
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９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 13 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） 

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 

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） 

○「構造変化と日本経済」専門調査会報告書（骨子案） 
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（概要）

（植田会長）第９回の会合を開会する。本日は西水委員が御欠席だ。 

議事に入るが、とりまとめに向けた議論を進めていきたい。お手元の資料だが、

報告書（骨子案）という１枚紙がお配りされていると思う。 

「ビッグ・プッシュ」という語があるが、何人かの方から政府の介入を積極的に

招くというような意味があるのではないか、あるいはそういう誤解も発生し得るの

ではないかという懸念の表明をいただいていて、もし、ほかによい代替案があれば、

御提案いただければ、検討していきたい。 

これからの集約だが、今日、昀初の方で議論させていただきたいが、冨山委員を

含めて、何人かの委員の方の御意見が大分違うということで、議論していきたいが、

時間も非常に限られているので、なるべく具体的にこういう方向でまとめる、ある

いは修正するということがよいのではないかという感じで御意見等をいただきた

い。 

（冨山委員）何点か申し上げたい。根本思想的な違いはもうなくなってきていると、私自

身は理解しているが、もう少しあるとしたらというところだけ申し上げる。 

昀初の（１）のところは、そんなに違ってはいないと思う。次の「（２）国内の

経済システムは変化の途上」のところだが、主として純粋に、どちらかというと民

間の一般企業の中の議論だけがされているが、いわゆる日本型システムというのは、

昔、言っていた話だけではなくて、いわゆる官民の複合構造みたいな話も日本的構

造の中には根深くあるわけで、要は規制緩和の問題であったり、所得再配分のメカ

ニズムの周りに、言葉は難しいけれども、いわゆる既得権益構造が明らかに根深く

残っているわけで、そのことは、やはり（２）で同時に触れておかないと、民間で

すごく真面目に事業をやっている立場からすると、何かそんなに怒られないといけ

ないのかと思うわけで、そんなことを官絡みの、あるいは民もどきみたいなところ

にえらい非効率があると、普通民間で一生懸命やっている人は思っているので、そ

こはちゃんとけしからぬと言うべきではなかろうかということが一つあるのかな

と思う。 

とりわけ、世代間の問題も、民間の雇用慣行に関わる問題と、実は官の仕組みだ

から、社会保障なんかは典型だが、これを（３）の方に反映されると、私は認識し

ているが、この問題が絡んでいるので、これをどういうふうに言うのかというのは、

これは書き方の配分の問題だと思うけれども、やはりいわゆる典型的な既得権益と

いうのは、圧倒的に官民が絡み合っているところに存在しているので、ここはやは

りちゃんと言うべきではなかろうかという気が私はしている。 

それから「（３）改革の遅れが閉塞感を生む」というところは、多分、さっき言

った社会保障絡みの世代間賦課型になっているところ、これはまずいのではないか

と、もっとストレートに言うと、やはり給付に手を付けないと、この問題は解決し

ないんではないかというところを、実は私は非常に言いたかったわけで、この辺は

多分大竹委員も同じ御思想かと思う。これはなかなか言うのは、どこかの役所の人

に聞いたら、それは与野党を全部敵に回すよと言われてしまったけれども、与野党

を全部敵に回しても言うべきではないかと思っており、どこかでかなりクリアーに

言うべきであろうかと思う。 

その関連で言うと、多分「改革の遅れが閉塞感を生む」というところと、かなり
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かぶさってくるのだと思うが、要はもう一つの今の議論として、もう少し言えば、

要は政治周りにはまた所得再配分を強化したい人がごまんといるわけであり、それ

は違うだろうということははっきり言うべきだと思っていて、（３）で、対症療法

的な対応はもうやめようと、対症療法に逃げるのはやめようよという、私が申し上

げたファクターに関して、（２）（３）のところにメッセージクリアに反映していた

だけるとうれしいなと思っているところが、まず、１つ目のかたまりだ。 

だから、項目が（４）ということで１個増えてしまってもいいのかもしれない。

「改革の遅れが閉塞感を生む」という次に項目を立てて、対症療法的な対応に逃げ

ずにちゃんとやりましょうみたいな項目を立ててもいいだろうけれども、その辺は

項目の立て方なので、いわゆるレトリックなので、余りこだわらないので、メッセ

ージさえ、ちゃんとクリアーに入れていただければと思っている。そこの論点が大

きな１つ目だ。 

２つ目は、10 年後の姿のところだ。私の頭の中の整理として、日本が遅れてい

るので追い付かなければいけないというファクターの問題、これは前に福井委員が

言われていたと思う。要は、むしろ優位性を先取りしてプロアクティブに行ってし

まおうという議論と、多分２つの次元の問題があるのかなという感じがしていた。

私は、優位性先取りっぽいつもりだけれども、要するに、私たちがいかなる経済

競争上の優位性をアクティベートしていくのかという観点で議論をされている必

要が、そういう意味だと、割とソリッドな議論をする必要があるのかと思っていて、

この委員会でのもろもろの議論として、やはり一つのキーワードとして知識資本と

いうか、これは金融なんかも含めてだけれども、知識資本でこの国は富をつくって

いくんですよというのは、割とみんな鮮明に言っていたと私自身は理解している。

勿論、知識資本とか知識産業という言葉はわかりにくいという議論はあるけれど

も、たしか知識産業は、70 年代に経産省の有名な次官だった電通の天谷さんが言

い始めた言葉なので、そんなに新規な言葉ではないので、それを知識産業というの

は知識資本というのかわからないけれども、ナレッジ・キャピタルという概念は、

日本も結局これで勝負するしかないので、やはり一つの柱として、少なくとも攻め

の議論と言うか、プロアクティブな議論の中には入っているべきだという気がする。

プラットホームは、勿論、これはプロアクティブな議論だから、これは両方とも

あるのかな。でもプラットホームとして頑張りましょうというのは、プロアクティ

ブな議論で、これはいいと思うが、知識資本という概念あるいは知識産業で豊かに

なっていくという議論はあった方がいいのかなと思っている。 

それと、自然資本というのは、新しい概念だが、これは私が卒業したスタンフォ

ード大学辺りでは、昀近すごく提唱されている概念であって、だから、自然である

とか、環境資源であるとか、環境技術であるとか、そういったものを全部合わせて

ナチュラル・キャピタルと言っているので、農業の話であるとか、土地の話である

とか、水資源の話であるとか、日本の環境技術という話は、今風にいうと、昀近は

ナチュラル・キャピタルだ。これは確かに、まだ新し過ぎる概念なので、どう提唱

するかというのは、私は事務局の判断で結構かと思う。 

言いたかったのは、要は経済的に何を武器にして闘っていくかという議論と、多

分それをやっていく上で、少なくともこれは致命的だから克服しなければいけない

という課題とかがあると思うが、こういう言い方をすると変だが、例えば社会とし

ての安全性とか安心感というのは、どちらかというと、それをやっていくための必
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要条件のような気がしていて、それはむしろクリアーしなければいけない課題であ

って、攻めの意味でプロアクティブに豊かにしていくというのは、違うような感じ

がちょっとしたものだから、要はネガティブファクターを克服するという部分と、

優位性を先取りして優位性をつくっていくというのは、一応、整理されていた方が

いいのかなと、私のような頭の構造の次元だと、そういう感じがした。 

だから、例えば内に向かって開かれた公正な市場経済をつくっていくとか、ある

いはここで言う安全・安心をもって挑戦ができるとか、あるいは今、弱くなってき

ていると言われている人材資本を再生していくというのは、どちらかというと、何

か致命的欠陥を克服しますという議論であって、それで優位性が構築できるところ

まではいかないので、要は劣位性の克服みたいな話なので、そこは割と整理されて

いた方が、人によるんですけれども、私は理解しやすいという印象を持っている。

あと、この関連で金融資本の話だが、これはむしろ氏家委員の御専門領域になる

が、やはり今の優位性の議論で言えば、やはり我が国の家計がいまだ世界昀大の金

融資本を蓄積しているということは、やはり何か言うべきであって、この巨大な金

融資本がさっき出ている議論と結び付けるならば、安全・安心なプラットホームに

おいて、知識資本や自然資本とリスクマネーの形で結び付くということがすごく大

事であって、多分これがもっともっとリアルな、メカニカルな成長のメカニズムな

んだろうと思う。 

多分、これがリスクマネーと結び付けば、加工貿易モデルだけではなくて、いろ

んなパターンでこの国は成長できるはずだから、そこはどういう表現かはわからな

いけれども、ここのところは、割と大事なのかなという気がしている。 

ということで、大きく３つというか、2.5 ぐらいのポイントだけれども、私が今

の段階で中くらい違っているところがあるとすれば、こんなところかなと思う。 

（植田会長）今、冨山委員から非常にクリアーをおっしゃっていただいたので、私が理解

した範囲でいうと、前半については、（２）のところについて、既得権益といって

も、特に官民の複合事業みたいな辺りに非常に問題となるところが多いので、これ

について少し明示的に書きたい。 

それから、世代間の問題として、特に社会保障制度、給付の問題に手を付けると

いうところまで踏み込んで書きたい。 

対応として、再配分を強化するという形でいろいろな問題に対応していくという

ことはやめようということを書きたいということだったかと思う。 

後半のところでは、知識資本という概念を、これは前半についても一部触れられ

たが、全面に出したいということ。 

それから、金融資本あるいは現在ある金融資産をきちんと生かしつつというとこ

ろをもう少し強く書きたいという点というふうに理解したが、大体そういうことで

よろしいか。 

（冨山委員）あえて言えば、これは論理構成として、さっき言ったネガティブな要素をク

リアーしましょうという課題という要素と優位性をつくっていく、要するに我々の

持っている何らかの潜在的なアドバンテージを使って優位性をつくっていきまし

ょうということは、割とわかりやすく議論しておいた方がいい。 

これは、さっきの対症療法はいかぬというところと関わるが、あと「改革の遅れ

が閉塞感を生む」というところとも絡んでいると思うが、やはり何らか足かせにな

っている要素をちゃんとクリアーしないと前へいけない。どうも足かせになってい
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る要素をクリアーするところでいろんな軋轢や痛みが生まれるので、それを先送り

したまま先へ行こう、行こうとするから、何か前のめりになってしまって、転んで

頭を打ってけがしているというところがややあるので、そこは何かその構造という

ものを割と明確に、全体のストラクチャー上も反映している方がいいのかなという

ところだ。 

（伊藤議員）私は、冨山委員の意見に目を開かされるところが大きかった。「海外に出て

行く国際化は急速に進んでいるが、迎え入れる国際化はまだ不十分であり」という

こと自体が、骨子案にもあるが、本当にそうかなというところで、すべて外に出て

いく国際化が進んでいるかというと、そうではなくて、冨山委員が言っているよう

な一部製造業は確かに世界に出ていって大成功をしているわけだが、金融業は撤退

したわけだ。90 年に海外展開していた銀行のほとんど全部が日本に戻ってきてし

まっている。帰国子女も激減しているわけだから、外に出ていっているのは、一部

製造業だけ、あとはどんどんしっぽを巻いて逃げ帰っているところが多いわけで、

大学もそうだ。全然外に出て行っていないわけだし、向こうから来ているけれども、

こっちからは出ていっていない。だから、外には出ていっているけれども、迎え入

れていないというのは、これは非常な単純化で、そういったくくりよりは、一部製

造業を除くと、世界と全然適合していないという方が大まかなとらえ方としては適

切だと思う。 

それから（２）のところも、冨山委員の今の説明で非常に目を開かされたが、確

かに企業に対して教訓を垂れても仕方がないわけで、企業の方は適合に失敗すれば

つぶれるだけの話であって、そこは企業の努力に任せる。 

では、トヨタは日本型システムではないのかといったら、日本型システムなわけ

だ。なぜか成功している。アメリカでもスリーエムとか、カーギルのようなところ

は、どちらかというと、日本型システムで終身雇用でやっている。何が違うかとい

ったら、恐らくインターナルマーケットの報酬体系がやはり努力をきちん反映して、

そして会社としてはエクスパンドしているから、日本型システムでうまくいってい

るわけだ。 

そういった意味では、全部が変わらなければいけないのかといったら、それは企

業や産業や置かれている立場によって違う。やはり一番遅れているのは、金融及び

サービス業の知識産業の構築の仕方で間違えたということではないかということ

で、どちらかと言われれば、私は冨山委員の意見に重点を置いていただきたいと、

非常に目を開かせていただいた。 

（福井委員）私は、初めから日本の強みを生かして、なるべくプロアクティブに時代を先

取りするという感じのレポートがいいのではないかと思い、特に若い人の共感を呼

び起こすようなレポートがいいのではないかと申し上げているが、そういう観点か

ら行くと、かなりの部分うまく取り入れることができるのではないかと思っている。

あと、冨山委員の意見の中で、何か世代間のコンフリクトをより刺激するような

感じがあるが、人口構成の変化があったわけなので、無理に対立をあおるという問

題ではないのではないかと。将来のサステイナブルな受益と負担の関係を再構築す

るという意味で、そういうふうにフラットに書いた方が、よけいな反発を生まない

で済むかなと思う。 

それから、ナレッジ・キャピタル国家について、内容的にはいいが、日本語に直

した場合、知識資本という表現でいいのか。知識資本といったときに、ある識者か
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ら知的資本だと、知と知識は違うのだという議論を投げかけられたことがあって、

わからないでいる。ここを書くのなら知と知識が違うのか、厳密に議論する方がい

らっしゃるので、少し究明しておいた方がいいと思う。 

それから、金融については、プラットホームといっても、特区を設けるという発

想ではなくて、もう少し市場そのものの中に環境設定をうまく行っていくことが重

要だと感じている。 

また、見方によっては、非常に反発を呼びやすい言葉があるので、少しフラット

に書いておいた方が、かえってとおりがいいのかなという感じがした。 

そんなことで、冨山委員の意見をサポートする。 

（大竹委員）私も冨山委員の意見に賛成する。幾つかコメントがある。社会保障について、

国の関与のところの社会保障だけではなく、例えば若者への支援という意味で、教

育訓練だとか、あるいは子育てというのを含めた人材育成という、もう少しポジテ

ィブな面で入れるべきではないか。そして人材育成から成長という形で高齢者への

ベネフィットも増えるということをどこかに入れると、社会保障の世代対立だけと

いう形にはならないかなと思う。 

所得再分配の強化というのはよくないということだが、恐らく意図されているの

は、伝統的な弱者救済というか、産業保護みたいなものというのがかなり大きなイ

メージだと思う。必要昀低限の所得再分配、ここでも議論があったとおり、スリム

な再分配制度というのは必要だということは認識されていると思うから、従来の弱

者救済型の産業政策型の再分配政策というのはよくないということを明記したら

どうかと思う。 

（柳川委員）先ほど冨山委員が昀初に言われたように、ある種の世代解体、世代間対立の

問題というのは、前回のところでもかなり御議論があったと思うので、そこがより

クリアーになるというのは重要なことかと思う。 

それで、そのほかに官民のところというのもあって、広い意味での既得権益にし

がみついていることでの構造問題というのが明確になるというのが、やはり重要で、

それで先ほど福井委員、大竹委員からもあったけれども、やはりポイントは若者の

視点に立って、純粋に若者ではなくてもいいんだと思うけれども、若者を含めてあ

る意味での、新しくこれから経済を発展させようという意欲がある人に向けてのポ

ジティブなメッセージというのがここから浮かび上がってくるというのが総論の

ところでの重要なポイントかと思う。 

それから、先ほど会長からお話があったビッグ・プッシュのところに関わるけれ

ども、そういう意味で、用語の問題はさておいて、どういう政策のビッグ・プッシ

ュをやるのかというところは、多分今の流れでもって、もう少し明確にしておいた

方がいいんではないかと思う。 

その意味では、内外のヒト・モノ・カネの移動を妨げるさまざまな障壁とか政策、

それから、既得権を保護して、活力をもたらすはずの参入を妨げるような政策、こ

ういうものを排除していくというところは、恐らくその後の具体的な目標のところ

で明確に出ていると思うので、ある種そういうところをきちんとメッセージを出す

というのは重要ではないかと思う。 

ただ、これだけだと、先ほども言われたように、やや改革をして競争できるとこ

ろまでもっていくという話なので、もう少しプロアクティブなところがプラスで必

要なんだと思う。 
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そういう意味で行くと、ある意味で、ビッグ・プッシュというよりは、ビッグ・

リリースで、いろんなものを外していくという、ただ、ビッグ・リリースという言

葉がいいのかどうかは、私はワーディングが下手なのでわからないけれども、多分

前半から出てきているメッセージというのは、ある種、アクティブにやって活力を

見出すような人たち、あるいは活力を生み出しているような企業に対してもってい

るような障害はできるだけ外していくことこそが、どこかで出てきたけれども、真

の構造改革という話になっているのではないか。その辺りは非常に重要なメッセー

ジかと思う。 

（氏家委員）今のお話と、昀初に会長が言われたビッグ・プッシュという言葉が政府の更

なる介入をインデュースするのではないのかという点は、私も実は気になった。ビ

ッグ・プッシュという言葉は置いておいてといわれたが、新しくビッグ・リリース

という言葉をつくるよりも、この文章の中に、規制緩和、規制改革、つまり市場の

枠組みを考える上で、政府の関与を極力小さくすることをはっきり書き込む方がい

いのではないか。市場における規制を昀小限にとどめて、公正な評価、規律づけが

なされた云々というように、政府の規制を外していくことによって、アクティブな

活動が引き出されることをより明確にした方がいい。 

（八代議員）皆さんがおっしゃったとおりだと思う。きちんと新たな市場主義経済システ

ムを打ち立てていく、これは今、まさに氏家委員の言われた政府の関与を昀小にし

ていくという点、これはやはりきちんと入れていただきたいと思って、やはり今や

タブーとなっている市場主義というのを、ここはもう一回正論として持ち出す必要

がある。私は新たなというより、健全なという言い方をしているが、余り評判がよ

くないので、あえてこだわらない。 

２番目は、とりわけ若年者世代ということも大事で、やはり今はどうしても高齢

者いじめだとか、姥捨て山だとか、非常にヒステリックな反応があるけれども、過

度の世代間所得移転のために本当にいじめられているのは若年者なわけで、だから、

そこはむしろこれからの世代を担う若年者が損をするような仕組みというのは維

持できない。維持できないとすれば、それは結果的に、今の高齢者にとってもマイ

ナスになってくるわけで、小さくてもサステイナブルな社会保障制度というのが、

結果的に高齢者のためにもなるんだということを強調していただきたいと思う。 

では、今の貧しい高齢者はどうするのかということだけれども、私は、そういう

ときは貧しい高齢者は豊かな高齢者がちゃんと面倒を見る、世代内の所得再分配、

特に団塊の世代の高齢者というのは、大竹委員が前から指摘されているように、昀

も所得格差の大きなグループだから、豊かな高齢者が貧しい高齢者への所得再分配

を強化するということは、ある意味でプラスになるし、そういう再分配というのは、

冨山委員も否定されていないと思う。そこは、大竹委員が言われた点だと思う。 

だから、やはり社会保障の改革、今、まさに国民会議でもやっているけれども、

どうしてもまさに冨山委員が言われていたような対症療法的で、取れないはずの保

険料をまだしつこく取ろうということに全力を挙げているようで、そういうことで

はなくて、やはり基本は、小さくても確実に守られる社会保障をつくっていくとい

うようなニュアンスが出てくれば非常にいいのではないかと思う。 

（牛尾委員）これまでの議論で行くと、今、ちょうど議論になった若者世代と高齢者世代

の間に、まだ十分若者世代に対する暖かい風が流れていない、既存のいろんなもの

というのは、やはりどちらかといえば、高齢者に優しい既得権、官に優しい既得権
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というものが、かなり 20 年、30 年確立してきて、それを除くという行為は、やは

りビッグ・プッシュで官の既得権の力で協力してもらわないとできない、土光臨調

以来、ずっと経験してきて、どんなに叫んで、どんなにメディアも込めて、民がで

きても本当に限界がある、ここはやはり官の力があるのでビッグ・プッシュという

表現は生きていいんではないか。 

しかし、今、柳川委員が言われたように、そういうものというのは、古いシステ

ムを除いて、取り去ることが多いが、プッシュかどうかというのは、確かに問題が

あるだろう。 

ただ、考え方としては、古いシステムから新しい仕組みに変わっていくプロセス

というのは、やはり日本の社会は、特に古い仕組みを取れば、黙っていても民の力

で新しいものが出てくる。戦後でもそうだった。 

だから、古い仕組みと闘って新しいものが出てくるというのは、アメリカなんか

では非常にあるんだけれども、日本みたいな穏やかな社会は、古い仕組みさえ取っ

てやれば、一時をおいて、新しいものがずっと出てくる社会だから、やはり古いも

のを取るということは、政治やそういう人の力というものがそこで大きく発揮され

るんだろう。 

それで、若い人並びに若い人に理解を持っている中年高齢者というのは結構多く

て、政治もその辺は、単に高齢者が増えてくるということだけで考える必要はない

のではないかという気がする。 

今、出てきた現実の問題としての高齢者の既得権がどんどん削られていくという、

高度成長もない、高齢化社会になって、逆ピラミッドの人口構造というのは、宿命

的にそういうものがあるわけだから、これは高齢者の中で解決しようというのもま

た反発が出ると思うが、やはりこういうものに対する対処というのは、表現だけの

問題だけれども、これまで広くやってきた、そして、松下幸之助さんみたいな人は

別だという２～３％だけを排除してやっていったもので、もう 50％の人だけに狭

く深くやるという発想の切り替えは大事だと思う。要するに、これまで恵まれた人

は外してというのは、ほんの２～３％しか対象ではなかったが、私は５割ぐらいの

人までそういうものは辞退して、その代わり、本当に困っている人を狭く深く歳出

を考える、そういう考え方が従来なかった考えだけれども、そういうものができれ

ばいいと思う。 

それから、我々は人を使っていて、同一労働といったら２～３％しかなくて、多

様な労働形態にして、多様な賃金制度というものが、新しい柔軟な社会を支えてい

るわけだ。そこへ、総資本と総労働との関係みたいな同一賃金、そういうものが前

に出ると経済は止まってしまう。現実には経営者というのは同一労働なんかはなく

て、多種多様な労働をいろんな質、用途を見分けながら多種多様なシステムをつく

って対応するから魅力がある経営というのは成功するので、こういうものを同一労

働・同一賃金と言った瞬間に公正な評価ができないということになってしまう。評

価というのは、多様に評価していくわけだ。この前も冨山委員が言われたように、

日本の英知というのは、現場を込めた集団にあるのであって、そういうのが日本の

特質だ。 

やはり、若い人たちをどう考えるかというのは、本当に長年若い人が発言する機

会を失って、だんだん社会的な閉塞感にとらわれて、それでいろんな事件を起こし

ている。しかし、個別に会えば、そうではない環境に置けば、やはり文明というの
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は、豊かになるほど能力も増えてくるのは当然だ。企業の中で上手に使っていると、

目を見張るような若い人はいっぱいいる。個よりも全体を考える人もいっぱいいる。

そういう点が、やはり全体としてもっと若い人が希望を持てる社会、そして国と

か社会に責任を感じたくなるような環境をつくるためには、大きく若者にスポット

を当てる必要があるし、若い人というものにスポットを当てたのは、昀近の提言で

も非常にない。弱い人を助ける話はよく出てくるけれども、若い人というのは、実

は未熟という一つの弱さを持っている。それも助けるのではなくて、若者が出よう

と思うと、本来は消えていくべき古い仕組みが残っており、常に行く手を阻む為、

全然行かなくて、さっと逃げてしまうから、除けば必ず出てくるわけだ。 

だから、そういう点、日本の社会は、廃業率と創業率の問題でも容易に廃業でき

るように個人保証の問題、いろいろな問題を上手にやめさせることが、自由にして

廃業さえ増やせば、黙っていても創業は増えてくる。 

息子もふるさとに帰って開業するようになるわけだ。それは残っているから全部

東京や大阪で開業して成功率は減る。そういう点では、考えないといけない。 

それで、冨山委員の意見を聞いて、本当に目が洗われたと思う点がいっぱいあっ

て、非常に反省してしまうけれども、やはり重ねて、今、八代委員も言われたよう

に、市場経済原則というものを再度見直して、それは実はグローバルにつながって

いくことだという確信を持つことだ。 

それから、アメリカでも民間主導型の経済の範囲というのは、まだ 80％ぐらい

だが、20％ぐらいは官の影響、官の監視、規制というものがある、それは構わない。 

しかし、日本はそういう数字は正確にはわからないけれども、私は、同友会をや

っているときからこの問題に取り組んでいるが、まだ 50％位しかない。要するに、

官庁の強いにらみを効かせれば、それだけで形は民間主導型の経済だけれども、大

きな決定は全部官の方を向いてしまうという、民の経営者の自由にはなっていない。

やはりこの民間主導型の世界が 80％ぐらいになったときに、日本の経済という

のは、ますます活性化をし、そういうことが、実はグローバリゼーションにつなが

るんだということを、かなり大胆に言っていいのではないか。 

そういう意味で、グローバルのマイナス面から言うと、３つの目標というところ

があって、ここの中で、安全と安心の社会でも、やはりホモジニアスな日本社会で

安全・安心が確保されているのではないか。外国人が 10％、15％増えても、ルー

ルや運営で安全と安心が保たれるような社会システムの検討に入るべきだという

ことが大事。 

しかし、安全と安心が大事で、外国人を入れないという発想ではない、ここが非

常に大事だ。今は安全と安心は外国人が入ってくると、必ずつぶされるんだと、そ

れが昀近の事件では外国人労働を入れるときでも、期待とこちらの許容が１けた、

２けた違うぐらいの差があるのであって、我々はそういうものが入っても十分やっ

ていけるシステムというものを、もっと強化するべきだ、強いシステムにするべき

だ。人間、ホモジニアスな優しい日本人ばかりに頼った安全と安心ではなくて、そ

ういう人が主力にさえいれば、安全・安心が保てるようなシステム、または治安の

在り方なんかの検討に入るべきだということを、きちんと書いておいた方がいいと

思う。 

特に知的社会というのは、ナレッジなのか、インテリジェンスなのか。非常に大

事だと思うが、昀近インテリジェンスの方ばかり言っている人が私は多いと思う。
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これも何か多くの人がこういう社会というと、非常に差別のある社会という印象が

ある。努力すれば、だれでもそこに到達できるんだという、そういうすき間を見せ

る必要があるという表現に、大卒でなければ、一流大学を卒業しなければだめなの

かというような印象を与えないような、こういう問題提起をすることがあるわけだ。

堺屋太一さんなんかが、知財の社会というところで、幅広く書いているけれども、

ある程度そういう知識というのは、私は非常に大事ではないかという気がする。 

それで、若い人の問題が大きく出ているが、古い仕組みから新しい仕組みの中に

は、若い人を重視する以外にやはり男女共同参画という女性という問題が大きくあ

るだろう。それからワーク・ライフ・バランスという、暮らし方と働き方のバラン

スを変えていくということもあるだろう。ここのところは、今、政府でも非常にや

っているし、諮問会議でもやっているわけだから、ここにもワーク・ライフ・バラ

ンスという表現と、男女共同参画というものは、少し新しい仕組みをきちんと明確

に書かれた方がいいのではないかと私は思う。 

（小島（明）会長代理）皆さんの議論を聞いていながら、非常に共鳴すると思うが、この

報告の一つの大きな重要な点は、少子高齢化、世界で昀も先頭を行っている日本、

これがそういう世界にない新しい状況で、どうやって新しい経済社会の発展モデル

を開いていくかということで、日本の問題であると同時に、世界も注目しているし、

非常に重要な問題、それに対するメッセージを出そうという気構えが必要だと思う。

人口の問題は、福井委員を中心に、盛んに潜在力を生かして、プロアクティブな

ことが重要だという指摘があるが、これも賛成で、人口の問題も非常に多くの場合

は、年金の問題も含めて、後ろ向きな議論にとどまっているわけだが、しかし、人

口問題全部が見渡していく、世の中にもっている潜在的な、まだ残っている潜在力

をいかにして生かすかということがポイントではないかと思う。 

高齢者問題は、昀近、それを放置すると政治がもたない、若者が夢を持たないと、

経済がもたない、女性が夢を失っていると、少子化が止まらない、こういうことな

のだが、一つの大きな問題で、高齢社会は非常な勢いで進んでいるが、世界昀高齢、

昀長寿社会である日本で、もっとも早い強制定年制を敷いている矛盾というのは、

みんなが指摘して、これが問題だ。 

つまり、能力はあって、やる気もある人たち、高齢層を一括して高齢層イコール

弱者と言って扱って、それで若者とぶつけながら議論しているという仕組みが一番

の問題であって、65、70、75 歳ぐらい、能力もまだある、やる気もある、しかし

社会の制度がその能力を発揮することを拒否して、その結果、高齢層全体を弱者の

世界に追い込んでしまうという仕組み、それは潜在的な能力をつぶしているわけだ。

これは昀大の矛盾で、ここの活力がある程度生かされないと、これは世代間の問題

ももっと深刻になる。 

それから、そういうことを生かさないと、一方で少子化であり、生産年齢人口が

急変している、さあ大変だ、移民を入れなければという議論をしながら、20 代の

若者失業率は異常に高い。それは、その使い方も正規社員であるとか、要するに能

力活用が若者世代においても全くなっていない。その能力をフルに活用するという

ことは、要するに労働力人口の供給が増えるということと同じなわけだ。そこも能

力の活用、それから女性が途中で子どもを産んだら、次はキャリアのポストに戻れ

ないという、例のＭ字型の雇用就業形態、これは先進国では日本だけが残っている

わけで、これをうまく調整することによって、女性の潜在能力は持続的に発揮され
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て、それによって女性に夢が与えられて、能力のある女性も仕事をしながら子ども

を育てる、少子化に歯止めがかかるということで、これも長期的なストラテジーと

して非常に重要であって、全体をポジティブに何をすれば、何が動くか、いい方に

動くかということで、それぞれが持っている、高齢者の層が持っている潜在的能力

をいかにして生かし切るか、女性が持っている能力を生かし切るか、若者の社会が

能力を生かし切らないで、むしろ逆になっていることをどうやって救っていくか、

そういう視点で人口問題ということをとらえると、新しい少子高齢化社会、日本の

次のモデルということで、明確に出てくるんではないかと思う。 

今の場合は、要するに、高齢者を一括して高齢者であって弱者という話で、そう

いう制度だと、すべての人が弱者の方にした方が得になる、みんな弱者のふりをす

るという社会になっているわけだ。むしろ、弱者の方が確実だ。それを絞り込んで、

弱者は本当に社会が支える、支援するという仕組みは一方でちゃんと打ち出しなが

ら、今、過半数の高齢者が弱者だと思わされている社会だ。 

そうではない。やはり弱者ではありたくないと思いながら、制度のために、そう

いうふうに追い込まれている、それを改善するという、何も同じ職場にずっと 80

までいると、若者の意識が落ちてしまうということではなくて、いろんな形で雇用

機会が与えられて、あるいはボランティアでもいいし、大学でまた勉強するのもい

いし、また職場でチャレンジするのもいいし、いろんな形で社会に参画するチャン

スが、能力と意欲さえあれば、開かれている社会をどうやって用意するか。それに

よって、やはり人口問題全体が、今、非常にグルーミーに議論しているものが、よ

り発揮するという格好で、議論も政策も変わり得るんではないか。あるいは個々の

政策の位置づけもそういう大きな方向づけの中で、より説得的な、単純にいきなり

世代間の問題、対立の問題としてとらえる必要がないんではないかという感じがす

る。 

もう一つ、八代委員の日ごろの議論は基本的に賛成だが、ただ、市場主義という

主義を入れると、反市場主義者がいる。その原理主義がそうだと理解したら、もう

議論は止まってしまう。市場の活力を生かしながら、要するに市場主義というふう

に主義を入れても、すぐ反市場主義が出てくるわけだから、それは原子力反対と賛

成と同じで、中間の議論がなくなってしまうので、これはなるべく主義を入れない。

市場のダイナミズムをいかに活用するかという積極的な言い方にした方が、勿論、

市場の結果をチェックしながら、非常に持っている潜在的な活力、これをいかにし

て活力を生かす、全体にとってプラスとなる余地がまだあるんだというような訴え

方の方が、議論が広がりやすいんではないか。原理主義の議論をいきなり誘発しな

いようにした方がいいという感じがする。 

（牛尾委員）魅力ある市場を続けるために、常に市場は再設計していないとだめだ。 

（小島（明）会長代理）日本で市場の失敗というのは、大体政策の失敗だ。市場がないと

ころで、市場の失敗のしようがない。それも含めてみんな失敗は市場の失敗になっ

てしまっているところがあるから、市場のもっている本来の活力がまだ生かし切れ

ていない、そのためにマイナスが生じている点、そういう点を少し整理した方がい

いと思う。 

（小島（順）委員）冨山委員の意見は、ちょっと表現が強過ぎるところはあるけれども、

考えようによっては、この方がわかりやすいという感じが直感だ。 

それで、特に私がずっと問題意識を持っているのは、少子高齢化の中の「少子」
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が、やはり周辺の国に比べて、まず勢いがない、それから学力そのものもかつてよ

り大分下がってきているという点だ。この「少子」をどう元気づけて、勢いづけて、

国際社会で通用する人間にするか、ものすごく大事なところを、しっかりうたうこ

とが重要だ。 

それと、高齢者に対する対応は、これは言われるとおりで、やはりもう少し政府

が制度的に支援するということも大事なんだけれども、弊社でもそうだが、やはり

定年後も力のある人には嘱託などで会社にどんどん入ってもらうということが更

に大事だ。 

もう一つは、リタイアした人が集まるＮＰＯがあり、１万 5,000 人ぐらいが所属

しているそうだけれども、そこで勉強会だとか、技術供与だとか、いろんなことを

やり出すと、ものすごい勢いで動き出すはずだ。だから、そういうことを逆に政府

が支援するようなことをやったらいいかなと思った。 

冨山委員の意見に、全体的に、私は基本的には賛成なので、もう少しさっき言わ

れたように、高齢者のところに少し触れられるといいかなと思ったが、それ以外は

大体賛成だ。 

（川勝委員）冨山委員の御報告は、いつも歯切れがよくて、共感するところが多いけれど

も、特に目指すべき姿として３つ、安全・安心、知識資本国家、自然資本国家と掲

げられている。 

その冨山委員の安全・安心、知識資本国家、自然資本国家の３つを実現するため

の一番の基礎に世界昀大の金融資本を活用しなさいということだ。ここが一番のポ

イントで、蓄積された金融資本の強みを活用するべきで、私はこの点を、金融資本

のあるべき姿、生かし方のあるべき姿を、目指すべき姿の中にきっちり書くべきで

はないかと思う。 

ちなみに、もう一つ大きな枠組みとして、明治維新に匹敵するほどの大変革をす

るのに、内からの改革が必要であり、したがって、140 年ないし 150 年ぐらいのス

パンで見なければいかぬということだが、日本は御承知のようにもともと安全・安

心な国だったわけだ。そして、人材しかなかった、第一次産業しかなかったという

ことで、冨山委員が言われているのはもともとあったそういうものをグローバルな

形で生かすべきだということにもなると思う。 

一方で、この国の歴史は、御承知のように昀初は知識を入れたわけだ。フルセッ

トで知識を入れて、それを輸入代替して、自分たちのものにした。その次は物を入

れている。同時に物を入れていると言ってもいいかもしれないが、その物を輸入代

替するというふうにしてきたということだと思う。 

ただ、しなかったことがある。それは外国の資本を入れなかったことだ。勿論、

鉄道のときに若干入れた。あるいは自動車産業のときも若干入れるわけだけれども、

基本的に外資を入れないという鎖国的な体質をずっと保ってきたわけだ。 

しかし、その金融資本がもう少し国際的なルールに従った、開かれたシステムに

生まれ変わる必要がある。しかも日本は巨大な個人金融資産を持っているというこ

とで、まさにこれをどう生かすかがポイントではないかと思う。 

人材に関してだけれども、日本における外国の人材との関係は、でき上がった人

材を外国人として入れたわけだ。それをお払い箱にして、人材の輸入代替も図った

わけだ。しかし、青年を区別しないで、高度な人材をこの国で育成するという国に

生まれ変わるべきだと。これは非常に高い理想だと思う。 
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だから、国籍は問わないで内外の若い人材を育てる国、重視する国という者を簡

潔にうたわれると、若者に夢が与えられるのではないかと思う。 

第二は、要するにライフスタイルが多様であるという国のことをここで将来の姿

として言う。 

第三に、国土のたたずまいというか、生活景観、自然景観を含めてだけれども、

国土のたたずまいが美しい国を目指すべきだということ。社会、環境づくり、それ

らの技術を生かしたたたずまいに変える。 

ともあれ、日本の金融資産というものをどう活用するかということが、この国の

将来にかかっているということだ。同時に、その活用の仕方がうまくいくと、外国

からの資本も流れ込んでくるであろうということで、個人金融資産 1,500 兆円をど

うするかということは、もう少し明示的に書く必要がある。 

つまり、今、日本の内なる国際化は資本の面と人材の面で求められている。その

両方とも取り入れる。また高齢者が持っている個人金融資産を若者の人材育成のた

めに、あるいは優位な企業のために投資できるような環境を整えるということが柱

になるのではないか。 

その意味で、やはり内なる国際化というのは、今、明治維新以来の 150 年で見る

と、ようやく人を入れる、外資を入れる、また国内の資産を海外も含めて、優良企

業を育てるために、あるいは人材を育てるために活用するところまで来たんではな

いかという感想を持っている。 

（植田会長）まだ御議論があるかと思うが、一応、私の感じでは、まとめて１つの案にす

る可能性がありそうだと思えてきた。ただ、どういうふうに文章を作成するかとい

うのは、また大変な作業になるかと思うが、何とかできそうだという気もしてきた。

その際だが、事務方と打ち合わせしていて、そういうこともあるんだと思ったが、

これは何となく総理に対して我々が思っていることを伝えるというふうに発想し

がちであるが、むしろ総理の諮問機関である諮問会議の調査会の報告であるという

こともあって、それからちょうどＧ８の首脳会議の直前でもあるということで、そ

れを総理が受け取られて、これでいいということになったとすると、総理から国民、

あるいは世界の首脳へのメッセージにもなるので、なるべく前向きのメッセージが

出ることが望ましいし、わかりやすい表現になるということが望ましいと思う。そ

ういう観点も、今後の作業の中で加味していただければと思う。 

（牛尾委員）やはり今回は初めからサミットで日本の姿を見せるということが、この調査

会のテーマの大きな目標であったわけだから、やはり英訳するというよりは英語で

書いたものを日本語に訳すぐらいのつもりで、英語として非常に説得力のある文章

にしないといけない。 

英語になりやすいということは、日本語にすると角が立つということになるんだ

けれども、そこのところは今、小島会長代理が言っているように、市場の活力を自

由にするとか、そういう言い方を配慮して、年長者というのは配慮し過ぎておかし

くなったところがあるけれども、英語で書いて日本語に訳すぐらいのつもりになら

ないと、英語になりやすい日本語を書いてしまうと、日本でも全然魅力がない。そ

こは非常に大事なところだと思う。 

海外は、こういうものに対しては非常にしゃべり方がうまい。自分の国を売るの

がうまい。日本というのは非常に下手だ。それは語学力のせいではなくて、表現す

ることを余り教わってないからだ。 
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今度のアメリカの大統領選挙を見ていて、すごいと思ったのは、この前も言った

ように、レースフリーとジェンダーフリーとエイジフリーという３つのアメリカの

フリーというのは、正しい評価が前提だけれども、やはりオバマというのはレース

フリーを身をもって示したわけだ。ヒラリーは、それに応えて、自分は負けたけれ

ども、ジェンダーフリーというものはここまで来たということを、アメリカに示す

ことができたとスピーチしているわけだ。それに対してエイジに関しては、共和党

の候補というのは、もう世界中が 50 代、40 代のときに 71 歳のマケインが敢然と

出るというのは、もしマケインが勝てばエイジフリーの典型的な象徴だ。３つのフ

リーを３人の候補がやる。ああいうことがアメリカのすごいところだと思う。世界

中が報道しているから、それは大変なメッセージだ。 

そういう点で、政治というのはなかなか難しいことが多いけれども、そういう時

代に世界が入っているから、この報告にも表現としてはわかりやすさ、伝わりやす

さというものを非常に重視することが、しかもグローバルに伝わりやすいものにし

なければいけないということを申し上げたい。 

（小島（明）会長代理）Ｇ８サミットの話があったので、サミットでは、新たな重要な問

題は食糧の安全保障とかだ。環境は前からそうだけれども、その辺をもう少しこの

中に入れる余地があると思う。 

それは、日本は非常に強い分野であり、将来の経済社会、産業を引っ張っていく

要素を持っている分野だから、もう少しそれを戦略的にびしっとメッセージを出す

と、Ｇ８に対するメッセージも通りやすいと思う。 

資源については、1970 年代の石油危機と比べる議論がかなりあるけれども、あ

のとき日本は短期間で石油危機を乗り越えて、新しい、大変筋肉質な経済体質にし

たということが、新しい日本の奇跡として注目されたほどなわけだが、今回も値上

がりして大変だということだけではなくて、これを克服する過程での日本の可能性

は、どういう姿勢で克服するのかというところは、非常に大きな可能性の分野だと

思う。 

ただ、石油が暴騰した後、80 年代後半、90 年代は暴落して、その後、日本の経

済の中で、省エネとしては大分だらしなくなって、エネルギー原単位から下がり止

ってしまって、ずっとぺたっとしていた。もう一回それを活性化してやるチャンス

であるし、それを刺激するような議論、提案があったらいいと思う。 

食糧も一時的に暴騰しているということだけでなくて、多少の行き過ぎはあるに

しても、かなり厳しい食糧状況というのが、グローバルに出てきている。そういう

中で、日本の提案、自給率、エネルギー換算で 40 を切っている、39 ですか。1960

年代ぐらいは 70％を超えていた自給率がそこまで落ちてしまった。品目別に見る

と、米以外はみんなひどくて、大豆は 10％台だ。何でこんな農業にしてしまった

のかというところは、非常に生産の問題は深刻であって、それを正常化する過程で、

かなりまた新しい可能性、チャンスもあると思う。 

前からのサミットで議論していた、21 世紀型の技術のパラダイムであるＩＴを

どうやって使うか。それが全体の報告書の案の中にも少し弱いような感じがする。

ＩＴによって経営スタイルも行政スタイルも生活スタイルも教育スタイルも変わ

っていきつつある。それをどこまで変えるべきかという視点。政府についてはｅ－

ガバメントをもっとやってほしいと思うが、ＩＴ関係のものをしっかりやられたら

いいなという感じがした。 
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（氏家委員）人が集まるのはそこにビジネスのチャンスがあるからだというのを指摘した

方がいい。例えば、特に金融・サービス改革の基礎研究などの知的創造に係る人材

に、ビジネスやポストを開放するとか。ここに何らかのビジネスチャンスがあると

いう指摘を入れていただけないかと思う。 

（岩田所長）伊藤議員の方が詳しいかもしれないがが、先端研というものがあって、まさ

に世界の先端の科学者を招聘して、そこで研究していただくということで、私は、

駒場にいたので、話をいろいろ聞いているが、今、ビジネスチャンスということと、

それからニワトリと卵のようなところがあって、いい人を引っ張ってこようと思う

と勿論環境も大事だが、周りにどのぐらい優れた研究者がいるかという、一種の集

積の利益のような、つまりアメリカの研究所だと周りに何人かノーベル賞クラスの

人がいつもいて、そこで話ができるということが実は魅力で、そこが引き付ける点

になっている。それをどうやってつくり出すのか。これがまた非常に難しいが、そ

ういう人たちが集まりやすいような環境が、安全だけではなかなか難しいかなとい

うのが１つのコメントだ。 

もう一つ、高度人材に占める外国人の比率を現在の３倍にするといったことも非

常に結構だが、ベースをどこに取るのか。国内にそれを限るのか。つまり日本の企

業が海外で随分高度人材を雇用している部分があると思うけれども、そこのベース

をどういうふうに取るのか。私も複数の資料をいろいろ見ているけれども、例えば

ＯＥＣＤの科学技術局による高度人材の日本の 2005 年だと、比率は 0.1％となっ

て、ＯＥＣＤの平均が 4.3％なので、３倍にしても全然まだ昀下位を脱しないとい

う話になって、つまりベースをどこに取って、それを何倍にするか。この辺を少し

考えられた方がいいと思う。 

（伊藤議員）高度人材は、岩田所長から 0.1％が 0.3％になってもしようがないのではな

いかという話があったが、あとは外国人は高度人材だけでいいのか。町自体がいろ

んな階層のところで全部コスモポリタンになってなければ、高度人材だって来るわ

けがない。 

それから、岩田所長が言った点だけれども、集まるためには集積の利益があるわ

けで、その集積自体が日本の国内で進んでいない。もうばらばらなところにばらば

らな人材を張り付けている。特に研究機関、大学というのはそうなわけだ。冨山委

員の考えだが、もう少しより具体的に、中央省庁幹部と国立大学教員の年功序列撤

廃というのは大賛成だけれども、これを何か数値化できるのであれば数値化してい

ただければいいので、あとは退職金のところと年金制度のところが人材が横に動く

昀大のネックなわけだから、そこはきちんと書かないといけないと思う。 

数値目標もいいけれども、やはり政府ができることと民間がやらなければいけな

いことで、金融政策ではないけれども、その手段から昀終目標に行くところの、ど

この数値目標を書くんだという、昀終目標を書くのもいいけれども、やはり手段が

確保されていなければそこまでいかない。トランスミッションも含めた意味で、操

作手段、トランスミッション、昀終目標のどこをねらっているんだということを、

少しはっきりさせた方がいいと思う。 

（植田会長）そこの対応関係は弱い。 

（柳川委員）私も今、伊藤議員が言われた点は非常に気になるところで、数値目標がいろ

んなところに出てきてたくさんあると、結局そこだけに縛られることになって本末

転倒になりかねないので、数値目標はかなりターゲットの絞られている明確なとこ
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ろに関してだけ、ごく数を少なくしないと意味がないと思う。 

そうすると、私の感覚だと、数値目標がないある種の政策ターゲットが書いてあ

ってもいいと思う。そういう意味では、ここは二段構えになっていた方がいいと思

っていて、数値目標が出てくる話と、政策のターゲット、あるいはプロセスのター

ゲット、そこは二段構えのバロメーターでいいのではないかと思っている。 

その観点でいくと、先ほどの人材が横に動くというところも、何人かという話よ

りは、伊藤議員からあったけれども、退職金の税制優遇とか、さまざまな制度の障

害がなくなっているとか、年功的要素が完全に撤廃されているとか、ここは数値目

標ではないけれども、明らかに明確なターゲットであって、こういうものが横に動

く上では非常に重要だから、そういうものはきちっと書いてあるということが重要

なことではないかと思う。 

人材が横に動く話は、私もこのポイントが重要だと思うし、海外からという話で

いけば、やはり受け入れというときにもいろんなやり方があるし、いろんな滞在の

仕方があるんだと思う。移民でなくてもいいわけだし、あるいは何年か、短期でも

いいのかもしれないし、フレキシビリティーを高めるという上からすれば、いろん

なパターンで人が入って来られるという意味での、ある種のビザの辺りの柔軟性が

重要ではないかという気がする。 

（岩田所長）人材でもう一つ。金融の話との関連で、貯蓄が確かにあって、金融資産が豊

富にあって、それをどうやってうまく使うかということだけれども、一つの私の身

近の例で言うと、１年ぐらい前にある短資会社の見学をさせてもらったことがあっ

て、リーディングルームをぐるっと回ったけれども、デリバティブをやっているセ

クションがあるということでそこを見せていただいたら、そこで働いている人の９

割ぐらいが外国人で、日本人の方は１割ぐらい。ほかのセクションは大体日本人だ

けれども、つまりデリバティブの取引を実際に電話とかでやっているレベルのとこ

ろから、ロンドンとかから特別に人を持ってこないと、取引自体が日本のマーケッ

トで行われないということで、非常に印象深く思ったが、要するにアメリカのマー

ケットとかイギリスのマーケットと比べて、どこが違うのかというと、質が高くて

多様な金融資産をどのぐらいそのマーケットが生み出しているかというところが、

すごく大きいところだと思う。 

これはグローバル・インバランスの話とも関係があって、どうして中国は貯蓄を

国内に投資しないで、アジアに投資しないでアメリカに持っていってしまうのか。

そうすると、経常収支というのは資本収支の裏側でもあるわけで、つまりどのぐら

い質のいい多様な金融資産を、日本のマーケットが提供できるかということが、ど

のぐらい引き付けられるかというポイントになると思うが、そこで危険なことを申

し上げると、アメリカはそれをある意味でうまくやったのは、今度はそれが失敗し

た面だけれども、シャードーバンキングシステムというか、つまり新しいことをや

ろうという活動を少し、表の銀行活動でないところでどんどんやる。 

これはとても微妙な点で、ヘッジファンドの役割とかをどういうふうに位置づけ

たらいいのかということで、アメリカとヨーロッパでそこのところがいつも対立し

て、どこまで規制すべきかどうかというのが、デリケートな点ではあるが、私の印

象だとアメリカの金融はどうして元気がいいのかというと、言わばスピンオフした

非常に元気のいい人がヘッジファンドのマネージャーとかになって、新しい分野を

常に開拓するという活動が、非常に活発に行われている。そういう活動がやりやす
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いようなマーケットの環境をつくるということに関しては、非常にセンシティブと

いうか、気を使っているところがあると思う。 

（川勝委員）人材を海外から集めるということに関連して、私は、高度人材が外国人が占

める率が３倍というのは、現在 10 万人余りいる外国人留学生を政府の御方針で 30

万人といわれているけれども、そういうことかなと。 

単に若者だけではなくて研究者とか家族を持っている方がお越しになるので、一

番昀大の問題は衣食ではなくて住だ。勿論、住の中には子ども教育ということで学

校も入ってくると思うけれども、そうした環境はこの国では今まで余り考慮されて

こなかった。むしろ等閑視されてきて、外国人 10 万人計画を打ち出されたときも、

大半が東京の大学に来られたわけだが、反日ないし嫌日になって帰っていくという

ことがあったわけだ。それでいろんな企業が留学生のために留学生会館をつくった

りされたわけだ。 

要するに、大学側がそういうことをしてないので、大学における生活研究環境を

よくする。これが高度な人材を受け入れることになって、それはそういう先生方の

アコモデーションだけではなくて、その先生方がお持ちである、あるいは結婚した

高度な人材の子どもたちが行くべきビジネススクールというか、そうしたものを視

野に入れて高度な人材を、幼児から文字通り現役の高度な人材も含めてどうケアす

るかというふうに考えないとならないと思う。そうでないと来ないと思う。 

（小島（順）委員）全く同感で、日本に来た外国の学生たちが、非常に住みにくい。例え

ば、下宿を借りようとしても大体がみんなノーになってしまう。それで我々も一生

懸命会社の寮などを提供し始めたが、やはり住み心地がいいことって、ものすごく

大事ではないかと思うので、その辺が必要かなと思う。 

バロメーターについては、さっきどなたかが言われたけれども、いっぱい数字を

出すと、その数字のベースは何だろうかとか、数字だけが先走りすると何となく問

題があるので、どこかに数字を絞った方がいい。例えば一番昀後に、世界に開かれ、

世界とともに生きる、といったところに入れるのは、何となく夢があっていいよう

な感じがする。しかし、それ以外のところにいっぱい数字が入ってしまうと、何と

なくその数字だけが先行して、昀初の主文と数字のところが、どちらがメインかわ

かりにくくなってしまうことがあるのではないかと思うので、数字はどこかに絞っ

た方がいいのではないかというのが、私の感じだ。 

もう一つは、洞爺湖サミットでこれを使って首相がしゃべられるということでは

なくて、これがしゃべられる中の一つの材料になるということか。 

（植田会長）はい。 

（小島（順）委員）しゃべられるならもっといろんなことをしゃべられるだろうと思うか

ら、ここのどの部分を首相が取り上げられて、それがどういう格好でＧ８だけでは

なくてほとんどの世界にアピールするかが重要となる。そこがどこかと言うと、さ

っき牛尾委員が言われたように、やはりわかりやすくどこかにポイントを絞って言

わなければいけないかもしれない。地球温暖化の部分と、食料の部分と、それから

世界の経済と多分アフリカの話が必ず入ってくる。そういうことをしゃべられるん

だと思うが、その中の一部にこれが取り上げられて、どこが一番アピーリングかと

いうことは、是非考えていただければと思う。 

（牛尾委員）今、皆さんがおっしゃったお話を聞きながら、たくさん数字が出てくると、

どこかで矛盾するんではないかという気がして、数字は昀小限にした方がいいだろ
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うと思う。それもできるだけトータルな、大きな目標だけにして、個別は現段階で

は方向性をきちんと明確に伝える方が大事だという。数字がなくてもいいではない

かという表現もあるから、そういうふうに考えた方がいいと思う。 

人口問題についての考え方だが、今、日本は少子高齢化で人口が減るということ

を恐怖のように考えている人が多いけれども、とにかく世界で人口が増え過ぎてい

る。先進国で人口を増やさないできちっとやっていっている国は、まだ示されてな

いけれども、ＥＵでドイツやフランスは人口問題に悩みながら、ＥＵという連合体

をつくることによって生きる道を続けて、しかも自由化で本当に労働も自由に動い

て、消費者もマーケットをコモンマーケットで拡大したという一つの実験的な効果

は、結果としては成功していると思う。社会は非常に変わったけれども。 

日本もやはりアジアで、先進国として人口が減っても構わない。ただ、働く人に

外国人が増える。それも日本で増えるだけではなくてマーケットで、日本がマネー

ジしているところでどんどん増えていけばいい。後からついて来る韓国も人口が減

っているし、中国も中心部では増えない。これは非常にいいことなので、それをみ

んなが増やしたら、知的資本が拡大したらパンクしてしまうので、やはり日本は自

然に任せて、足りないものは外国から入ってくる、そして増えるときは増える、こ

れはもう社会が決めるわけだから、そこのところを割りとはっきりと考え方を決め

ないといけない。やたらに人口を増やすんだと思うのは、戦争中には産めよ増やせ

よというのがあったけれども、この時代は世界的に合っていないし、私はその点は

ヨーロッパに学ぶことは非常に多いと思う。 

その辺は、数字で高目のボールをほうり過ぎるのは問題があって、人口問題に関

しては結構日本は優れた結果もあるので、それを開いた国になって、開いても日本

の長所が失われないということにむしろ重点を置いていくということを考えてお

かないと、今はその辺がはっきりしてない。だから、具体的に数値目標は昀小限に

するということを是非お願いしたいと思う。 

（伊藤議員）アメリカのデービット・ワインシュタインという人が推計していて、今の出

生率でいけば 800 年後には日本人は消滅するというふうに言われているので、それ

はほっておけばそうなるのかもしれないけれども、それは必ずしも望ましい姿では

ないと思う。将来の日本の国土に日本人じゃない人が活動している。日本という国

は残るかもしれないけれども、日本人は消滅する。そういうシナリオは余り好まし

いものではないと思うので、やはり子どもを産みたいという願望はあるわけだ。た

だ、その人たちが産めない、産まない、あるいは産む経済力がないというのは、こ

の豊かな日本において、政策の失敗だと思う。 

だから、産めよ増やせよという政策をしているのは、ビッグ・プッシュをしてい

るわけではなくて、障害を取り除こうということを言っているわけだ。若い人が超

過勤務をやって、ワーク・ライフ・バランスが崩れている、女性が働こうと思って

も二者択一を迫られる。そういったことは障害であって、これは自然の力で出生率

が落ちているわけではないわけで、これは正面から取り組んで、子どもを２人つく

りたいというカップルはつくれるという社会を実現してあげるのが、次の世代に対

する我々の責任だと思う。 

そこは何が障害で、何が政策で無理を押し付けているとか、考え方が逆であって、

我々はその障害をつくり出しているんだから、それを取り除こうというふうに持っ

て行くべきだと思う。 
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（植田会長）もう少し具体的には、どういうことか。 

（伊藤議員）それはきちんと労働条件について、世界常識というか、普通考えられている

ような労働条件が実現するようにするとか、女性に関しては育休・産休をきちんと

取れるようにするとか、短時間労働についても、今は 100 万円の壁とフルタイムの

間がないわけだ。そこをきちんと短時間労働が不利にならないようにするとか、女

性の働くことについて中立的な税制にするとか、やることはいっぱいあって、答え

もわかっていると思う。あとは決断だと思う。 

（八代議員）今、伊藤議員が言われたのは、全くそのとおりだが、そういう個別の政策の

背後にある考え方が大事だ。今、言われた第三号だとか、配偶者控除だとか、そう

いう個別の制度は、１つの統一的な考え方から出てきているので、それを変えない

と実はなかなか難しい面がある。それは基本的に言えば日本的雇用慣行であって、

高度成長期にできて、男性が働いて、女性が家事・子育てをする家庭内の垂直的分

業。その結果、企業が世帯主を徹底的に企業内で訓練して、熟練労働者に育ててい

く。それで雇用は保証する代わりに、長時間労働を強いる。だから、長時間労働は

雇用保証、企業内訓練とセットになっているわけで、片方だけやめるわけにはいか

ない。 

だから、日本的雇用慣行をやめるというわけではなくて、今の日本的雇用慣行を

支えている、これは伊藤議員が言っているとおりだが規制、それも実は判例法だけ

れども、そういうものを直していかないと、幾ら民間が流動化しようと思っても、

実はそれができない。 

しかし、そのときの昀大の障壁は日本的雇用慣行はいいものだという、これは別

に連合だけではなく経営者の間でもかなりある考え方だと思うが、これを選択可能

なものにしていく。それがいいものだと考える企業はそれを取ってもいいし、そう

でない企業は別の形でやっても、税制とか規制上損得がない自由な労働市場にして

いくことがポイントだが、これが今、全然逆の形になってきて、むしろそういう雇

用が安定している働き方を守るべきであるという考え方が強いわけで、それがはっ

きり間違いだということを打ち出す必要があるんではないかと思う。 

報告書でいう、具体的な目標、バロメーターの意味だが、これは数値目標なのか、

それとも我々が考えている望ましい社会になれば、結果的に出てくる一つの状況で

あって、それを逆に一つのリファレンスとして考えるのかで、大分意味が違うわけ

だ。 

例えば女性の管理職比率、政府は２割と言っているが、私はもう少し上にして３

割ということを言っているわけだが、これは何が何でもクォータで３割にしろと言

っているのではなくて、結果的に今は伊藤議員が言われたような、女性が働きやす

い社会になれば、それぐらいは昀低いくだろうということになるわけだ。だから、

これは明らかに数値目標ではなくて、本当の意味のリファレンスである。 

これも実は男女共同参画社会では、女性の管理職比率を上げるためには、キャリ

アの女性を増やしていけば自然に管理職になるという、日本的雇用慣行を前提にし

て、女性の管理職を増やそうとしているわけで、それはもう全くナンセンスで、日

本的雇用慣行がかなり流動的になって、初めてそこから年齢にかかわらず、これは

女性でも男性でも管理職になることで、結果的に女性の管理職比率も上がるという

制度改革を通じてやらなければいけないわけで、その場合は数値目標ではなくて真

の意味のリファレンスとしてのバロメーターとして、こういうことを考えていく必
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要があるので、このバロメーターの定義もちゃんとここで、どっちの意味で言って

いるかを明確にしておく必要があると思う。 

（植田会長）それは私の理解では後者だと思う。 

（岩田所長）先ほど小島（明）委員の方から食糧とかエネルギーというのは、もしサミッ

トのことを考えるなら重要ではないかというお話があって、やはり１つ私が思うの

は、今、グローバルにはむしろインフレだけれども、それはエネルギーと食糧が中

心のインフレになっていて、それをどう考えたらいいのかというのは、議論の整理

はある程度必要ではないかと思っている。 

エネルギーと食糧は、部分的には重複しているところがあって、特にバイオ燃料

のところは、今、アメリカが既に2007年末にバイオ燃料を2020年まで５倍にする。

2017 年までに、ガソリンの２割はエタノールにする、そういう政策を強力に進め

ていて、それでトウモロコシの作付面積がバイオ燃料用に使われる。あるいはほか

の国もエタノールということで、森林資源をそういうものに変えるということで、

環境の方の問題にも跳ね返る。 

食糧の方の問題で言うと、いろいろな干ばつだとか、気候の変動がすごくおかし

なことになって、これももしかするとどこかエネルギーと関係しているかもしれな

いが、疫病もあるし、それからこういう政策的にエタノール、バイオフューエルに

もっと移っていこうということが影響しているところがあると思う。 

中国と南アフリカはトウモロコシをバイオ燃料にはしない。ＥＵも実は 20 年ま

でに１割代替の目標を持っているけれども、昀近はイギリスのブラウン首相が目標

を見直した方がいいんじゃないかというような、食糧とエネルギーの間で資源の取

り合いということも同時に起こっているんだと思う。 

私は、エネルギーと食糧は対応が若干違うと思っていて、食糧の方は明らかに中

長期的なバランスが新興国の台頭によって崩れてきているということがあると思

う。エネルギーの方は、どちらかというと物理的になくなっているわけではなくて、

投資をしてこなかった、今も投資が不足しているので、４、５年先に供給制約が明

らかになるということを見込んで、先物市場に資金が大量に流れているという、こ

ちらは言ってみると投資不足による将来の供給制約というものが、より強く効いて

いる話ではないかと思う。２つは関連もしているが、若干違うところもある。しか

し、国内ででも、例えば金融政策は余り言ってはいけないけれども、どうしようか

と。各国先進国がそうだが、インフレ率が高まってしまった。だけれども、交易条

件が悪化し日本の場合は 4.6％も実質ＧＤＰ比で外へ流出してしまう。そうすると

内需は落ちてしまう。 

それを、金融政策をどちらかに動かすということで直りますかと。多分、直らな

い。引き締めで物価上昇を抑えようと思っても、それはグローバルになっているも

のを、そういう対応でうまくいくんですかという、これは少し短期的な話になって

恐縮だけれども、かなりサミットということを考えるのであれば、何が正しい政策

の割り当てなのか。そういうことの整理が必要ではないかと思っている。 

（福井委員）バロメーターについては、会長の手で整理していただいた方がいい。 

さっきサミットとの関係で云々ということで、私も頭の中がよく整理されていな

いが、この調査会のレポートは経済財政諮問会議に報告するのではないのか。総理

に直接報告するのか。 

（大田大臣）諮問会議で御報告いただくが、諮問会議の議長は総理だから、総理が議長の
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下部組織でつくられたことになる。小島（順）委員が言われたように、どこかの部

分をサミットのときにメッセージに、経済として盛り込むことも考えられると思う。

一義的な報告は諮問会議に対して行われるということだ。 

（植田会長）それでは、時間も来たので、まとめ足りないけれども、何かほかに御意見は

あるか。 

（牛尾委員）これまでの議論で、非常に熱く議論してきた経過から言うと、これから 10

年の経済を中心とした社会、文化、あらゆるものがグローバリゼーションという方

向に向かって、我々はどうするかという主文の方が主役だと思う。バロメーターで

拡散しない方がいいので、主文の裏打ちとして、昀小限のものが必要なら付けると

いうバランスにした方がいいと思う。 

これは実際に十分議論していないから、また数字になると裏づけが非常にいろん

な議論があると思う。冨山委員の意見をめぐって議論した。こういう考え方の出し

方が一番意味が深いと思うので、主文の邪魔にならない程度の範囲がいいと思う。

（植田会長）それでは、どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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