくために農業、林業であるし、地域の構造改革という

ことだと思う。昀後は国際的な面の広がりということで、ＦＴＡの問題がある。 

そういうふうに全体として各論がばらばらでなくて、総論に書いてあるフィロソ

フィーを組み立てるとこういう立体的な構造になるよという感じの方がいいので

はないか。金融機能の改革などもあるが、ついこの間、政府が新しいイニシアティ

ブを発表されたばかりだし、ダブらないで新しい具体的項目を入れるのは難しいの
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ではないか。無理をすると、「金融監督業務の一元化」などと変なことになってし

まう。アメリカはむしろ余りにも多いからもう少し絞ろうということはあるが、イ

ギリスは逆に絞り過ぎて失敗だということになっているので、一元化というのは何

かと非常に強い疑問を持つ。だから、余り無理して項目を切らない方がいいという

気がする。 

（大竹委員）冨山委員の考えだけれども、世代別議員定数というのがうまくいくかどうか

わからないが、世代間の格差を解消するという意味ではそういう提案ができればす

ばらしいと思う。 

２つ目は、どこに入れるかはわからないけれども、人材育成や国際貢献に入るか

もしれないが、海外の大学や研究機関での日本経済とか日本研究への助成というの

は大事かという気がする。 

それは２つの意味があって、１つは世界各国で日本の研究を活発化させる。そう

すると何がいいかというと、海外に日本のことをよく知った人が出てくるというの

は一つだけれども、我々が高度人材を日本に入れてくるときに一番問題なのはいい

人をセレクションできないということがあるわけだ。そういう講座を持っていって、

日本との関わりがあれば、いい人を選べるきっかけにもなってくるという意味で、

それは国際貢献にもなるし、人材育成あるいは高度人材の流入ということで一石二

鳥かと思う。そういった提言も入れていただければと思う。 

３つ目は、人材の流動化について、退職金制度の問題があるが、提言としては過

剰な税優遇を廃止するくらいで十分かなという気もする。税金がかかってもそうい

う制度を持つというのは自由なので、それを禁止するというのはなかなか提言とし

ては難しいような気がした。 

（伊藤議員）また何点か感想だけれども、「金融監督業務の一元化」というのは福井委員

が言われたとおり日本では実現している話だ。一元化したという意味では日本と韓

国とイギリスが一番先進的な国だ。 

それから、退職金制度のところは今、大竹委員が言われたとおりだが、ただ、手

段を書くか、目的を書くかは別だけれども、手段としては退職金優遇税制を一度に

やめるのではなくて何年かかけて、あるいは何十年かかけてやめていくということ

で、働いたときに給付がもらえて後払いではないという方向に自然に持っていくと

いうことでいいと思う。それで、若いときに当然手取りが多くなればそれだけ生活

に余裕ができるから、少子化対策に多少なりとも貢献すると思う。 

ただ、大竹委員が言った日本経済の講座の補助というのは、私は意味がないと思

う。それは、講座をつくっても学生が来なければ授業としては成り立たない。コロ

ンビア大学のビジネススクールでも立派な先生がいるけれども、学科長（ディーン）

から日本経済の講義をやっても学生が集まらないからもうやめてくれと言われた

と嘆いていたが、やはり日本経済論が活発になるのは日本経済が強くなって学生が

日本経済に興味を持つしかないわけで、幾ら補助金を出して講座をつくっても意味

はないと思う。 

やはりそれよりは日本人が国際化するという方が先決で、冨山委員が提唱されて

いるような、「公用語」という言葉の使い方には私は反対なのだけれども、英語が

広く使われる。それから、英語を問題なく使える人材を育てる。それはやはり小学

校のときから英語教育というか、英語に慣れる環境をつくってあげるということが

一番重要である。 

15


第８回「構造変化と日本経済」専門調査会 



前回ちょっと言ったかもしれないけれども、すごく重要な機会を日本は逃した。

80 年代後半から 90 年代の前半くらいまで非常に多くの日本人が海外勤務をして、

その結果として帰国子女というのが大量に増えたわけだ。今は本当に少なくなった

けれども、昔はものすごくたくさんいた。その帰国子女たちを有効に使えなかった、

使わなかった。このロスというのはものすごく大きい。せっかくバイリンガルの卵

がいたのを全部日本人にしてしまった。すごく手遅れだけれども、しようがない。

もう一回やるしかないということだと思う。 

（植田会長）今日はまだ大分時間があるけれども、全体としてはもう時間がなくなってき

ている。もうすこし議論したいので、昀初に例えば関連がありそうな人材の流動化、

労働そのものの問題、生産性の問題、若干セーフティネットの問題、その辺りにま

ず数分絞ってお願いしたい。その後でまた残りの幾つかの項目をまとめて議論する

というふうに進めたい。 

（八代議員）今まさに植田会長が言われたように、ある程度焦点を絞らないと、細かい話

と大きな話が一緒になって混乱してしまう。 

人材の流動化では、退職金制度というものももちろん大事だけれども、その根本

になっているのが日本的雇用慣行であって、これは大竹委員も言われたように別に

禁止する必要はなく、単に税制度を中立化すればいいわけだ。今、暗黙のうちに過

去の普遍的な日本的雇用慣行を前提とした税や社会保険制度ができているので、そ

れを労働移動に対して中立化していく。それは社会インフラのやはり再構築になる

かと思う。 

それからもう一つ大きな点は、柳川委員が先ほど言われたどこに優位性があるの

かということにも関わるが、私は日本はある意味で旧東西ドイツ、韓国・北朝鮮に

次いで第３の分裂国家に近い面があるのではないかと考えている。つまり、製造業

は市場主義に基づいているが、サービス業や農業は社会主義に近いものが多い。医

療とか介護とか教育でも、もっと市場の考え方を使う余地は十分にある。 

昀後に政府が関与するのは当然だけれども、その点で先ほど柳川委員が言われた

「市場というのは手段であって目的ではない」ということなのだが、仮に市場を民

主主義という概念に置き換えたら、やはりそれは手段であり、目的であるのではな

いか。市場というのは市場民主主義と同意であって、安心とか安全というのもひと

つの目標だが、それはいわばだれも反対しない目標なので、冨山委員が言われたよ

うに、論争点のある目標を持ってこないと議論にならないのではないか。 

それで、人材の流動化は生産性の向上と不可分である。ここで言いたいのは、均

等ルールを明確化して個別規制を外していくという規制のリシャッフルであって、

それはやはり健全な規制に変えていくということ。これは、労働市場が金融市場と

並んで重要な点である。 

先ほど香西委員が言われた大学院がなぜ日本で弱いのかという点については、要

するにニーズがないからではないか。やはり職業訓練というものが企業の中でつく

られるものだという認識が余りにも強い。企業の中でつくってもいいが、同時にア

ウトソーシングして大学院に行ってもいいという選択肢が必要。サバティカル休暇

も良いが、要するにサバティカルの年にならないともらえないというのではなく、

自分の好きなときに介護、育児休業のような形の無給でいいから、サラリーマンが

教育休業を取って大学院に行けるような仕組みを取ると大学院も活性化するので

はないか。 
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それから、全体を通じたポイントというのは、やはり行列のあるところに問題が

あるということ。つまり、行列のあるところは参入規制があるわけだから、その意

味では医療とか介護とか、それから司法なども法曹人口が日本は少な過ぎる。これ

は明確なカルテルであって、せっかくのロースクールがつぶれかかろうとしている

わけだから、これもやはりリーガルサービスの生産性向上と不可分の関係にあるの

ではないか。 

だから、今、植田会長の言われた人材の流動化、生産性の問題、セーフティネッ

トの問題にほかのものももうちょっと吸収していって、せいぜい７項目辺りで整理

していくというのも大事なのではないかと思う。 

（川勝委員）伊藤議員から帰国子女の利用が下手くそであったと、これは大学に対する批

判ですね。 

（伊藤議員）中学、高校です。 

（川勝委員）日本の国際化と言うと英語をしゃべれることということで、この議論が出て

きたのは 1999 年のときにリー・クアンユー氏が日本のグローバル・リテラシーは

低いと言った。要するに、英語ができないと言ったわけだ。それを受けて、英語を

第二公用語論というのがちまたに出てきた。 

それを言った現場に私はいたのだけれども、リー・クアンユーさんに、あなたの

ところは植民地だったからしようがない。だけど、日本は明治以来、役に立つもの

も役に立たないものもフルセットで全部国語でするようにしたということで、ロシ

ア文学から何から全部フルセットでそろっている。ただ、そのレベルが今度は高く

なってきたので、人々からそれをもっと発信してほしいと言われている。 

だから、我々は国際化という場合にもちろん昀も人口の多い中国語を話すとか、

英語を話すということも大事なのだけれども、一方で日本語の国際化ということも

合わせて考える必要がある。それが実は内なる国際化であって、つまり留学生 30

万人をお呼びするということは、その 30 万人の高度な人材がそれぞれの母国語と

日本語をフルーエントに話すという人材をつくる。あるいは、そういう国々と日本

との橋渡し役になっていただくということでもある。 

そういう観点から言うと、例えば日本語についても文科省とＪＥＴＲＯと国際交

流基金で日本語の試験すら統一されていない。それは、例えばブリティッシュ・カ

ウンシルが国策として英語をすべての国々の若い人たちに学べるようにしている

のとは雲泥の差だ。だから、日本が魅力的であるということは、一方で日本語の国

際化ということも合わせて考えていくことが重要だ。それは、日本人が外国人にな

れるということだ。 

それで、留学生 30 万人と言われている。先ほど香西委員から大学院はどうする

のだと言われたが、大学院プラス教員だ。教員は 17 万人だ。それで、30 万人とい

うのは 300 万人の大学生、大学院生に対してほぼ１割だ。そうすると、17 万人の

研究者というか、大学の先生のうち、２万人弱くらいは外国人であっていいと思う。

そうするといろいろな英語圏以外のところからもお越しになるから、彼らの日本に

おける共通語は必ず日本語になる。ですから、日本語の国際化を通して私は大学の

思い切った国際化を進めていくべきだと思う。 

そういう場合、例えば目立った大学、東大であるとか京大であるとか旧帝大とか

トップクラスの大学は、形は大学院大学というところであるから、文理融合してい

る学部を除いて基本的な学部は撤廃して大学院大学に特化して、そこでは内外の青
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年を内外の先生方が一緒に教えていくというふうにすればいいと思う。その言語は

それぞれの言語で教えられてもいいけれども、日常言語は必ず日本語になる。だか

ら、日本語の国際化、つまり大学における国際社会というものがつくられることに

なるだろうと思う。 

それから、先ほど第１次産業、第２次産業、第３次産業のうち昀も国際化してい

るのは第２次産業だと。私は３次産業も相当国際人が育っていると思うけれども、

農林業には育っていない。農民の方が海外に出て行く。旗を掲げて出て行った。そ

れだけだ。だから、本当に彼らの国際化が必要だ。 

それは、自分たちのつくっているものが国際商品として成り立つのだということ

で、思い切って自由化というのを恐れずに、ブランドを持っているのだと。コシヒ

カリが中国でなぜあんなに高く評価されるのか。あるいはこれまで柑橘類、サクラ

ンボ、牛肉、どれもやってみて結果的に価格プラス品質勝負で、その商品は安全あ

るいは品質ということで買われるので、必ずしも価格インセンティブだけで人は買

わない。ましてや食の安全がこういうふうに関心が高まっている以上、かつまた地

産地消ということが言われているわけだから、思い切って自由化ということも言っ

てみていいのではないか。 

今、細川さんのときのクォータのツケを払わされて、その分はまだ買っていない

というようなことを言われているけれども、要するに向こうからやってきたものが

１キロ 10 円でも、まずいということでだれも買わなかったわけだ。つまり、味覚

で非関税障壁になっている。そういう意味から、私はここは思い切ってやっていい。

しかし、農民の方々の不安がすごいから、そういう人たちに開発途上国に行って

その農業の状態を見せる。あるいは、そういうところから来てそういう農民の方々

にいろいろと教えを乞うような形にして、農民、林業の国際化ということを思い切

ってして差し上げる。それはハイカラな産業ということに必ずなる。それは、実は

ＯＤＡを使える。ＪＩＣＡが使える。これは国際的な要請にこたえることにもなっ

て、今の日本の国際貢献の姿を挽回することにもなると思うので、私は冨山委員と

同じで思い切ったことを言うならばここは農業の国際化だ。 

それから、自給率は４割５分にしたいというのは農水省も明確に言っているので

ここでわざわざ言う必要はない。それよりも、耕作放棄地をウィズイン・ファイブ・

イヤーズにもなくす。そして、課税するというのはなかなかいいと思う。そういう

形で、40 万ヘクタールを 10 年で必ず全部解消する。しかし、これは農業をする。

それは企業あるいはやりたい人に優遇措置をして取り組んでもらって今の農業基

本法のようなもの、あるいは農地法のようなものを思い切って改正するということ

で、日本の誇るべき第１次産業というものを自由化することによってかえって強み

を増す。 

私はサクランボにしても、あるいは松坂牛、神戸牛、おはしで向こうの肉は切れ

ない。だから、必ず私は勝つというふうにこれまでの農産品の自由化を見ていて確

信しているので、殺されるかもしれないけれども、そういうことを思い切って言っ

ていい時期にきているのではないかと思っている。 

（小島（順）委員）提言と報告書本文の関係がよくわからない。この「Ｉ．日本経済が目

指す姿」の昀後は「３．目指すべき姿への「ビッグ・プッシュ」」となっているが、

この延長に提言が出てくるというイメージで考えていいのか。 

（植田会長）ビッグ・プッシュはいろいろなものを同時にやるということがポイントなの
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で、提言として、望ましいものが残るとすると、それを一緒にやることによって全

体として大きな力にしようということであると思う。 

（小島（順）委員）もしそうだとすると、提言は５つくらいにしておいて、もっとわかり

やすい形にした方が迫力があると思う。今回いろいろなお話があったけれども、先

ほどから御指摘のある日本の国際化というところを何とか入れてほしい。日本には、

プロアクティブな考え方でも見方によっては十分競争力があり、本当に国際化につ

ながっていくところがあるにも拘らず、ここが何となく余り出ていない。この延長

で、私は、今話があった国際貢献という点がものすごく大事だと思っているものだ

から、ここをもう少し整理して書いた方がいいかなと思う。ただ、提言は報告書の

本文との関係がわかりやすくなるように両方をうまく組み合わせないと、昀後に出

た提言がわかりにくくなってはいけないと思った。 

（大田大臣）今の小島（順）委員の御指摘はおっしゃるとおりで、「２．10 年後に目指す

べき日本経済の姿」というので大きく３つ書かれていて、その中で幾つかあるけれ

ども、本当は①に対応するものが１つか２つ、②に対応するのが１つか２つという

形で欲しいなと考えている。 

それで、そのときにやはりビッグ・プッシュだから、理想的に言えば、例えば労

働時間 1,800 時間というのが前川レポートでは出てきた。1,800 時間を実現するこ

とが、ライフスタイルから、働き方から、企業の収益の在り方から、いろいろ関係

してくるというような、そんなような姿が出てくれば理想だなと思っているので、

そういう観点で是非アドバイスをいただければと思う。 

それからもう一点、今、国際貢献とおっしゃった点が実はこれまで具体策が意外

に出ていないところで、「③日本が、世界とアジアにとって魅力的で大切な国にな

る」、実はここは少しアジアにとっての日本、世界にとっての日本というのをより

具体的なイメージで出していければと思うので、そちらも合わせてアドバイスいた

だければと思う。 

（植田会長）金融については余り議論が出ず、たしか福井委員からは取ってしまってもい

いのではないかという御発言もあった。「金融監督業務の一元化」は、例えばある

種の分野では金融庁だけではなくて経産省が金融監督に近いようなことに携わっ

ていて、そういうことが複雑な状況をもたらしているという辺りを改善したいとい

う話だったように思う。 

そうすると、農業あるいは農林業、地域の問題辺りについて、これも大分御議論

をいただいたが、いかがか。 

（牛尾委員）金融機能の改革というのは、やはりこれまでの流れでは余り議論されなかっ

た。氏家議員の、昀近の金融サービスには不動産も入るようになったというお話は

非常に新鮮な問題提起だったと思うが、昀近は金融市場というのは暴れ回って石油

から資源まで金融システムの影響を受けるようになってきたというのは割とゆゆ

しき問題だ。 

そういうところは日本の金融グループに任せておけば実物経済にはそれほど影

響ないんだという安心感があれば非常に結構なのだが、このままでいくとどうなる

のかという不安が大変強い。今の日本の金融機能というものは全くローカルで、グ

ローバルなメインの流れから全く隔絶して存在して、サブプライムローンがちょっ

と書かれる程度の範囲で、あとはじっと耐えているしかしようがないのか。しかし、

実際問題、石油はどんどん上がってくるし、重要な資源を非常に購入しにくくなっ

19


第８回「構造変化と日本経済」専門調査会 



ているし、先行きがどうなのか見えないというような状態の中で我々は企業活動を

しているわけだ。この辺は触れるならば相当思い切って触れなければいけないし、

中途半端な触れ方ならば消した方がいいような気がする。 

地域と農林業というのは非常に関係が深いわけだから、川勝委員は非常に積極的

にというお話で、前向きにとらえるというのは私も賛成だけれども、現在の農水省

というのは企業で言えば農業の材料だけを扱っている。国民が関心があるのは食料

品だ。食料品産業というものがきちんと安定していることを望んでいるわけだ。今、

非常にいい野菜が東京でも食べられるようになったというのは、現地と客の間が直

接コミュニケーションができて、事実いろいろなものをやっていると野菜を買って

いるのではなくて野菜のサービスシステムに非常に恩恵を被っているわけだ。水産

業でもコールドチェーンやいろいろなもので、割と地方の山の中でも新鮮なお刺身

が食べられる国というのは日本だけだと思う。 

しかしながら、農業も水産業も官庁は、材料だけを扱っている。そこに矛盾があ

って、日本はむしろ食料品サービスというのは非常にレベルが高い。安全だ。おい

しい。それプラス素材も非常にいいものを選ぶ。悪いものははねてしまうというの

が日本のレピュテーションをつくっているわけだから、食料サービス産業、日本の

林業や水産まで込めて積極的に活動するように行政が変えるべきだと思う。食品加

工業というのはかつてあったが、日本の食料品というものに対する国民の安全を求

める気持ちの８割は、むしろ食品をめぐるロジスティックやセーフティやマーケテ

ィングだというものを込めた活動が非常にレベルが高くなっているんだと思うわ

けだ。 

そういうものを中心に地域で頑張れということを言えば、現在の２次産業、３次

産業に従事している人でもおじいさんの代まで繰り上がると７割くらいは農民出

身だ。だから、食品という形のものが活性化するというのは何となく日本人全体は

胸がときめく話であって、そういう意味では私は農林という言い方よりも食料品と

言った方がいいのではないかという気がする。 

しかも、地域の重要な拠点にする。そして、今、問題になっている流通業なども

食品を扱っている流通業と日常品を扱っているところとは全然ルートが違うので、

食品の方こそむしろ自立してきちんとそういうものを地方の人が中心になって推

し進めていくという時代がこようとしているので、若い人がこぞって食品産業に入

るような希望に満ちた問題提起、それはこういうものが阻害しているんだというこ

とをはっきり問題提起として挙げていくことが大事だろうと私は思う。 

皆さんがおっしゃったように、総論の前段は冨山委員の問題提起と合わせて大変

整理されてきたので、ここの内容ももっと国を開いて、しかも皆、自由に職業を選

べて、そしてこういうものに取り組むんだという雰囲気が感じられるような項目立

てにしないと、何か世の中に出ているもめ事みたいなことばかりを羅列して、これ

を乗り越えなければだめだよというだけの言い方というのは余りチャーミングで

はないという感じがする。 

（小島（明）会長代理）農業を原始採取産業、１次産業の塊みたいに思っている議論が多

いが、実は今の話にあったとおり、これはサービス産業であり、高度情報産業であ

り、１次産業という発想からは超えていかなくちゃいけないと思う。 

しかし、現実の農業政策というのは１次産業、原始採取産業的な発想でいる。農

業の産業としての側面、これは産業政策をどう取り扱うかという問題だが、農村政
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策というのがある。これは豊かな自然とか、それから実際に働いている農村の農民、

これがそれぞれ違うのであって、農民と言えばやはり所得、社会保障的なところが

ある。産業政策あるいは産業としての農業、農村政策としての農業政策、それから

農民政策、対策としての農業、これを意図的にごちゃごちゃにして議論されている

ことによって、農業が持っている新しい可能性、高度情報サービス産業であり得る

し、一部にはそうなっているし、産直で有機栽培で個人のブランドでどんどん消費

者に直結している。そういう実験もあるが、その可能性は非常にあると思う。それ

が生まれてくれば、自動的に後継者が新しい産業としての農業分野に魅力を感じて

おのずと戻ってくる。ほかからの参入もあるだろう。 

その１次産品、１次産業あるいは原始採取産業的な発想で議論することはすぱっ

とやめて、ちょっと広がりを持たせて、生活産業でもあるし、情報産業であり、サ

ービス産業であるし、既に生まれている芽をもう少し積極的に評価して押してやる

というところがポイントではないかという感じがする。 

それから、金融の話は十分議論できなかったが、やはり金融はひとつしっかり議

論した方がいいと思う。だけど、私は個人的にこれから日本の可能性のある分野を

幾つか選ぶと、再三出ている環境エネルギーもあるが、金融もそうだと思う。氏家

委員があの商売だから強調しているわけではなくて、やはりインフラとして機能す

る可能性をもっと高くしなくちゃいけないし、その産業としての発展能力というこ

とを議論しなくちゃいけない。 

そういうものを全部考え、日本のこれまでの歴史的な議論と実態を振り返ってみ

ると、ある時点で日本はこれで成長、発展が止まってしまう制約要因だと思って一

生懸命大騒ぎしたものが、結果的にはそれを克服するプロセスが新しい技術や可能

性や分野を切り開いて今日に至っている。 

恐らく日本に石油がたっぷりあったらトヨタも日産もないと思う。ないから対応

した。環境も、狭いから環境負荷が起こりやすい。そのために現実に公害も起こっ

た。それに対応するために生まれたのだろう。むしろいっぱいそういう分野の資源

があって成長制約要因ではないところで失敗したわけだ。 

金融でも、歴史的にずっと貯蓄が足りない。大変だ、大変だと、そのときに金を

大事に生かしたのでキャッチアップも生まれたわけだが、あるところから 80 年代

で貯蓄が余剰になったら無駄に使い、バブルとなり、結局今の制約要因になったわ

けだ。そういう学習課程があったから、金融というのは単に金を集めて貸すのでは

なくて高度情報サービス産業であるから、ちゃんととらえ直さなくてはいけないと

いう感じがする。 

それからもう一つの制約要因で少子高齢化もそうだが、少子化を克服する過程で

昀近一部の人が海外でも注目しているロボティクスという技術がすごく発展した

わけだ。高齢化社会はいずれにしてもそのニーズが高齢層にシフトするわけだが、

そのニーズにこたえる過程でどんどん新しいものが売りに出されるかもしれない。

だから、そういう環境エネルギーだけではなくて金融、農業も将来発展の可能性を

持っている分野として位置付け直した議論が必要なのかなという感じがする。 

（伊藤議員）金融に関しては今、小島明会長代理からお話があった点に賛成で、将来の明

るい絵をかく場合に一つの可能性は、やはり東京の金融産業が盛んになることです。

これはイギリスのロンドンのお手本があるわけで、もし製造業が中国に追いつかれ

た場合に生きていく一つの可能性は金融業、金融資本市場を強化するということだ
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と思う。 

それともう一つは、金融資産がまだたっぷりあるわけだから、これを生かさない

手はない。家計資産でもあり、公的年金基金でもあり、まだ卵を産めるうちに卵を

産んでもらうしかないわけで、帰国子女と同じようにもうなくなってしまってから、

あのときうまく使っておけばよかったというふうに後悔しないようにする必要が

あると思う。これから少子高齢化になっていけば、だんだん貯めているものを使っ

ていくわけだから、なくなってしまってから、あのときもっと増やしておけばよか

ったと後悔しても始まらないわけだ。 

農業問題は先ほどからいろいろな方がいろいろコメントをされているが、大部分

の農家というのは農協任せ、肥料の購入から借金から農機具の購入から、あるいは

できたものを販売、委託するところまで全部農協頼りなわけだから、この農協とい

うものをどうするんだということに切り込まなければ、農業の問題というのは根本

的な解決には向かわないということだと思う。 

それから、先ほど言い忘れた点で世代の話だ。これは、冨山委員と大竹委員が強

調されていた点だけれども、余り世代のコンフリクトというのを強調するのは、私

は賛成ではない。あるいは世代ごとの選挙ですか、議員の割当てというのも賛成で

はない。世代というものを縦に貫いているのはやはり家族なわけだ。家族が全く親

の世代と子どもの世代がばらばらで、親は子どものことを考えない、子どもは親の

面倒を見ないというのであれば別だけれども、まだそこまではいっていない。そう

いう意味では、一人ひとりの個人が世代の理解だけで行動をして、親が子どものこ

とを考えないということはないわけだ。そういう意味では、余り世代のコンフリク

トというのを強調することはない。 

ただ、年金に関しては確かに制度として世代全体として大きなことを意味するか

ら、そこは注意してかかる必要があるけれども、選挙とか格差とか、その辺は余り

強調しない方がいいのではないかと思う。 

（福井委員）各論に関する皆さんの御意見をよく伺ったけれども、やはり私は冒頭に申し

上げたとおり、項目を絞って少し立体的に書くことがいいかと思う。先ほど申し上

げたのは、１つは人材、これは人口問題を含む人材、そして２番目に生産性向上と

いうところに組み立ての問題が入ってくるし、やはりイニシアティブという点では

環境エネルギー政策を太い柱に据える。それが３つ目だ。それで、地域の問題とし

て農林業の近代化ということを含めて書く。昀後に国際的ネットワークの展開、こ

の中のほとんど全部を整理できるのではないか。 

金融の問題は非常に悩むわけで、この重要性を決して無視しているわけではない

が、具体的項目として何か目玉がうまく入れられるかというと、なかなか入れにく

いのではないか。既に多くのインフラ整備についての条件は整っているし、つい昀

近政府もイニシアティブをとられたばかりだし、新しく何か入れるか。 

これは、私が見るところでは金融機関、特に日本の金融機関がこれからいかに前

向きな姿勢をとっていくかということにほとんど尽きていると思う。それを妨げる

要因というのは余り残っていないような気がする。 

だから、無理におまえが書くならば何か書けと言われると、私はやはり市場のル

ールづくりに対する民間金融機関の積極的な参画、つまりルールづくりに参画しよ

うと思えば、自分が何をやりたいんだということがまず決まらないとできないわけ

だし、やっていくときに自分が競争力を保ちながら優位性を保つ。だけど、無責任
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になってはいけないのでディシプリンを保ちながらルールを考えるようになるの

で、今はもうその段階にきているのではないか。それ以外に、他律的に政策的にて

こ入れをするということで何かポイントを書くというのは非常に難しいのではな

いか。 

そのことがあった上で、金融監督業務の一層の透明性向上とか、いろいろなこと

が付いてくると思うが、それ以外のものを柱に立てるというのは非常に難しい。公

的年金基金の分割・運用強化も重要だけれども、これを金融機能改革の大きなトリ

ガーとして位置付けるにはちょっと役不足ではないかという気がしている。 

（大田大臣）御意見を伺いたいが、今の福井委員の整理のときに、例えば金融というのを

国際化のところで、国際的なマネーフローの変化というものが意外に弱いけれども、

国際化のところでそのような観点を入れた方がいいのかどうかという点と、それか

ら生活ですね。生活というのがなくなってしまうけれども、ここがちょっと迷って

いるところで、その点はいかがか。 

（福井委員）金融のところは、国際的展開の中でＦＴＡとかいろいろなトレードの面もあ

るが、やはりマネーフローの面がうまく入ればいい。特に私はルールづくりに対す

る参画といった場合は初めからグローバルベーシスの提案でなければいけないの

で、その中にうまく入れば一番いいなと思う。 

それから、生活者重視というのは、私はこの大きなくくりの中だとまず人材を育

成して、それから生産性向上という方向にどういうふうに組み立てていくかという

中で、企業行動の高度化、消費者行動の高度化、ひいては国民一人ひとりの生活水

準の向上に結び付いていくという結び付け方がいいのであって、生活者というのは

じっと待っていれば何か与えられるという感覚は捨象した方がいいんじゃないか

という感じだ。まとめ方は難しいと思うけれども、私の意識としてはそういうふう

に思っている。 

（小島（明）会長代理）昀初に市場の問題と市場メカニズムの問題が出たけれども、誤解

が生まれないようにするためにちょっと考えていたのだが、先ほどどなたかが市場

メカニズムというのは民主主義だと言われた。民主主義と言えば原理、理念として

しっかり定着している。大事である。 

市場も同じようで、市場が健全であるための要件を少し拾ってみて感じるのは、

まず参入・退出が明確なルールの下に円滑に自由に行われる。それから市場の参加

者、消費者であれ、起業家であれ、投資家であれ、自分の判断をするときに必要な

十分な情報に平等にアクセス可能である。それから、そういう参加者に提供する情

報に虚偽がない。それから、ルール違反に対して十分にルール違反が防げるような

明確な処罰なり、規定があるということが全部合わさっていないといけないのでは

ないかという感じがする。 

それで、例えば行き過ぎた例、金融の面ではインサイダーとかがあるが、これは

明らかにルール違反だ。しかし、これは司法とも関係がある。要するに、インサイ

ダーで 50 億もうけた人がいる。それは罰金 200 万円以下とか、経済事犯に対して

はこういうたぐいが多い。これは、告発される可能性が何％、捕まったとしてもこ

れだけ払えばいい。稼いだものはどこかに使ってしまってない。これではどうしよ

うもなくなってしまって、結局それは今の経済、あるいは市場の司法はルール違反

に対するインセンティブになっている面もあるというところを少しチェックする

必要がある。 
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それから、その関連で本来はもっと司法がしっかりしなくちゃいけないが、金融

庁みたいなところが一部余りに司法をやり過ぎて、いわゆる行政罰で、しかも裁量

的にやり過ぎている面があって、それが金融関係の活力を必要以上にそいでいる面

もある。だから、市場の問題と消費者重視の問題、それから司法の問題はかなり太

い糸でつながるのではないかという感じがする。それが今、思い付いた点だ。 

あとは、消費者に絡んで多様な価値観を生み出し、多様な可能性を引き出す。や

はり税制の中で分権とか、そういう議論があるけれども、しかし、ＮＧＯの活動と

か、新しい時代的な価値観にチャレンジする人たち、あるいはグループ、そういう

力を支援するための寄附税制の在り方というのは恐らく 21 世紀の重大なチャレン

ジだと思う。税の分権にしても、地方はもっとひどい管理行政をやっているところ

が結構多いわけだ。 

基本的にそれを乗り越えるためにはやはり寄附免税みたいなものの考え方で、そ

れは単に寄附をするときに少し税金が安くなるということではなくて、社会として

そういう活動そのものが新しい時代の価値観として重要だという価値体系、その価

値観を提供することであって、非常にシンボリックな重要性があると思う。それは

これからの社会の理念の問題であって、単に税が幾ら安くなるとかというそろばん

上の問題ではないということだと思う。 

（大竹委員）国際貢献のことについて、先ほど私の提案に伊藤議員から反対が出たけれど

も、多分イメージしているものが違うと思う。 

私は、関心のないところ、ディマンドのないところに一生懸命供給しても仕方が

ないと思う。おっしゃるとおり、アメリカの東海岸ではそういう状況だ。ただ、私

が申し上げたかったのはそうではなくて、関心が高いところもたくさんあって、日

本に来たいという学生たちがたくさんいる地域があるわけだ。そういうアジアを中

心とした地域で日本研究あるいは日本語教育をしていくことで、いい人材がより来

やすくなるのではないかという趣旨だ。 

たくさんの留学生を入れろという提案をするときに一番困るのは、いい留学生と

いうのをどうやって選別するかという問題だ。そのための手法としては、直接関係

を持った大学をつくって、あるいは日本の教員が行ったりするという関係を増やし

ていけば、彼らもいい教育を受けて、そしていい人材を我々も得ることができるの

ではないかという趣旨だ。 

２つ目は、伊藤議員は世代別の議論は余りするなということなんだけれども、こ

れは伊藤議員と私の間に世代間の利害関係が生じることもあるかもしれない。家族

が機能したら確かにおっしゃるとおり世代別に枠を設定する必要はないが、家族が

あまり機能しない可能性もある。それから、必ずしも長期的に皆が合理的に政治的

な意思決定をしているかどうかわからないというときに、急激な少子化が今、進ん

でいるわけだから、そのときに政治的なパワーバランスが余りにも崩れるというこ

とは防いでおいた方がいいのではないか。 

新たに生まれてくる人というのは言ってみればアウトサイダーで、外国の人もア

ウトサイダーという意味で、新たに来る人たちに向けてそういう人たちの力を余り

にも小さくしないような仕組みをつくる一つの方法ではないかと思う。 

（柳川委員）福井委員が言われていた多面的な記述というのはやはりここでは重要だと思

う。人材の話も、生産性の向上も役立つし、社会の安定性も役立つし、それから生

活者の視点にも役立つという幾つかの重要なポイントがそれぞれの要素に関して
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多面的に役立つので、その幾つか、先ほど言われた人材だとか、農業だとか、そう

いうところに関していろいろな面でかなり波及効果があるという形がいいんじゃ

ないかと思う。 

それで、人材の話は先ほど大竹委員がちょっと言われていたけれども、国際貢献

は、国際貢献そのもので単独にはなくて、やはり人材を海外で積極的に活用する中

で、それが国際貢献に役立つわけだし、資源、エネルギー問題を積極的に日本がや

っていくことによってそれは国際貢献にも役立つという形なのではないかと思う。

その観点でいくと、全体像としては結局のところ広い意味での資源をどうやって

有効活用していくかという話なんだろう。資源の非常に大きな要素は人材の話だし、

それが農林水産資源だし、そういう意味で資源をどうやって有効活用して、そのた

めの制度をどうやってつくっていくかというところでまとまる話なのかと思う。 

（川勝委員）１つは、世代間の格差を克服するキーコンセプトは家族だという伊藤議員の

御指摘は非常に重要で、これをどういうふうにして植田会長の言われる夢のある報

告につなげるかということだが、高齢者の家族と若年の家族というのはそれぞれ別

個に住んでいる。特に都会ではそうだ。あるいは、別個に住まざるを得ない。狭い

から。その狭さというのは、いわば２ＤＫというものが生まれてからのことだ。 

したがって、これは昭和 30 年、1955 年だから私はこれを生活の 55 年体制と呼

んでいるが、２ＤＫという単婚家族が住む、そういうものを大量に供給した。その

当時は 100 万戸くらいしかなかった集合住宅が、今は 1,500 万戸くらいある。その

大半が大都会にいるわけだけれども、ここでは若年層は結婚すれば出ていかなくて

はいけないということだ。これが望めば一緒に生活できるというふうにするために

は、単純に生活空間が倍にならなければならないということだ。だから、所得では

なくて生活空間を倍増すればライフスタイルは変わると思う。 

ただし、一緒に住むか、住まないかはそれぞれの個人の自由だ。そうすると、

幼保一元化のところで小さい子どもを保育園で見てもらうということではなくて、

おじいさんおばあさんに見てもらえるという安心感が出てくるし、それは当然耐久

消費財に対する消費もまた違った形で増えてくるだろうということで、私は生活空

間倍増計画というものを入れる。それがいわゆる生活の 55 年体制からの脱却、そ

れを 200 年住宅と耐用年数だけで言われているけれども、それと合わせて取り込む

と新しいライフスタイルの提供として意味があるのではないかということだ。 

それから、農業の自由化に関して、これも伊藤議員から農協について書き込むべ

きだとあったが、やはりこれを書かないとだめなんじゃないか。日本の農業を論じ

る場合に農協の改革というか、新しいグローバル化時代に即応した農協の改革とい

うのが今、求められているというくらいのことは書かないと、いろいろな企業ある

いは脱サラの人たちの農業への参入にしても大きな大きな壁になっているので、こ

このところは書き込むというのが冨山委員というか、若い世代のラディカルな意見

を尊重することになるのではないかと思う。 

（植田会長）それでは、おおむねよろしいか。少し具体的な提案みたいなことについての

議論がそこそこあったが、必ずしも十分でなかったようにも思う。もし今日の議論

だけではおっしゃり足りなかったというようなことがあれば、メール等で事務局に

お伝えいただけたらと思う。どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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