
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 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 20 日(金） 12:00～14:00 

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 


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） 

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 
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 （概要）

（植田会長）第 10 回の会合を開会する。本日は大竹委員、川勝委員、西水委員が御欠席

だ。どなたからでも結構なので、御自由に御発言いただきたい。 

（香西委員）全体として、非常に面白い意見がたくさん飛び交って、大変勉強になって、

レポートとして非常にいいものができつつあるという感想だが、特に気になってい

るのは、日本は非常に信頼性の高い社会であるというふうに頭から決めてかかって

いるような印象を受ける。それはアメリカにいる学者のフクヤマさんが『歴史の終

焉』の次に書いた書物で、ドイツとアメリカと日本が一番高信頼性社会だというふ

うに書いていたと思うので、そういう意見が流布しているのは承知しているけれど

も、私は社会学はよく知らないけれども、逆に日本の社会学では、かなりそれに対

する反対論も出ているということが事実としてあるのではないか。それは『信頼の

構造』という本があって、これは北海道大学の山岸俊男教授が書かれたもので、実

は日本経済新聞で出している経済図書文化賞を得た本だ。それはむしろ反対な面が

あるということをかなり強く言っておられて、これは私の解釈かもしれないが、何

で終身雇用か、人を信頼してないからだという話だ。何で正規工と非正規工がある

のか。それは差別しなければ安心できない、つまり信頼できない。だから、安心す

るためにそういうシステムをつくっているのだと。したがって、日本はむしろグル

ープとか組織が非常に力が強くて、グループに入っていると信用するけれども、グ

ループに入っていない個人は信用しない面がある。それは広い意味での信頼性がむ

しろ弱い証拠ではないかという議論だ。 

例えば善良な人間が普通と思うかというアンケートをすると、アメリカの方がず

っとそう思う人が多いとか、税金を払わなければいかぬと思うかというアンケート

では、そう思うという人が日本よりも多いとか。日本ではデモクラシーのルールに

対しても非常にシニカルな意見が多くて、ああ言っているけれども実際は、という

ふうに、余り真剣に考えようとしてないところもあるわけだ。 

山岸教授は、そういう集団が強い世界では信頼性が高くなることは非常に難しい、

それが日本の欠点であるというふうに主張しているわけだ。それは全く根拠がない

ということも言いにくいのではないかというのが私の意見なので、信頼性が高い面

もあることも認めてもよいが、しかし、生涯雇用という例を挙げるのがいいとは思

わないけれども、そういう小さなグループのためにみんなが団結して、酒を飲んで、

例えば官製談合をやるとか、先輩の天下りを増やすためにそういうことをやるとか、

そういったようなことがむしろ多い。このことは、やはり信頼性が高いというより、

仲間内のつき合いを重視している。もっと信頼性が普遍的になってやっていかない

と、なかなか人間が移動すると、後ろに出てくる人材が動くということもなかなか

難しい点もあるんではないか。そういうこともちょっと両論併記しておいた方が無

難かなと。あるいはそういう批判が出たときに、少し備えをしておいた方がいいの

ではないかという印象持っている。 

もともと「日本の強み」は、余り強調すると改革しなくていいじゃないかという

ことになってしまうという問題があるものだから、その辺の書き方を少しうまくや

っていただいた方がありがたいという印象を持っている。 

（冨山委員）まず、全体構成だが、多分、世界の将来像、次が日本の将来像という構成が

明示された方がいいと思う。 

地方の停滞の問題等は、ここでも随分議論された、あるいは大田大臣も前から言
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われていたが、非製造業部門の低生産性の問題とほぼ表裏だ。 

特定の層に集中する「痛み」を広く薄く分かちあう論というのは、響きは優しく

ていいけれども、私のような仕事をしている人からすると、何となくこういうのは

よくある従業員の賃金、一律５％カットという、いかにもだめだめ会社がやるリス

トラのようなにおいがする。多分消費税の問題なども関わっているような気がする

が、やはり何だかんだ言って消費税にすべてを頼るというのは、個人的には結局若

い世代に負担を持ってくることにつながるような気がしていて、勿論、消費税の増

税の必要性は私も否定しないが、特定の層や世代にというのは入れるべきで、それ

に集中する「痛み」の再分配にも踏み込みという表現の方が、言わんとしているこ

とが正確なのかなという、議論を生むかもしれないが、やはり「痛み」の再分配と

いうのは割りと言ったような気が私はしている。 

それと表裏の関係だが、要は日本の今の問題は未来に対する投資を減らしている

ことだと私は思っていて、それは世代も含めてだが、だから、チャンスと希望が開

かれた未来志向型と入れた方がいいような気がしている。この辺はトータルで見て

もらえばいいと思うけれども、ここは議論を呼ぶかもしれないが、割とメッセージ

クリアーにしていった方がいいような気がしている。 

（柳川委員）１点は、先ほど冨山委員の方からお話があった、「痛み」を広く薄く分かち

あうというのは、私もちょっと気になるところで、広く薄く分かちあうというのは、

あいまいではあるし、かつ問題回避的な印象を与える。 

（牛尾委員）要するに、高齢者を中心とした人に対するいろんなシステム、既得権という

ものをできるだけ排除して、若い世代に希望が持てるような新しい展開で、古い企

業に対しては廃業しやすくし、新しい企業が創業していくような流れをつくる。だ

から、既得権を擁護するシステムから、これから可能性を持って人を活性化するよ

うなシステムに変わらなければならないということは、わかりやすく言えば、古い

従来型の男中心の仕組みから、男女共同参画局が今やっている男女共同参画社会に

移るべきだということ。今、香西委員の言われた部分でも感じたが、組織に対する

信頼性が強いけれども、個人には冷たい社会だ。それに対して、今度は組織よりも

個人を重視する社会にしていく。ワーク・ライフ・バランスというのはそういうと

ころから出てきた。これが内閣府でやっている重要問題だから、小さな組織を重視

よりも、個人をもっと重視する社会になって、個人が自分の仕事を選べる社会にす

ることだ。そういう意味では、ワーク・ライフ・バランスもそういう記述をした方

が、今の作業の方向性につながるし、男中心の社会から男女共同参画社会に持って

行くというメッセージ性をもっとわかりやすくした方がいいのではないか。 

それから言うと、特にこの間のときには従来全然議論されなかった世代間の不公

平という問題を、強調した方がいいのではないか。世代間格差とか、社会福祉でも

高齢者のところに 75％ぐらいいって、若いところに 15％がいくという、ヨーロッ

パは３対６ぐらいだから、そういうところにシフトするときに来ているんだという

メッセージ性をわかりやすくした方がいい。 

今、香西委員が言われた、日本は国民性からいって同質社会だから、国民として

は安心・安全が割りと保証されている社会だが、これからどんどんグローバリゼー

ションで外国の労働者や留学生や資本が入ってくると、同質性で保たれた安心・安

全というのは維持できない。今度はそういうところに入っても従来どおりの安心・

安全な社会を確保することを継続する決意をしないといけない。ということは、被
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害者を優先する、加害者に厳しい治安体制を設ける必要がある。 

今は警察官の方が加害者に遠慮しながら行動しないと、新聞でも批判するわけだ

から、そういうところをはっきり変えていかないといけないというメッセージ性が

あった方がいいのではないか。 

特に組織から個人ということで、非常にワーク・ライフ・バランスでも重要なポ

イントなので、小さな組織の忠誠心や信頼感というものはむしろ解体した方がいい。

そういう意味では、これから目指す、変えるべきだということを書けばいいと思

う。 

もう一つは、世界に開かれ、世界とともに生きるということは、世界の変化とい

うものを、気分的には変化の早さを、フラット化とかコミュニティー化とかＩＴ化

という世界を容認していかなければ、日本は取り残されるという価値観に立って、

もっと早く世界の変化に即応できるような国にならないとだめだということ。それ

には政治や行政が抜本的に変わらないとだめだということを言うべきである。 

一部の国際市場と闘っている企業はそれを克服している例から見れば、日本人は

克服力はあるんだ、それをもっと全体に及ぼそうではないかということ。 

みんなに読んでもらうためにはわかりやすい表現と、ストレートな物言いがあっ

た方がいい。 

（小島（明）会長代理）環境エネルギー技術は日本は昀先端ですごいトップだというイメ

ージを持っている人が多いけれども、実態はそうではなくて、石油危機の後に危機

感が生まれて、あの後にすごい勢いで技術革新が進んで、いわゆるエネルギー効率

が高まり、エネルギー原単位が著しく、世界が驚く格好で低下したわけだ。しかし、

石油危機が去って、低価格のエネルギーに時代に移ると危機感が高まって、90 年

代はとりわけ経済全体の停滞の中で、90 年代以降２つの改善があってフラットに

なって、先進国のほかの幾つかの国はかなり積極的に環境及びエネルギー関係の投

資、技術革新を進めて、原単位をどんどん下げてきた。ドイツと日本辺りは近づい

ている。 

ただ、これが断トツで日本が一番だというと、しばらくして笑われるかもしれな

いし、しかし、今、牛尾委員が言われた克服力という点だが、あのときのエネルギ

ー危機を見事に乗り越えた潜在的な可能性というのがあるわけで、やはり今、また

エネルギーの問題や環境の問題が更に違う次元で問題になっているときに、そのと

きにやった１つの成果、もう一回チャレンジするようなことが必要であり、ポイン

トではないかと思うので、ここで今、大体日本はトップだからといって一安心して

いてはだめだ。危機感があると動く。 

それから、信頼性の話だが、やはりここに来て偽装問題とか、嫌というほど出て

きて、それが実態だ。私、たまたま防衛省改革の会議に巻き込まれてやっているが、

同次官の驚くばかりのことも含めて、いろんな企業のスキャンダルも、みんな組織

の中で不満を持っている人が内部告発、垂れ込みだ。そういう社会にだんだんとな

ってきているということを考慮すると、言い切らない方がいいかもしれない。 

（氏家委員）基本的な考え方は、開放的な活動拠点ができてないから、これをきっちりつ

くりましょう、開放型の経済システムへ転換していきましょうということだ。 

その系のようなものだけれども、みんなは日本の経済は、言ってみれば格差の拡

大、ひずみ、そういうものがいっぱい出てきていると言うけれども、それは変化の

途上であって、改革が遅れてきたことが原因であり、開放的な活動拠点をつくって
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いく、開放型の経済システムに変化させていくということを、どんどん進める中で

解決していくのが大事だと、戻ってはだめだというのは、かなりはっきり出ている

と思う。 

（小島（順）委員）どうしても強調すべきことは教育だと思っている。経済と教育はどう

いう関係があるかということになるが、今、我々が経営していて一番の問題は、如

何にして人材が育成できるかだ。しかも国際社会で通用する人材、それを育成する

のは日本では結構大変なことだと思う。 

まずは英語そのものも大変だし、今、アメリカのＭＢＡコースで日本人の数がも

のすごく減っているし、Ph.D.を取れる人たちはほとんどいない。そういう状況下

で、中国、台湾、ベトナム、インド、この辺の留学生は米国にもいっぱいいるわけ

だ。そうすると、今、国際社会の中で本当に影の薄いのが日本だから、これがどう

したら強くなれるのか。昀後に「10 年後に目指す経済社会の姿」の中に、前提と

なる構造変化の中にいろいろ数値的なことが入るんだけれども、日本のここ数年の

学力レベルの低下はものすごいと思う。これから 10 年後どんどん学力が上がって

いくかというと、必ずしもそうじゃないかもしれない。少子高齢化の「少子」の質

が下がっていくと、日本は実は大変なことになるんじゃないかと思う。 

何回かお話ししたかもしれないが、私が周辺の国に行くたびに、弊社のナショナ

ルスタッフという、現地で雇用している社員の勢いはすごい。10 年後というと、

その連中に日本に来てもらって経営してもらった方がいいのではないかと思うぐ

らいだ。 

言いたいのは、若い世代の記憶に関して、ここ 10 年～20 年、妙に豊かな時代を

日本は過ごしてしまったというところで、苦労してない連中がいっぱいいるわけだ。

格差なんていう言葉は本当は変な言葉で、実は日本の中にはなかったんだけれども、

ここで格差というのは、そういうどちらかというと鍛えられてない若い世代から見

ると格差に見えてしまうという面もあるかもしれない。 

この間、東大の総長とも話したけれども、今、工学部を出て工学部でメーカーに

行く人が減っている。文Ⅰを出て公務員になる人が少なくなってきている。理Ⅲに

行く人が減ってきて、医者になりたがらない。こういう今の状態が 10 年程度続い

たら、日本は大変な国になってしまうので、非常にアクティブな精神力のたくまし

い若い世代を育てるための教育は、実は国際社会の中で日本の存在感を増すために

は絶対に必要だと思う。教育の問題は、どこか一つにまとめて書いたらどうかと思

う。 

（植田会長）それは、私もかなり気になっていたのだけれども、今、例えば教育の質が向

上し、進学の選択が所得に制限されないとか、教育システムの改革とか、案だけれ

ども、まとめるか。 

（冨山委員）人材がグローバルに育って動く感じだ。そのことをちゃんと言った方が、私

も非常に思っていたことだ。 

（小島（順）委員）多分そうだと思う。 

（柳川委員）コンパクトに、そういうメッセージがどこかでクリアーに出れば。１つのや

り方は、そういうものがきちっとわかるような形で小見出しを出すか。詳しくは後

ろを読んでくださいという形になるので、かなりメッセージがクリアーになると思

う。そこの部分は、いろんな背景だとか、難しいことは書かずに、シンプルにこう

いうことを目指すということだけを書くのが一つの手だと思う。 
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（福井委員）金融資本市場の昀終的に我々がねらっている姿というのは、日本という場に

おける金融資本市場が、内外の資金や資本を有効に仲介して、グローバルエコノミ

ー、そして日本経済に、有効に貯蓄を生かしていく機能をビルトインするというこ

とではないか。日本の貯蓄を動員して日本の成長を高め、その恩恵を海外にも及ぼ

すだけでなく、内外の資金や資本を仲介して大きな市場にしていく、その場合のコ

アの要素を日本はちゃんと持っているという感じの文章を記述できれば、位置づけ

がよりはっきりすると思う。 

国内の貯蓄を動員して、国内で使い、海外にも恩恵を及ぼすというのにとどまら

ない。真にねらいとするところと、そういうことを実現していく過程で、我々とし

ては一番重要なコアの要素を持っているということを両方わかりやすく伝えるこ

とができるように思う。 

（植田会長）私の感じでは、もう少しへりくだっていて、今の姿はそれほど威張れたもの

ではないので、ただし、貯蓄ないし金融資産はたくさんある。それは一応強みだと。

それを生かしつつ、後半の方で金融資本市場が発展した後は、世界の資金仲介に役

立てるようになる、ということだけれども。 

一般論としては、コンパクトにして、メッセージ性を高めた方がよろしいか。 

（福井委員）二律背反だと思うが、メッセージ性をクリアーにするのはものすごく大事だ

と思うが、一方で、世の中この程度の改革でも改革疲れがある。しかし、現状では

なお不十分でもっともっと改革しなければならぬというレポートを出すときに、説

明不足になってしまうと、我々は理解できていても、読む人には伝わらないリスク

も考えておかなければいけない。そのために説明に埋没してはいけないというのは

そのとおりだけれども、この段階ではひとまず諄々と説きながら、次のターゲット

に向かうことを覚悟させる部分が必要なのではないかと。私なども色々な場で、相

手が当然分かっていると思って話すと意外に抵抗感があることがある。我々が当た

り前だと思うことに抵抗感がある方々もおられるので、非常に難しい局面でのレポ

ートだということを意識した方がいいと思う。 

（牛尾委員）福井委員が言われることももっともだが、ただ読んでくれないと困るので、

見出しの書き方を工夫する。それから、小見出しを付けて補足する。まず、見出し

と小見出しを読んで、これは面白そうだと入ってくれればいいので、見出しと小見

出しに非常にメッセージ性があれば、みんな読んでくれると思う。 

（冨山委員）見出しは大事だ。 

（牛尾委員）見出しと小見出し。 

（植田会長）現在のグローバル化をどうとらえて、それに対して何か強いメッセージを出

すことができるかどうかという課題だが、それについて御自由に御議論をいただき

たい。 

（福井委員）レポートのバックグラウンドとして、世界経済の今後の構造変化ということ

を明確に浮き彫りにしてレポートの価値を高めるということだから、大事な部分だ

とは思うけれども、それだけに、これこそ回りくどくなってはかえっていけないと

いう気がする。 

これまでのグローバル化の進展状況として、多くの方の頭の中にほぼ共通に入っ

ていることについては極めて簡潔に述べる。そして、今またグローバル経済が大き

な変化の局面に入っていると言われていて、さまざまな現象に直面し、混乱すら起

こっている。今後はどうかという点に非常に強い関心があるわけなので、今、起こ
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り始めているグローバル経済の次なる局面への変化という点をできる限りうまく

クローズアップした方がいいのではないかという気がする。 

つまり、現在、既に起こり始めているのは資源制約というようなことが強く意識

されて、現実にも問題が顕在化し始めている。その結果、グローバル経済の中で各

国間・地域間の交易条件が変化し、今後の均衡ある成長を難しくする課題が浮かび

上がってきている。それ以外にもあると思うが、そういう新しく起こってきている

変化、今後、この変化が一過性で済むわけではなさそうだなという変化を明確に浮

かび上がらせるのが私はいいのではないかという気がしている。 

現在までに起こっているグローバル化ということを余り詳しく書こうとすると、

もうわかっていることを更に強調するような格好になってしまう。資金のフローが

有効に動くようになれば、お金は次の均衡への調整を促す作用がある。その過程で

一律に即座には消化しにくい要因があるとボラティリティーが高まり、投機の余地

が起こるというのは確かだけれども、これを単にマネーゲーム化というと、たちま

ち全否定的なニュアンスにつながってしまう。詳しく書こうとするとこういうリス

クがやはりあるのではないかという気がする。 

（牛尾委員）マネーがゲーム化したから、はなはだ我々は迷惑している。石油や食料や材

料が全部実需から離れて、マネーゲーム化で上がっているということは容認しては

いけないのではないか。それで、現在の食料品や材料や希少物質などは完全に投機

で上がっている部分で、実需などは２割ぐらいしか関わっていないと思う。だから、

今、アメリカを中心とした、マネーが経済の主役化することは非常に危険だ。実体

経済をもっと大事にすることを考えた方がいいだろうと思う。 

特に、2050 年に温室効果ガス排出量を 50％に削減しようという話は、基本的に

は経済構造を質素なものにすることにつながっていく。中東諸国の一部に象徴され

るように、マネーゲームでばんばん消費があふれていけば温暖化はますます高まっ

ていくので、やはり私はドイツが典型的だと思う。ドイツは実体経済が質素だから

物の交流が非常に少なくて、余暇はとにかく旅行をしたり、自然とともに過ごす。

そういう方向に経済のぜいたくが向かっていくべき。 

ローマ条約以来、だんだん半世紀に入って、それが 2050 年に 50％削減しようと

するのは、いわゆる従前から消費経済で保たれているような経済構造を抜本的に変

えていかなければいけないという流れで、実体経済の、日本などの伝統的な質素な

ものは非常に増えてくるだろう。 

それと、金融というものも、非常に語弊があるけれども、要するにマネーを中心

として、実体経済を有効に動かす意味までは私は非常にマネーを評価するけれども、

今みたいに実体を離れて、いろいろなものが市場で動くことは、これが 30 年続い

たら大変な社会になるのではないかと思う。 

前回のドイツのサミットで、ドイツがアメリカの金融資本の動きに対して非常に

批判的な発言をして、それに対してアメリカが反論したときに、日本の代表は非常

に迷ってしまい、昀終的にはややアメリカよりの方についた。それでヨーロッパ諸

国はドイツの方に向かった。 

この辺は、私は素人だから、それ以上のことはわからないけれども、やはり資源

節約型の社会というものと、現在動いている、実体から離れたマネーだけでどんど

ん利益が消費を生んでくる社会というものの関連性とか、そういうものを長期的に

どう考えるのかということは、むしろ福井委員をはじめ座長などの御専門の方の御
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意見を聞きたいが、このまま放っておけば、やはり実体経済から離れて、どんどん

物事が動いてくる。 

だから、実体経済はものづくりだけではなくて、ものづくりプラス生活に必要な

サービス業をやはり大事にしていく方が長期的には大事ではないかと私は思う。 

（氏家委員）福井委員が言われたことと重なるので、手短に。グローバル化を解説してい

くと、反論がいっぱい出てくると思う。19 世紀の方がずっと先進諸国が単一市場

であり、貿易に障壁がなかったと言う人たちも大勢いる。それから、今のマネーが

ゲーム化しているかという問題も、これは言わばバブルであって、実体が支えてい

ない限り、つぶれる。余りサステイナブルではない。別にこれは 21 世紀型でもな

くて、チューリップバブルの時代からあるもので、タイミングはともかくとして、

いつでも発生しうるものだ。 

（牛尾委員）これは、ＩＴ化に非常に大きい原因がある。 

（氏家委員）バブルが広がるスピードもつぶれるスピードも速くなってきたのかなとは思

う。ただ、申し上げたかったのは、ここに細かく入っていくと余り生産的でない議

論をいっぱい巻き起こしてしまうのではないのかという気がしている。 

（小島（明）会長代理）余り総論的に全部包括的にやるのではなくて、特にこれからの

10 年とか 15 年、特に幾つかの分野でグローバル化の現象に注目しながら議論する

という手はあるかもしれない。 

例えばいわゆるグローバル・インバランスの問題。これはこのままでは続かない

から、これは 10 年以内に、円滑にそれを均衡化に持っていけるかどうかのチャレ

ンジだ。それがなかなかできないと途中でマーケットが非常に荒れる。マーケット

クライシスが来るという、非常にチャレンジの問題がある。 

それから、これは前から冷戦がある程度は進んで更に加速しているものが、今、

顕著に、食料危機とかエネルギー危機となっているが、これは突き放してみると、

要するにエネルギーとか、食料とか資源とか、いわゆる大量規格生産型である工業

品等の価格革命、価格体系の大変化、交易条件の大変化過程にあるわけだ。それは

これからも続くし、それが世界経済全体の需要のふくらみと重なって、今バブリー

なものとかができているが、この交易条件そのもの、相対価格そのものの変化は、

なお日本はとりわけ受け止めていかなくてはいけないということだと思う。 

あとは、特にこの 10 年ぐらい加速して変わっている、あるいはグローバル化の

大特徴というものは、直接投資の劇的な増加が世界の経済を興しながら、分業体制

を大きく変えつつあって、その流れにうまく乗った国々がどんどん経済力を隆起さ

せている。それによって、成長スピード・発展スピードの格差が生まれて、その状

況はこれからもずっと続くと思う。だから、それをどうとらえるか。日本はそれに

対してどう対応していくのかという問題。 

それから、その結果、今、依然として加速して起こってくるのが、世界各国が競

争能力を持つ。成長の可能性を高めるためのいろんなシステムを入れる大競争が進

んでいる。すごく加速して、そのスピードに対して日本のこれまで議論していた改

革のスピードを重ねて、日本は位置づけなくてはいけないという感じがある。 

人口の問題だが、あと 10 年というところだと、高齢化でアジアは大変だという

ところにとらわれても、ある意味、多くの国は向こう 10 年ぐらいは人口ボーナス

がある。中国もそうだ。 

しかし、15 年、20 年ぐらいになると少子化、一人っ子政策も人為的に二十数年
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前からやっているから、その影響が出てくる。だから、あと 20 年ぐらいで中国は

大変だ。日本は既に昀先端でいっているわけだけれども、今、少子高齢化、いわゆ

る従来、アジアの発展関係で議論された雁行型発展というものの雁行型高齢化が、

今、進んでいる。雁行型の次の層はアジアにかなりあるけれども、それはまだ、こ

の 10 年間は人口ボーナスがかなり続くところで、日本だけがマイナスの苦しみを

続けているところだから、10 年というところでビジョンを考えると、その他の国

の少子高齢化のマイナス面は余り顕在化しないと思う。だから、それは時間軸によ

って、この問題はとらえ方が大きく変わってくると思う。 

（岩田所長）１点だけ。今、牛尾委員の方から金融が実体経済から分離するのは不幸な社

会だというお話があって、私も要するに実物部門でのリソースのアロケーションも

規制とかいろんなことでゆがむことはいろいろあるけれども、今、起こっているの

は金融面でのアロケーションと実物面での資源のアロケーションというのだろう

か、そこのずれがあって、それがグローバル・インバランスとか、名前はいろいろ

呼ばれると思うが、要するに金融仲介機能が非常に健全であれば、生産的な投資の

ところに貯蓄がうまく流れるのが一番望ましい姿なわけだけれども、それがややゆ

がんだ流れになっていて、生産的に本当に必要なところにはお金が行かない。 

ただ、エネルギーで言うと、前回申し上げたけれども、中長期的な視野に立って

原油の発掘とか、あるいは精錬所もどんどんつくらないと明らかに不足になること

がわかっていても、実はそういうところにうまくお金が回らないというような実物

面でのリソースのアロケーション、それから、金融面でのリソースのアロケーショ

ンがずれた形になっていて、それがある意味では交易条件の変化にも、今つながっ

ている。 

だから、日本の経済も第１四半期、前期比年率で４％伸びたというのが私どもの

計算だが、前年比だと 1.3％で、こんなものかという気もするが、実質所得が流出

していて、その分を除いたものをＧＤＩと我々は呼んでいるが、ＧＤＩで見ると、

国内で生まれた所得がどのくらいの購買力を持っているかというもので見ると、実

は前年比で 0.5％減少とマイナス成長だった。こういうずれがいろいろ起こる一つ

の要因は、やはり金融面でのアロケーションと実物面でのアロケーションに何かず

れが生じている。 

もう一つ、やはりバブルの問題があって、今回のバブルの特徴、バブル依存症候

群と呼んでいる方がおいでになるけれども、1997 年に実はアメリカの住宅価格が

ボトムを打って上がり始めるが、2000 年にＩＴバブルが崩壊して、その過程でも

どんどん上がるわけだ。どんどん上がって、つまり、バブルが一方でつぶれていて、

もう一つ、新しいバブルがその裏でどんどん大きくなる。 

今回も住宅価格のバブルがつぶれて、今、苦しんでいるときに、オイルとか小麦

の方で新しいバブルがどんどん育ってしまうという、過去の世界でも、振り返って

も、チューリップとかいろいろあるけれども、やや連鎖的にバブルがくっついてく

るというのは、古くからのバブルはあるが、新しい現象のような気がする。 

そこはどう考えていいのか。私の理解で、やはりそこが実物面と金融面でのアロ

ケーションが金融仲介のところで何かずれが起こっていて、それをどういうふうに

戻したらいいのか。日本の役割も金融の仲介センターになることがとても大事だと

私も思うけれども、そのときにそういう健全な金融仲介という仕組みはどういうふ

うにしたらうまくいくものなのか。個別のマーケットの参加者からすれば、それぞ
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れが本当にリスクマネージメントを真面目にやっていけばそういう幾つもバブル

が出てくることは合理的に考えると余りないはずだが、現実は合理的でないところ

まで行ってしまう。そういうことが起こっているんだと思う。 

それで、今の世界インフレというのは、レアメタルとかにみられるように、やは

りある種、ボトルネックインフレの部分があると思う。だから、ここ 4～５年、や

はり世界経済がどちらかというと高目の成長をした。 

これはちょうど、1960 年代後半に高目の成長があって、70 年代の前半にそれが

石油危機とかいろんな形で世界インフレが起こったように思うが、今も４～５％成

長したことが、ある意味では資源制約のところにぶつかっているところもあって、

これは全部だというふうには思わないけれども、どういうふうに克服したらいいの

か。多分この相対価格の変化というものは１年では終わらないで、中期的に少し続

く話ではないかという気もする。 

先ほど福井委員の方から均衡ある成長をどうやったら取り戻せるのかという視

点で見たらどうかというお話があったように思うが、確かにそこのところが、マク

ロ政策的に言うと一番重要なポイントかなと思う。 

（福井委員）お金の役割について特に哲学論争をするつもりはないけれども、私はお金は

非効率な投資機会に向かったり、あるいは投機という形で流れたりすることは非常

に頻繁にあることだと思う。 

それは非常に好ましくないことだという印象は受けるけれども、実はこれは長続

きしない。いつか必ず損をするから、投機がサステイナブルであるとか、非効率な

ところへの投資がサステイナブルだというふうに考えてお金を動かしている人は

一人もいないと私は思っている。 

むしろ、そういう投機が起こるとき、あるいは非効率な方向にお金が流れていて、

価格形成がゆがんでいると人々が思うときこそ、その裏にある経済実体面での歪み

を見出す機会だと思う。だから、原油価格を押し上げるような投機が働いていると

きは、やはり長期的に見て必要な原油開発の機会を十分に活かすような投資ができ

ているかという質問を出していると思うし、リファイナリーに対する投資について

も、寡占に甘んじて長期的な投資を怠っていないかという質問を出している。 

更に、マーケットは、場合によってはよりロングランに見て、代替エネルギーと

の間の均衡価格はどの辺かという模索も始めている。そんなさまざまなサインが、

一見、非効率に見える金の流れ、あるいは投機の流れのバックにある。そこを読ん

でいくのが、これから 21 世紀の非常に大きな課題なのであって、これはだめなん

だ、悪なんだ、消してしまえという議論に対して私は真っ向から反対する。 

（小島（順）委員）「10 年後に目指す経済社会の姿」に関して、10 年後というのはどうい

う世界かと考えるけれども、10 年後というのは結構簡単なようで難しい、微妙な

ときかなと思う。いずれにしても、世界の人口は増えていくと思う。だから、2050

年に今の 65 億人は 90 億人と言われているわけだけれども、65 億人の人口は 10 年

後には 70 億人ぐらいになっている可能性は十分あると思う。 

ＢＲＩＣｓを含む新興国は、特に資源国は豊かになっているのは間違いないから、

人口が全体に増えて豊かになっているとすれば、やはり消費は必ず増加する。そう

すると、これは食料資源、エネルギー資源は勿論、実は金属資源もインフラを整え

るために必要だし、例えばビルをつくるためにはやはり鉄が必要だし、自動車をも

っとつくるためには銅が必要だし、全体的にはやはり資源価格は、ここ数年は上が

10


第 10 回「構造変化と日本経済」専門調査会 



 

り基調なんだろうと私は思う。 

そこに投機のお金が動くと、もっと資源価格が上がる。ただ、その辺がどこまで

動くかというのはあるけれども、そういう基調のときに、日本は今からどうなるの

か。日本の製造業にとっても、日本は人口は減っていくから、マーケットとしては

限界になっているわけだ。だから、例えば日本の自動車メーカーは、半分以上の車

は日本の外でつくっている。それから、日本で売れる自動車が大体２～３割で、残

り７～８割は海外で売れているというのが、今の日本の自動車メーカーだ。逆に言

うと、日本の製造業は今から外国に自分の工場をつくる時代になってくる。 

こういうようなことを考えると、日本として考えなければいけないことは何か。

日本の中が空っぽになってしまってもいけないし、だから、一つにはジャパン・パ

ッシングという、今もまさにそんな雰囲気もあるけれども、やはり日本の存在感を

どういうふうに出していくかということも考えなければいけない。だから、10 年

後はどうかと言うと、弊社もそうだが、海外で上がる収入の方が国内分よりも多い

から、やはりそういう会社が増えてくる。そういう時代の日本はどうなのかを考え

ておく必要があるかなと思う。 

昀近は、割にほかに比べてコスト競争力が日本に出てきたというか、また日本で

物をつくり出すことがあるのかもしれないと思うこともある。これは、為替とも関

係あるけれども、こういうことを全般的に考えるのは、結構、大変だと思うけれど

も、基本的にはやはり人口であり、資源であり、ＢＲＩＣｓの次がどういう国にな

るかということを、今後 10 年のところはよく分析しておいた方がいいかなと思う。

（牛尾委員）個別の企業の論理を超えて考えれば、前も私はそういう発言をしたけれども、

世界では人口というものはこれ以上増えたら困るわけだ。今、言っているように、

95 億人、100 億人、200 億人行ったら破裂してしまう。昔、読んだ本では 30 億人

が限界だなどと書いてあったが、それが、今はもう 60 億人を超えている。 

日本とＥＵの先進国は、人口が峠に差しかかって減っているところもある。ＥＵ

はその点、市場を拡大することによってＥＵをつくって、通貨まで一緒にして、先

進国の方は人口が減りつつあるけれども、増えているところをうまく労働輸入して

新しい道を探している。 

日本も 10 年後には人口が減ってくるわけだし、労働力も減ってくる。それはや

はり外国の労働を入れたりしながら、また、生産は海外に移しながら、既に 1995

年の１ドル 80 円のときから大量に海外に物流を出しているから、それは民間が自

由に即応できるようにすれば調整はつくと思う。 

ただ、日本のように、結局、先進国でまだブロック経済圏をつくらないで生きて

いく国にとっては、人口減というものを肯定しながら自分で生きていく手当てとし

て、グローバリゼーションで自由に出入りをしてということをしている。 

この国は非常にそういう人口減少しながら、大変に生産性の高い、質の高い社会

を共有し、世界とも非常に尊敬される国として生きていくことが、みんなに人口は

余り増やさなくてもいいんだと思わせていく非常に模範的な生き方だと思う。 

私はドイツやその他は、今そういう道を選んでいると思う。ドイツも東西統一と

いうことで、そういうことをしていたわけだ。だから、私はやはり人口の問題が、

環境だけが独り歩きするのは無理で、温暖化の国のパーセンテージを半分にすると

きは、人口問題抜きには考えられない議論だ。 

経済のときに消費を求めて拡大することが前提であれば、今の 50％など減るは
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ずがないのであって、やはり生活スタイルを、サービス消費が増える場合は比較的、

ものづくりに比べるとエネルギー消費量は減るわけだが、ドイツのように休暇を取

って休むことが昀大の消費だというのも、私はドイツらしいすごい選択だと思った。

そういう議論も、やはりどこかに１行入れていいのではないかと思う。やはり人

口は先進国が率先して自立する。率先して自立するつもりがなくても構わないわけ

だから、フランス、北欧は若干、減り方を止めているけれども、増えるところまで

は行っていないし、また、それ以上無理をするつもりはないようだから、この点は

何もかもこのままで温暖化を止めるなどということは全く夢みたいな話で、あり得

ないので、その辺のテーマはきちんと議論する必要があると私は思う。 

（小島（明）会長代理）２点あって、１つは人口だが、世界総人口の劇的な増加というよ

りも、今の 10 年を見ると、その中で世界の中流階層人口の増加によって、その人

の食生活やエネルギーの使い方、モータリゼーションが 10 年間、世界経済の構図

を一番変えるものだ。 

これは中産階層が出てくる、豊かなグループが増えてくる。これはいいことだが、

同時に副作用としての問題が非常に明確に出てくるので、それにどうやって対応す

るかという視点が１つはあるのではないかと思う。 

もう一点は、投機やエネルギーと絡んでいるが、先ほど岩田所長が 1960 年代、

70 年代の話を対比しながら言われたが、今の問題は価格に相当、投機部門があっ

たとしても、それを除いて、なおかつ、やはりベースとなる需給の構造というもの

が 70 年代シナリオと今とは変わっていることは認識しなくてはいけない。70 年代

には中国もない。インドもない。ＢＲＩＣｓはない。ＯＥＣＤ、先進国経済が世界

経済のサイクルだったわけです。 

なぜ値段が上がったかというと、要するに供給あるいは工業品価格がクリーピン

グ・インフレで上がっているのに、原材料価格がどんどん下がっている。それで頭

にきてカルテルを結んで、一時的に供給制限をしてつり上げたから、しかし、実態

は、当時はエネルギーは供給の方が多かったということで、しばらくすると 80 年

代後半、90 年代にマーケットのしっぺ返しで価格が暴落したわけだ。今回、その

70 年代シナリオと違う。やはり新しい大きなエンジンを動かして、中国始めＢＲ

ＩＣｓがあるとか、ＯＥＣＤサイクルではなくなっているというところ。したがっ

て、基本的に需要というものはあらゆる種類の資源に対して強い構造になっている

ところは違うので、バブルのエレメントを除いても 10 ドル台に戻るわけではなく

て、トレンド線は長期的にかなり高価格資源時代。とりわけ工業品との相対的な価

格というと、やはり先ほどから議論している相対価格、工業品対自然資源、交易条

件、相対価格が劇的に転換するパラダイムシフトの真っただ中にあって、それがバ

ブル的な要素があって、議論はバブルでみんな説明したがっている人がいるが、実

は現実は、それから除いてバブルがはじけても、70 年代シナリオとは違う世界が、

21 世紀に押し迫っているというとらえ方がいいのではないかという感じがする。 

（植田会長）そうですね。そこはおっしゃるように、根っこから新興国が本格的に成長を

始めているので、相対価格というか、食料やエネルギー価格は上がらざるを得ない

んだと思う。それに上乗せされている部分として、例えばアメリカがサブプライム

とかで本格的な引き締めができない、あるいはむしろ大幅に緩和しているとか、途

上国も先進国に比べるとある種インフレ許容度が少し高くて、本格的な引き締めを

していなかったり、あるいはプライスメカニズムも十分使っていない面もあるわけ
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だ。そういうもので上乗せされている部分があるんだと思う。 

皆さんの話を伺っていると、グローバル化の特徴等について淡々と分析すること

自体に面白い問題はあるが、しかし、それについてはなかなか直ちに答えは出ない

という種類の難しい問題が多いんだと思う。そういう状況の中で、何か書くとした

ら何かメッセージ、例えば金融の流れを何割かストップさせるんだとか、そういう

ことを言うかどうかなのだろうけれども。 

（牛尾委員）ドイツはまだ言う。そのとき、どう答えるかだけは準備しておいた方がいい。 

（小島（明）会長代理）フランスも言う。 

（牛尾委員）フランスも言う。ヨーロッパは言う。 

（小島（明）会長代理）大阪でやったＧ８の財務大臣会合は、完全にアメリカ対ヨーロッ

パでぶつかり合った。 

（牛尾委員）これまでは日本は常に何となく歯切れ悪く、アメリカ側につく。だけれども、

日本は制度やスタンス、実態から見るとヨーロッパにつきたいという気持ちになる。

こういうのは必ず出るテーマだ。 

（冨山委員）もう一つは、バブルの議論として整理するのであれば、問題はボラティリテ

ィーだ。要は突然はじけるけれども、ボラティリティーに振り回されて、再生機構

のときもすごく思った。 

結局、金融の問題の怖さは血液なので、ボラティリティーが余りひどいと、とき

どき血がとまる。そのときに肝心の実体経済が壊死を起こすというリスクが一番怖

いわけで、そういう意味で言うと、やはりボラティリティーそのものをどう制御す

るかという問題と、ボラティリティーに対してどう経済をニュートラルにしておく

かという問題は多分、大きな問題だと私も思う。 

ただ、そのときにどうするかという議論はきっと１つには収束しないような気が

しているし、再生機構のときにもう一つ思ったのは、福井委員がいらっしゃるけれ

ども、例えばあの当時の日本の状況が、例えば流動性を供給しろといっても、問題

は銀行の自己資本の問題なので全然関係ない。多分、今回のサブプライムも、昀後

は結局、自己資本のコンフィデンスの問題で、結局クレジットクランチが起きてい

るので、そうすると、多分クラシックなコンベンショナルなところで何とか、中央

銀行にやれと言われても、ということをきっとバーナンキ議長も言いたいんだと思

うけれども、そういうことも起きてしまうし、そういう話になるとすごく論争が分

かれるような気がするので、多分やはり基本的なメカニズムの中で、それこそ今の

議論で言えば、ある種のコモディティーにはデフレ圧力が働いている一方で、ある

種の希少資源にはインフレ圧力が働くわけだ。それでボラティリティーが大きくな

っていることも事実なわけで、その基本メカニズムに対して、日本にとって重要な

ことだけを絞って何か語っておいた方が、この 10 年間、間違いないことについて

絞ってしまった方がいいような気がする。 

（氏家委員）もし拡散してしまったら申し訳ないが、ただ、私が金融業者だということは

忘れていただいて、血液と言われたけれども、金融の機能はほかの産業が成長する

ためにそこにお金を循環していくことが勿論あるけれども、言ってみれば金融資産

を活用することによって所得を増やすという産業自体のメリットもあるわけだ。明

らかに日本の金融資産は持っているのに、いろいろな諸規制ないしは諸規制の歴史

的な結果としての産業の未発達も含めて、生かされていない側面もある。そのとき

に、今、会長が言われたような形で、ドイツもフランスも少し止めようかという議
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論はかなり難しいのではないかと思う。 

（植田会長）そうですね。せいぜい、規制逃れで過度のレバレッジになっているところは

多少しっかり締めようくらいではないか。 

（福井委員）アメリカとドイツのスタンスの違いは、余り強調しない方がいいのではない

かと私は思っている。我々のレポートは今後 10 年、あるいは更に先までにらんだ

ロングランの話なので、長い目で見て、資本の流れのダイナミズムを生かそうとい

う議論である。何か短期的な振れというものを、なるべくレギュレーションで押さ

え込もうということで 10 年間頑張るのかという議論には到底ならないと思うし、

ドイツとアメリカの議論も、規制を強めることによって投機を完全に抑えられると

か、資源の配分の方向を思うように変えられるとか、そういう次元の対立ではない。

明らかに、今までやっている規制のフレームワークは、そのままで本当にいいの

か、もう少し工夫の余地があるかないか、というところでいろいろ意見の違いがあ

るけれども、根本的に金の流れをコントロールできるかできないかという思想対立

には全くなっていないので、その点、我々が今から出そうとする 10 年後の展望レ

ポートの中で、これは位置づけない方がいいのではないかという気がする。 

（植田会長）先ほど来出ているエネルギー・食料価格の話とか、明らかに皆さんが言われ

るように新興国が非常に大きな役割を果たしているので、世界の政策とかを議論す

る場がこれまでＧ７とかＧ８とか先進国中心のものが多かったわけだけれども、本

格的に新興国が何らかの形で入ってくるような場をつくるのは大事だし、そういう

ことを言うのがいいのではないか。 

（牛尾委員）20 か国ぐらいだ。 

（小島（順）委員）今のは原則的に私もそうだと思う。現在はＧ８が主要国だと言っても、

やはり周辺の国というか、中国、インドなどの発展は大変なスピードだから、10

年経ったらどういう格好になっているかを考えると、当然ＢＲＩＣｓが主要国に入

ってくると思う。世界の人口は増え、日本の人口は減っているけれども、実は日本

の食料自給率 39％というのはこれからますます低下する可能性があるのではない

かと思う。 

そうすると、食料自給率というものは、今後 10 年間に結構深刻な問題かもしれ

ない。これは何かと言うと、日本の農業の問題になってくるが、やはりここのとこ

ろはちゃんと視野に入れておいた方がいいのではないかというのが私の感じだ。 

これは道州制にもつながるかもしれないし、地方の活性化にもつながると思う。

逆に言うと、今は二世で農家を継ぐというのはほとんどなくなっているから、今、

農業の株式会社化が動き出しているけれども、日本はもう少し農業については真剣

にこの次の 10 年で考えていかないといけないし、製造業の国だから、農業もその

知見を入れるとものすごくいいものがいっぱいつくれ、しかも生産性が高くなると

思う。そうすると、輸出もできるかもしれない。さっきから外国へ出ていく製造業

の話も多いけれども、国内に残るところに農業というものがあってもいいのではな

いかと思う。 

（小島（明）会長代理）農業の自給率 39％だけれども、これはドイツでは 100％だ。それ

から、フランスでも 150％あるし、オーストラリアは 300％、アメリカは 150％、

ＯＥＣＤの中では日本はどんじりなので、なお低い。 

今、輸出保護主義というか、輸出規制の話が農産品で出てきて、それだけではな

くて、恐らくこれから 10 年で言うと環境問題その他が絡んで、農業に対する議論
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はこれまでのただ市場開放という議論だけではなくて、それぞれが持っている能力

をフルに生かして、グローバルな地産地消をやれという議論にだんだん変わるかも

しれない。 

例えば、フードマイレージとバーチャルウォーターという議論があるけれども、

フードマイレージというのは遠くから輸入して運んでくれば、それだけエネルギー

を消費してＣＯ２を出すわけだ。もっと近いところから集まり、自分でつくれるも

のは自分でつくる。 

バーチャルウォーターというのは、世界で水資源は非常に重大な問題として議論

になり始めている。日本は豊かな水資源があって、いろんな農作物がつくれるわけ

だ。しかし、自給率が下がる過程で輸入が増えるわけだが、輸入するとき、水その

ものは輸入しないが、例えば大豆 95％を輸入に頼っているが、それをつくってい

る国で水を大量に使って、更にエネルギーも使って、結果的に大豆そのものだが、

水をバーチャルに輸入しているような効果があるということで、ドイツのサミット

以来、ＮＧＯが本当に主役としてサミットにぴたっと付いてくるような議論になっ

てきて、対話も始まっているが、そこから出てきている新しい太い流れというのは

そういうことで、農業というものが地球環境問題の議論と絡んで、非常に議論の基

本が変わりつつあるということがあるので、これをどうやってとらえた方がいいの

か。やはり多少そういうことにも触れておいた方がいいような感じがする。 

（牛尾委員）諮問会議でも農業の企業経営化という提案もあったし、自給率を高める提案

もあったし、いつもここまで出るけれども、農業の中には既得権があって、それを

擁護するために開放的な農業政策が取れない。本当に農業、林業、水産、米、水資

源産業も含めて、これは地域経済に非常にプラスになる部分だから、切実にここを

重視すべき。 

日本はこれから農業に関しては輸出国になるくらいのことをするということを

言えれば、それは非常にチャーミングな発言になると思うし、また事実そういう方

向に向かわないといけないと思う。 

水さえ合えば、今、保護されているのはお米と肉くらいで、日本農業は野菜とか

そういうものは全部ぎりぎりやっている。ただ、残念ながら、マーケッティングと

かロジスティックの能力がまだ十分に発達していない。そういうものに企業がもっ

と参入していけば、大分予算が変わってくると思う。 

（柳川委員）今の牛尾委員の御発言とも関連するけれども、１つは皆さんが御議論になっ

たように、ある種の資源制約が発生してきていて、それで食料品だとかエネルギー

だとか環境の問題が出てくる。それに対して答えなければいけないということは書

くべきだ。これをもっと積極的に活用する。単に国内で活用するだけではなくて、

世界的な資源制約だとか環境問題に貢献できるような形に持っていくんだという

ことが出せるのであれば、それはベターだと思う。 

もう一つは、途中で御議論があったけれども、資源の中で重要なのは人材であっ

たり、知的財産だったりするわけで、そこもここに出てくるポイントなので、それ

を世界でどうやっていくか。 

もう一つは、福井委員のお話でいけば、ある意味でもうわかっている話であるけ

れども、やはりグローバル化のもう一つの側面は人だとか物だとかお金が世界全体

に素早く幅広く移動をするというところなので、ここがそもそもの報告書のメッセ

ージにつながるわけなので、そこは強調して書くべきだろうと思う。 
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（冨山委員）今の柳川委員の議論と重なるが、またさっきの議論に戻るけれども、実は多

分グローバル化の問題が日本自身とよく似た構図があって、これは恐らく私のよう

なファンド家的に考えてしまうと、グローバル化が進んでいるんだけれども、真に

世界に本当に効率的で公正な一つの市場ができていない。そうすると、そこに絶対

にゆがみがうまれるので、そこに私たちはアービトラージをしに行く。投機という

のは時間的アービトラージで、それと普通の空間的アービトラージの両方をやるわ

けだ。 

それが例えば日本のお金だって、今の時代はアメリカの住宅が要するにアービト

ラージできる。だから、まさにさっきのバブルサーフィンをやるわけだ。アービト

ラージの穴がどこかに開いていないかを世界中を探し回るわけで、そのいわゆるア

ービトラージからすると今は幸いなるのは、非常に効率的な状況が一部あるけれど

も、すごく非効率的にゆがんでいる市場が次から次へと入ってくるものだから、あ

るいは制度と制度の非対称性があるから、当然、制度の非対称性があったら、やは

りこれはどうやったって、そこにアービトラージウィンドウは開く。 

そうすると、多分先ほどのドイツの議論もそうだろうけれども、基本的にはユニ

フィケーションしていきましょうということは、多分みんな税率にしたって、レギ

ュレーションにしたって同じなわけで、それが違ったら、当然我々はそこでタック

スアービトラージをしかける。 

多分その問題が本質なのであって、一番やってはいけないのは、グローバル化の

痛みに耐えかねて戻りましょうという議論をするのが一番ナンセンスな議論で、こ

れは行かざるを得ないんだと思う。 

先ほど言ったように、できるだけフラットな効率的な市場をつくるということに

日本が先導を取るべきで、そういった意味で、先ほどの農業の問題などは矛盾した

ことをやっているわけだ。そこは１つのスタンスをはっきりした方がよい。 

くどいようだが、レギュレーションをかければかけるほどバブルは起きる。投機

は起きる。変な話、むしろ我々はそれをねらっている。ベリーウェルカムだ。それ

をやれば、あちこちにウィンドーが開く。そこをねらっていくわけで、あれは実は

ほとんどナンセンスな議論だ。 

一番困るのは、本当に効率的に市場ができてしまうと、バブルのチャンスが瞬間

でしか起きない。あっと言う間に調整が起きてしまう。くどいようだけれども、実

態は結構非効率だ。結構非効率な市場になっているので、前半バブらしておいて、

途中で逃げて、間抜けな人につかませるということもできるわけで、そこは市場の

効率性が低いと思っているので、そこは中途半端にはスタンスを取らない方がいい

ような気がしている。 

（大田大臣）１つ御意見を伺いたいけれども、原油と食料で構造は違っていて、原油とい

うのはかなり投機マネーも入って上がってきているわけだけれども、食料というの

は基本的に、今、世界的に消費量の方が生産量を上回っている。したがって、上が

っているわけだ。 

そうすると、そこで輸出規制のようなことを幾つかの国がかけ始めている。勿論、

先進国は日本を含め、生産量を上げなければいけないけれども、労働コストがかな

り高くなっていて、割と短期間の間に需給率を上げるのは難しい。 

この食料のような世界で、先ほど福井委員がちょっと言われた言葉で、規制のフ

レームみたいなものを考える必要があるのか。今、食料で起こっている問題をどう
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考えればいいのか。もし何かコメントがあれば、是非お聞かせいただきたい。 

（小島（順）委員）アジア地域で、ベトナム、タイがお米の輸出を規制しているわけだ。

世界で一番お米を輸入する国はフィリピンなので、フィリピンが大騒ぎになってい

る。それに加えてエネルギーと食料がサトウキビ畑とトウモロコシ畑の取りっこを

しているから、これがまたエネルギーと食料の接点にもなっている。 

ただ、原油などのエネルギーにも相場があるし、一方では穀物相場というものが

ある。この相場というものがあるから価格は両方とも上がる。ただ、私たちの感じ

では、エネルギー価格というのはある水準までいったら、もうその水準からは上が

らずに高止まりする、ないしは下がる。一方、食料の世界というのは、人口が増え

てきて、しかも、先ほど話があったように、中産階級が増えてくると、やはり食料

価格は更に上がっていく可能性があるのではないかと思う。 

そうすると、日本で今ＦＴＡとかＥＰＡの話が出るたびに、どちらかというと農

業が日本はネックになっているから、ここはもうちょっと自由競争の世界にするべ

きだと思う。 

そういうことによって、逆に言うと、日本の農業も自ら必死になって考えなけれ

ばいけない。農業は、今までどちらかと言うと、補助金で援助されていたがために、

自ら新しいものをつくり出すという、製造業がやっていたような生産性や新しいバ

リューをつけるという努力が今まで欠けていたのではないかと思う。 

そういう意味では、自由化して世界で競争させるようにすると、青森のリンゴ、

岡山のモモなど、要するに周辺の国で 10 倍ぐらいの価格でも売れるものがつくれ

るわけだ。お米もそうだし、私は農業を自由化すると、日本の地方の活性化も含め

て、農業の活性化には、ものすごくチャンスはあると思う。 

今は若干、我々が農業と言っただけでいろんなハードルが出てくる感じがあるの

で、そこがフリーになると、もっともっと日本の、ある意味で地方の活性化にもつ

ながるし、産業の活性化にもつながる。 

（大田大臣）国内はフリーにすべきだと私も思うけれども、世界のマーケットで、まさに

この間の食料サミットのテーマでもあるけれども、世界として何か知恵を出す余地

はあるのだろうか。今は食料の争奪戦になっているわけだ。その部分で何か御意見

はないか。 

（小島（順）委員）世界と言っても国によって随分違うので、何とも言いようがないが、

発展途上国が今までとは違って要求してきている幾つかあることの１つは、例えば、

インドネシアは２億の人口がいて、世界で多分一番お米を食べる国だと思うが、イ

ンドネシアからは、今は農地が足りないから、この農業開発を日本の技術で手伝っ

てくれないかという話が来ている。 

世界がだんだんそういう動きになっているし、アフリカがまさにそうだし、そう

いう意味から言うと、さっきの話ではないけれども自給率が百何％とか 200％のと

ころは余り大きな問題じゃないんだけれども、そうじゃないところから日本に対し

てそういう要望が出ている。 

ただ、世界全体のフレームワークの中で何がいいかというと、すぐに回答が出て

こないが、世界中でみんなの関心が非常に農業に向き始めているのは事実だと思う。

（氏家委員）ちょっとお教えいただけたらと思うが、石化エネルギーと農産物の違いにつ

いて、石化エネルギーの場合には、先ほど福井委員が言われたように、値段がどん

どん上がっていけば２つの投資が起こる。設備投資にファイナンスがどんどんつく
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ので、井戸を掘るだろう。それから代替エネルギーに投資する。どこかで均衡価格

ができてくる。農産物の場合には、農産物全体を取ってみると代替農産物だとかは

考えにくい。 

でも、地球上で耕作地となるところに十分投資されているかというと、それほど

でもない。耕作地をどんどん広げてということは起こらないのか。それによって一

定の価格には戻ってくはずだ。爆発的に人口が増えない限り、そういうことはない

か。 

（小島（順）委員）人口動態だけではなく、例えば中産階級になると肉を食べ出すわけだ。

肉を養う穀物というのは、これが足りないと、またどんどん輸入するわけだ。それ

が、ブラジルから中国へどんどん輸出されていっている牛肉とか豚肉をつくるため

の飼料だ。 

それも農業の世界に関係してくると思う。要するにみんなの暮らしのレベルが下

がっていくならいいが、暮らしのレベルは一旦上がるとなかなか下がらないのでは

ないかと思う。全体的に穀物、今、言われた飼料も含めて、将来的に何かが代替で

きるかと言ってもなかなかそうはいかず、もっといいものを食べ出す世界になって

いくんだと思う。 

（冨山委員）そもそも問題意識の設定だが、すごく乱暴な言い方をすれば、食べ物が足り

なくなったら人口は増えなくなる。逆にそういう需給調整がされる。もともと歴史

的にアジアの人口が多いのは米作地帯で、一人当たりのＧＤＰが高いから人口が多

いと言われている。 

そういうものが仮にあるとして、そこは所詮どこかの段階で調整されてしまうん

だと、何十年というレベルでは、というのがあったとして、一方で今の議論は日本

の安全保障という観点で制限をかけられてしまうことをどうしましょうかという

コンサーンで議論をしていくのか。 

要は日本国としての私たちの子どもや孫たちがちゃんと御飯が食べられるねと

いう問題をどう考えるのかという観点で議論しているのか。それとも、例えば輸出

制限とかをかけることによって、恐らく今は自給率が高いところと低いところの対

立が当然起きる。しまいに生産が終わる可能性があるわけで、それと国際社会とか

人類社会の安定性がそこで損ねられて、その結果として私たちも困るでしょうとい

う、その後者の方か。 

（柳川委員）私は農業の専門家ではないので素人だけれども、基本的に今、御議論あった

ように、需要が増大していくということからすると、やり方は２つで、需要を抑え

るか供給を増やすかということで、需要を抑えるという話は、先ほどの冨山委員の

ようなお話になるので、基本は供給を増やしていく。そうすると、農業の生産性を

上げて、世界全体で農産物の供給がきちっとできるようにする。我が国にできるこ

とは、国内で農業が活性化するというのもそうだけれども、海外の農産物、あるい

は穀物、そういうところの生産性が高まるように、あるいは供給できるようにとい

うことで入っていく。これは自立自助の場合もあるだろうけれども、やはり我が国

の将来ということを考えれば、そこは少し資本が入って、共存共栄という形できち

っとそこで技術を開発していく。 

恐らく日本が貢献できるパターンとしては２種類あって、１つは非常に基本的な

食料品の開発、米だ。そういうところもあるだろうし、もう一つはずっとここで議

論になっていたような食品産業といったときに、先ほどのモモではないけれども、
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少し品質の高い、ある意味で差別化された商品に関して、かなりそこでつくり込み

をして、いい食品として出していくところに恐らく比較優位があって、実際に中産

階級が増大という話があったけれども、そこでの影響は結局本当に貧困のところが

上がっていくという話もあるけれども、少し貧しかったところが豊かになっていっ

て、そういうある種の差別化された、少し高級な食料品に対する需要がどんどん高

まっているという面が非常に強いと思うので、そこは日本としてはかなり技術的に

貢献できるし、日本が世界でもうけられる部分は随分あると思う。そういうところ

で、日本が国内でつくらないのであれば外へ出て行って、国内でもできるだけ自由

化してやっていくという方向が基本ではないかと思う。 

（植田会長）基本的には、経済学者としては価格が上がるのはいいことであって、それを

見て供給が増えてくるという反応ですね。 

（岩田所長）今の大臣の御質問だけれども、１つの答えは、前回も触れたけれども、例え

ばエタノールというのはトウモロコシとか食料に使われているものをエネルギー

用に変えてしまったということが１つ、余分に食料を上げていると思う。そこは、

今、多くの国が、むしろ日本もそちらに先導していると思うけれども、第２世代の

エタノールで、廃棄する木材とか、紙くずとか、そういうものを使ってエタノール

にするという、エネルギーの食料の取り合いをうまく棲み分けする。でも、基に戻

ると資源制約のような、あるいは環境制約というのがもう一つ裏側にあるのだろう

と思う。 

その環境制約下で、このレポートというのはそういうものもみんな技術で基本的

には解決しましょうと。あるいは生産性全般に上げることによって解決しましょう

と、そういうメッセージなんだと思う。だから、制約があるということを断った上

で提言した方が意味がよくわかるのであって、そういうつながりで書き出しを考え

たらいいというふうに基本的には思う。 

農業の答えは明瞭で、農業の生産性を上げていく、仮に需給バランスが中長期的

に崩れているとすれば、上げていくしかない。それには、これはエネルギーと同じ

だけれども、技術開発とか将来のための投資をもっとする、それに必要な資金を集

めるとか、そういうものが基本的な解決だと思うが、ただ忘れてはいけないことは

新しい技術開発とかをやる場合に、恐らくコストはかかる。環境制約が加わった経

済と、加わってない経済で、どこが違うかといえば、成長率は必ずしもたくさん落

とす必要はないけれども、ただ、その制約をうまく緩和するための必要な投資とか、

あるいは費用は余分にかかるということは念頭に置いておかないといけないと思

う。あるいは成長のパターンが、環境に優しいとか、そういうところに変わってい

く必要があるのではないか。 

もう一つ、人口については、もし牛尾委員の言うとおりであれば、日本は優等生

で、もう減っているんだから一番すばらしいことをやっているという話になるが、

ただ、マルサス的に減らすことがいいのかと言われると、これはやや私の賛成でき

ないところがある。逆に言うと、それでは日本はどうして減っているんですかと、

子どもはむしろ貧困だと増えるというか、生き延びるために生物学的反応だと思う

けれども、人間はたくさん子どもをつくらないと生き残れないと思うのでたくさん

つくる。だけれども、生き残れると思えばそんなにたくさんつくる必要はない。そ

れから、より所得が向上すれば、教育と関係してくるけれども、もっと高度な教育

をやりたい。そうすると、機会費用がもっとかかる。投資費用ももっとかかる。そ
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うすると、そんなにたくさん数は持てないという、もう少し合理的な判断で人口が

減っていくというメカニズムも同時にあるのではないかと思う。 

（植田会長）議論は尽きないが、まとめなければいけない時間になって、今日もそうだが、

全体もということで、どうすべきか考えていたが、なかなか解がないけれども、こ

れまで御議論いただいた部分については、コンパクトにしてメッセージをクリアー

にするという作業はさせていただけるんだと思う。 

今日の後半の部分については、既にこれまで議論いただいた中で、グローバルな

こととつながる部分をもう少し骨太に書いてみたらどうかという御意見が多かっ

たように思うが、そういう感じでよいか。 

（牛尾委員）あとは座長に一任しましょう。 

（植田会長）もう一回お集まりいただくというのは、来週までという中で難しそうにも思

うので、もしよろしければ、案をメールで皆様にお配りして御意見をいただくとい

うプロセスでゴールに持っていきたいと思うが、よろしいか。 

（「はい」と声あり） 

それでは、そうさせていただく。皆さんお集まりいただくのはこれが昀後になっ

てしまうかもしれないが、御協力どうもありがとうございました。 

昀終的な公表の方法とか、諮問会議への報告等のタイミングは、決まり次第事務

局から皆様に御連絡させていただく。本日は、どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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