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（概要） 

事務局より挨拶 

○ 大変お忙しい先生方にこのワーキング・グループをお手伝いいただけることに感謝申し上

げる。 

  小泉内閣発足以後、毎年６月に骨太方針と呼ばれる基本方針を取りまとめているが、最初

の骨太で2004年度までを集中調整期間と位置づけた。 

  今ようやく日本経済も集中治療室から出られる状態になっており、今年の骨太では2005、

2006年度を重点強化期間と位置づけ、残された構造改革を加速させると書いている。2007

年からは人口も減り始めるということで、その集中調整期間後の日本経済の姿をどう描け

ばいいのかについて内部で何度か議論してきた。構造改革の先にある経済社会の姿をどう

描くのか、日本経済ビジョンというものをつくる時期が来ているのではないかと考え、今

年の骨太にこの21世紀ビジョンについて書かせていただいた。大平ビジョンのときと同じ

ように若い官僚にも参加いただいて、障壁を越えた立場で日本経済の将来を語っていただ

きたい。何にもとらわれずに、自由な議論をして、2030年の日本を展望していただきたい。 

 

ワーキング・グループの運営規則と議事の公開について 

 ワーキング・グループの運営規則と議事の公開に関して、原案の通り決定された（資料２，

資料２－１，資料２－２）。メンバーの欠席については、代理の出席は認められず、議事につ

いてはメンバーの過半数をもって決することとしている。議事要旨は原則として、この会合終

了後１週間以内に作成、公開する。議事要旨は、この会合での審議をより自由闊達なものにす
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る観点から、発言された方の名前は公表をしないこととしている。会議の配布資料は原則とし

て公開するが、この会合そのものは、外部の方に対しては非公開とするが、内容については、

定例会議終了後、事務方から説明をするなど、あるいは、主査から記者会見をしていただくな

ど、議事の公開を図っていく。 

 

○ 去る９月15日に第１回専門調査会が開催されている。専門調査会には、４つのワーキン

グ・グループの主査、副主査、あるいはそれ以外に内閣府の方々、あるいは大臣も参加さ

れたが、ビジョンの方向について自由に議論を行い、我々のところでは競争力ワーキン

グ・グループということで議論をする。最終的なワーキング・グループの報告書の形や全

体の報告書については、これから議論をしながら進めていく。最初の数回は自由に発言を

していただき、後ほど全体の方向を決めていただきたいと思う。全くゼロからの出発なの

で、資料４に沿って基本的な考え方について説明したい。 

  別にこれに縛られることはないが、この競争力ということで何を議論するかというと非常

に難しい。私なりには要するに経済活力をどうやって生み出すかということだと考えた。

それにはまず、環境変化のようなことをきちっと示さなければいけないと指摘した。それ

から、日本経済が直面している課題は議論しなければならない。少子高齢化や将来世代へ

の負担の問題だとか、いろいろなことがある。将来のビジョンが暗いのでは仕方がなく、

こういうことをやればいろいろな可能性があるという、将来に向けての正しい方向のあり

方をどれだけ出せるかがポイントである。 

  これは正しいかどうかはまた議論していただきたいが、私なりに考えたのは、経済活力を

確保する手段は３つしかないのではないか。１つは、いわゆる民間部門にどれだけの経済

資源を集めるのかということ。今、議論されている郵政の民営化もそういう論調の流れだ

ろうし、少子高齢化の中で年金・医療の部分が非常に増えてきたときにそれをどう考える

かとか、いろいろな問題がある。２つ目は、技術革新のメカニズムをどう生み出すかとい

うことと同時に、それの担い手である、人材や金融資産などをどう育んでいくかというこ

と。３つ目には、海外との相互依存関係をどう構築していくかということ。 

  この３点の他にも公的部門をどういう形にするかや、民間部門と公の部分との関係などの

論議もしていただきたい。その他、民間への資源の集中にはどういうものがあるか、技術

革新へのいろいろな期待、いろいろな人間力、要するにヒューマンリソースの問題、グロ

ーバル化の話題について、もう少し詳しく書いてあるので、後でご論議いただきたい。 

  その上で、経済活力の話なので、産業構造について一つのビジョンを提供することが大事

だと思う。我々がかつて見てきた産業の姿とこれからの姿は随分違うだろうと思うので、

これについてもう少し詰めていくと、いろいろなことを考えていただけるレポートになる

と思う。 
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○ 資料５で簡単に問題意識を提起している。国にとって競争力というのは何かということを

考えると、国際的な観点が重要である。特に、すべての産業が生産性を高めるというイメ

ージで競争力を捉えないで、むしろグローバル化との関連で、より高付加価値で成長性の

高い分野へ比較優位構造を変化させ、比較劣位分野は柔軟に比較優位国に明け渡すことが

できるような柔軟性を備えていることが重要。さらに、新規企業が常に生まれてくる環境

が整っていることが重要と考えている。既存産業については、先端的な分野、競争力のあ

る製造業の分野で比較優位を築けるか、国内でのスムースな資源再配分を妨げる要因は何

か、これを取り去っていく必要があるのかないか、新規企業が継続的に生まれ育つ環境を

備えているかどうかについて検討をしていくことが必要と考えた。 

  今後30年間何が大きく変わるかというと、１つは人口減少、少子高齢化ということ、２つ

目は低成長がずっと続くこと、３つ目は、産業構造も少しずつ変わっていくこと。 

  人口減少については、国内マーケット自体が人口の減少に伴って縮小し、否応なくグロー

バル化に取り込まれるため、ますますグローバル化の視点が必要。人的資源の活用の相対

的な重要性も増すのではないか。高齢化に伴って、高齢化をターゲットとした新たなビジ

ネスチャンスが生まれてくることもあるのではないか。 

  それから、低成長に伴い、今の制度設計や政策では、ますます資源配分の効率的な配分が

難しくなり、また、公的金融が肥大化したゆえに存在する資源配分の非効率という問題が

ますます顕在化していくのでこれを是正することが必要になるのではないか。公共投資を

通じて生産性の低い非製造業部門で雇用を下支えしてきたことに伴う資源の誤配分も問題

になるのではないか。それから民間部門もコーポレート・ガバナンスが不在で、企業の事

業再生への取り組みが遅れているという問題もあり、資源配分の効率化をますます妨げる

ことの問題を顕在化していくのではないか。 

  産業構造については、例えば製造業のホワイトカラー業務のアウトソーシングなどに加え、

ますますソフトウエア産業などが成長していく可能性があるのではないかと考えている。 

  これらの問題意識を下敷きにすると、次の３つの点を念頭に置いた大きな政策転換あるい

は制度設計を行えば、人口減少の中でも活力ある日本経済というのも可能になるのではな

いか。１つは労働資源の有効活用として、付加価値のある技術を継続的に生み出す仕組み

を定着させること、これはコーポレート・ガバナンス、競争政策、人材の育成、Ｍ＆Ａ、

事業再生への市場の整備、エネルギーや通信・物流コストなどの高コスト構造の低下など

すべてに関わってくる。付加価値のある技術を継続的に生み出せる仕組みを定着させるこ

とが重要である。 

  もう１つは、資源配分の非効率性をいかに是正していくかということで、特に非製造業な

どについては事業再生を通じて資源配分を見直していく。競争力がある事業への特化、農

業や医療の分野での株式会社化を含めた効率化。特殊法人改革や財政支出の見直し、公的

金融の秩序ある撤退を含めて、資源配分の効率化を全体として図っていく。 
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  ３番目に、税制改革、規制改革、リスクマネーの供給を通じて、新産業が出てきて雇用機

会の広がりを見せるという土壌をつくっていくことが必要だという問題意識である。 

○ これから、各メンバーの関心のあるところについて、ご発言いただきたい。 

○ 競争力に関しての基本的な考え方に関して、伊藤主査、翁副主査とは違う観点から考えて

みたい。我々は歴史の中に生きており、過去に行ってきたことによって、かなり将来は決

まってしまうので、全く新しいことは、ある意味では非常に危険であると同時に、本当に

全く新しいことというのは実はできない。いろいろな形の過去の遺産には、良い遺産も悪

い遺産もある。悪い遺産をつぶして良い遺産を伸ばすという形で考えるのが正道だろうと

思う。新規事業も過去の良い遺産の上に恐らく出てくるものだろう。日本にどういう良い

ものがあって、それが逆に言えばどう問題となっているかということを考えたい。 

  それから、日本の製造業はかなりソフト化しており、もはや製造業ではないのではないか。

あまり製造業と非製造業という形でとらえるのはまずいのではないか。ハード・ソフトと

いう形でとらわれずに、モジュールとインテグラルというような違った視点で考える方が

良いのではないか。 

  もう１つは、民間部門に集めるというのは、日本経済の社会主義化を防ぐということでそ

のとおりだが、国がある程度関与をすべき部分もある。そのときに、民間と国との関与を

民間主導で出来るスタイルに転換する必要があり、社会投資ファンドというのを提案した

が、それをもう少しＰＲしたい。 

○ 良い資産、悪い資産の具体的なイメージを１つか２つ例を挙げていただきたい。 

○ 良い資産とは、日本の労働市場の中にある、つくり込むという態度。悪い資産とは、つく

り込むということをうまく使えていないという管理の問題。 

  もう１つは、物づくりは製造業であって非製造業ではないということが刷り込まれている。

特に役所は物づくりを何もしていないので、競争力を高めるときに、役所の改革が不可欠

である。負の遺産の最大の例は、日本政府ということ。 

○ 経営学、特に生産管理とか技術管理を専門にしているので、その立場から何が言えるかと

いう話はできると思う。そういう産業観でいうと、日本の中に組織能力を営々と蓄積して

いったタイプの産業と、それをあまりやってこなかった産業というのがある。過去50年の

歴史で見ると、前者のタイプの産業に強い産業が多いという傾向がある。業界単位で見て

いるとわからないが、現場の立場からは物の背後にある設計という概念から見ることでこ

れが見えてくる。そう考えると、官と民、あるいは製造業とサービス業、あるいは既存の

業界というくくりを取っ払い、組織能力を高めてきたか、相性いい製品をつくってきたか

という、この軸で見たときに強い産業というのが存在するわけであり、それをどう広げて

いくかということではないかと思う。そう見ていて感じるのは、一番遅い人の尻を押すの

ではなく、一番速く走っている人をもっと走らせ、それに必要なことをほかの人にもやる

という、フロントランナー方式だと民間の活力は非常に高まるのではないか。 
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  資源の誤配分に関する話があったが、そこで考えているのは、シニアの活用である。シニ

アの中には、実力を持った人がいる。この人たちが定年退職とともに埋もれてしまうので

はなくこれを活用し、強いところから弱いところへの知識の移転を進めていけば良いので

はないか。 

○ 2007年にシニアが重要であるということに付け加えて、25歳から35歳までの中にいる、い

わゆるフリーターとかニートと呼ばれている人たちを、いかに活用するか。つまり彼らに

はキャリアが残っていない。彼らに新しいキャリアをつけるとすると、どういうキャリア

があるのか。彼らを60歳以降のシニアでリタイアする人たちとうまく組み合わせることは

できないか。そのような視点も必要なのではないか。 

○ この報告書は、できるだけいろいろな人に読んでもらいたい。読んで自分のこととして考

えてもらえるようなというのであるとすると、将来のビジョンの中で、シニアとはどうい

うところにあるのかなど、何か人間の立場で書かれたようなものになった方がいい。製造

業とかサービス業とかよりも、もう少し実感を持って考えられるようなビジョンになれば

いい。 

○ 伊藤主査や翁副主査の論点にもあったように、競争政策は１つの重要な柱になってくる。

ただ、私どもが考える競争というのは非常にミクロな話で、誰と誰が何をめぐって競争し

ているかということを常に念頭に置きながら競争というものを捉えている。 

  他方、競争力ということを考えたときに、個別企業の競争力、国内の市場において、他の

国内企業と競争をする競争力、さらにその企業が海外に出ていったときの海外の同業他社

との競争力、あとは産業全体の国際的競争力というもの、さらには日本の経済全体の競争

力というものが考えられる。それらの競争力というものがどのように関係しているのかは、

私自身まだ整理がついていない。今後、ここでの議論を通じて頭の整理をさせていただき

たい。競争政策に携わる立場から何か貢献できればと考えている。 

○ この競争力ワーキング・グループで、競争力にどこまでこだわらなければいけないかとい

うことも少し考えるべき。今の段階ではあまりこだわっていない。 

○ すべてのワーキング・グループの論点を見て、一番思ったのが、２１世紀ビジョンという

ことで、21世紀のこの国の形を明確に示すということが目的であるという場であるのに、

そこに法とか司法という文字が全然入っていなかったので、これは法律家の努力不足，怠

慢であると思った。また、法と経済というのがなかなかリンクしていないということも感

じた。司法制度改革はそれなりに頑張って突っ走っている感じがするが、どうもそれが社

会的にフィードバックされていない。裁判員制度は刑事裁判ということで、経済とは関連

性が薄いせいか、司法制度改革そのものがわかりにくいのかと、少し反省をしている。 

  ただ、競争力との関連性では、法的なツールは、ハード面でもソフト面でも整備が遅れて

いるのは明らかで、現在に至るまで、日本では成文法の国なのに公定的な法令の英訳文が

なかった。結局、国際取引で日本法を準拠法にしようとしても相手方に説明ができる英語
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のツールがなかったということである。これまで、法令の統一的な英訳については、法務

省もやってこなかったし、困るからやってくれという声もなかなか聞こえて来なかった。

最近、司法制度改革推進本部のもとの国際検討会というところで、法令英訳の基盤整備を

しなければいけないとの認識が示されている。個々の法律があり、法律によって個々に英

訳をされていたりするので、法律的に同じ概念が違うように訳されていたり、日本語の誤

訳によって相手方に誤解をされていることがあり、対応をすぐに進めなければいけない。 

  ソフト面でも卑近な例でいうと、オレオレ詐欺の蔓延がある。働き盛りの人や高学歴の人

たちも騙されている。これは、結局自分の行動に自分で責任を持って自分の利害を自分で

守るという感覚が欠如しているという面もあるのではないか。少し確認をし、取るべき手

段を尽くせば自分の財産を簡単に守れるのに、やっていない。オレオレ詐欺の手口は、法

律家から見ると、極めて初歩的で奇妙な騙し文句を用いており、見破るのは比較的簡単で

ある。規制改革、事後審査型社会があるべき社会の方向性だと思うが、そのような社会で

は、必ず自由と同時に責任とリスクが存在する。国民が自由になったが、その責任とリス

クは誰かにとってもらいたいと考えるようではいけない。国民が、自由はほしいが、リス

クに伴う責任をとってもらうのは政府であり、行政であるという考え方では、なかなか行

政の効率化や、行政の小さな政府は実現できないのではないか。 

○ 民法なども翻訳できるのか。 

○ 行う予定。 

○ もう１点、法と経済に関しては、経済の方では法と経済という分野がある。ただ、例えば

今度の法科大学院の中に法と経済が入っていない。経済の側からすると、法学、法律の側

が何か我々を嫌っているのではないかと思いがあり、もう少し、それなりの交流が必要で

はないか。 

○ いずれにしても、司法制度とか法律は大変関心の強いところであり、またいろいろ議論さ

せていただきたい。そういう少し広がりのある議論が大事であるけれども、今実際に見え

始めている現象の中に、実は将来考える上で重要な糸口になるようなものがあると思う。 

○ イノベーションについて、３つ提言したい。１つは、ベンチャー系の新規事業がどんどん

起こること。内容的には我々が口を差し挟むべきものはないが、テクノロジーが優れてい

るからどうこうではない。ＷｉｎｄｏｗｓとＭａｃの例でも、テクノロジーがいいからど

うこうではないし、ＡＤＳＬなんて使いものにならないといっていても、孫さんがおもし

ろいといってやるとあっという間にブロードバンド大国になる。まさにそこは中身をタッ

チしないで、不確実性の中で、どれぐらい新規事業へトライする確率を高めていけるか。

企業家にとってのローリスクマネーとしてのリスクキャピタルをどれぐらい潤沢にするか。

そして、もう一方で、竹内委員や堀江君、三木谷君などノーネクタイで出てこられるよう

方に象徴されるようなハイリターンをしっかり実現する。そうすれば、かなりモノが生ま

れる状況になると思う。不確実性対象に対する制度基盤を整えるだけである。 
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  それだけではなく、軍事に変わるような頂の高い技術をどれぐらい持っていくか。今回３

つあり、１つは、脱化石燃料に対する集中的な資源配分とか、宇宙にかかわるようなこと

をやる。例えば、この間、山梨県でリニアモーターカーに乗ってきた時、ＪＲの人たちは

上海は問題ではないと言うが、実用化と実験では雲泥の差。実験で幾ら優れていても、毎

日運行をするというところで蓄積される技術と全く違う。また、ペンシル・ロケットなら

ば、有人飛行では全然違うので、何かその種のことを実用化していく。リニアモーターカ

ーを絶対に日本で実用化するとか。かなり頂の高い技術を幾つか国として実用化レベルで

チャレンジしていくことが重要。 

  最後の３つ目は、大学である。イノベーションは技術革新ではなく、イノベーションはイ

ノベーションであり、スタンフォードのロバートサットンという人がイノベーションはブ

ジャデーだと言っている。ブジャデーというのはデジャブーの逆で、毎日見ているものを

新しく見る。これがイノベーションである。毎日見ているものを新しく見るという視点か

ら言うと、大学はかなり遅れている。日本にはホスピタリティマネジメントをやっている

学校があるのか。これまでは、大学が新しい学問に対して、新しい知識体験に対して、カ

リキュラムを編成していくということをやっていない。 

  アメリカの経営史家ローゼンバーグがアメリカのカリキュラムの変遷をやったが、アメリ

カは時代の変更とともに、ものすごいカリキュラムを変えている。コンピューターサイエ

ンスを学ぶ学部が60年代に最も創設されている。日本では地方国立大学の農学部はいっぱ

いあるが、本格的なコンピューターサイエンス学部は本当にあるのだろうか。フランスで

も、サプライチェーンマネジメント学部などがある。時代の要請にこたえて、大学が新し

いものをどんどん出していく。 

  この種の改革がかなり重要で、先ほど500兆円ある日本のＧＤＰを、もしイギリスとかフ

ランスで500兆円あったらどれぐらい豊かかと感じるとき、それは国の魅力だと思う。今、

日本も観光立国と言うが、観光は輸出であるという概念がもはや定着した。この間、タイ

の留学生から、タイの医療が実は輸出産業になったと聞いた。その理由は、性転換のため

に、海外からすごく来るようになったこと。性転換は１カ月とか２カ月の順応期間を置く

必要があるので、タイが持っていた長期ステイプログラムのホテルとタイアップをしてや

っているうちに、ものすごい人が来た。医療水準が上がっているので、シンガポールなど

からも医療に来ている。医療はドメスティックなものだったのが、実は輸出産業だ。それ

で思ったことは、アメリカの最大の輸出産業は実は大学。そう考えると、日本の大学に何

でもっと人が来ないのかというと、全く魅力がないからだ。 

  そういう大学は輸出産業であるという視点で、大学というのを技術の供給源だけではなく

て、イノベーションの起点にするためには、カリキュラムを需要に沿って、例えば、英語

の授業を圧倒的にふやしていくなど、大改革が必要と思う。 

○ ワーキング・グループでの議論における提言として、まず１点目は、いろいろ議論をして
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いくときに、イメージで語られることを前提に物事が進むことが多いので、節目節目でキ

ーとなるような事実について１つずつ確認をしていく方が良い。キーとなるような概念を

何か打ち立てるようなときには、その前提の事実を１つずつ確かめておく方がいい。 

  例えば、少子化というと、普通の人のイメージは、日本では共稼ぎの世帯に対する子育て

支援策が足りないので、産みたくても産めない人たちがいっぱいいる。それで少子化につ

ながっているのだというイメージが非常に強いと思うが、実は出生率の低下の非常に大き

な原因は、未婚率の上昇でほとんど説明ができてしまう。働く女性に対して、家庭と仕事

を両立させるという施策が確かに重要だが、それと出生率あるいは少子化というのを直接

結びつけるというのが、果たしていかがなものか。すべての項目について確認するのは困

難であろうが、キーとなる概念については確かめておいたほうがよい。 

  議論の方向としては、翁副主査、伊藤主査のメモと、全く同じ方向で考えている。その中

で、特に強調したいことは、活力ある経済社会をつくるときに２つの視点がある。１つは

環境変化に柔軟に対応できる経済構造ということで、これは比較優位の話のように、円滑

に経営資源が流動化していくようなところ。これを阻害しているものに、規制という問題

もある。規制緩和はずいぶん行われているが、その規制が安全を理由にしてあるものが実

は多く残っている。さらに、安全を理由にしている規制と財政的な支援というものが結び

つくと、これが非常に高い参入障壁になる。その結果、非常に高コストのものが経済や政

府組織の中に残ってしまうという現象がある。また、それを解くインセンティブも官の側

から生まれない。これにメスを当てていくような手法が見つかればいい。 

  もう１点は、技術革新とも関係するが、労働力の質の向上が重要であると思う。以前、労

働組合のとある人が産業構造変化について、「自分の父親は農業をやっていました。自分

は鉄をやっています。自分の息子は旅行代理店に勤めています」と話していた。これは世

代を通じた産業構造の変化は、きわめて円滑に何の疑問も摩擦もなく行われる、という事

例で話していた。これを１つの世代として１人でやるとすると、農業をやっていた人が鉄

をやって、鉄をやっていた人が旅行代理店をやることになり、大変なことになる。構造変

化に耐えられるような労働力の質を考えていかないといけない。いろいろな技術革新など

の問題ももちろん大切であるが、技術などの経営資源は流動化していってスピルオーバー

していく性質もあるので、これを受け止める労働力の質も重要である。 

○ 主に人材の側面からできるだけ議論で貢献をしたい。 

  教育の問題として、基礎力の部分と、その上に乗る専門力の部分とを分けて考えてみたい。

基礎力の部分は、人間力という言葉で最近頻繁に語られてきているのと非常に近い。主に

学校教育の中と、企業での若手教育の中で、主に行われており、この部分が心もとなくな

ってきている。とりわけ、社会に出て、人と一緒に普通にコミュニケーションをとり、や

っていくという基本的な部分が非常に危なくなってきている。それは実は人間力の中でも

議論があったが、非常に危ないものがいっぱいその中に潜んでいて、どうそれを設計して
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いって、どこでその問題をちゃんとやっていくかということが考えられなければならない。 

  もう１つ大きいのは、この専門力を磨くというところで、日本の戦後の体制の中で、むし

ろ弱くなってきたところがあるのではないか。例えば、ある程度専門性を持ってやってい

ると思われる人たちにも、全然プロ意識がない。明治の頃の社会では、非常にプロフェッ

ショナリズムのある人たちが多かったが、戦後だんだんサラリーマン化し、組織依存が強

くなればなるほど、スキルは持っていても、自分で仕事を選択したという自覚が全然なく、

たまたま配属されたからこの仕事をやっているという状態になってきている。また、この

専門力の部分の多くを企業の人材育成に丸投げしてしまったので、社会的に何の責任も整

備されていない。この専門力をどう付けていくかということが、競争力を支える部分とし

て大変重要である。 

  もう１つ、このプロフェッショナリズムは、日本の古い時代から継承しているもので、非

常に高い技術を持った個人がいて、何か物をつくっても、皆でつくったということにして

しまう。全然名前を残さない。飛鳥時代からそうだったと書いてある本もあるが、本当に

名もなき人が日本をつくったということである。もっと個人がちゃんと自分のつくったも

のに対して名誉として名前を残す、そういうモチベートが働く、そういう社会にしていく

必要があるのではないか。つまり、個人の力、人材の力を強めていくためには、個人が頑

張ったり、学習をしたり、仕事の成果を上げたりしたことに対して、高いインセンティブ

やモチベーションが働く構造の社会をつくっていくということが非常に重要である。この

部分の弱さを何とか改善していくことが重要である。 

  もう１つは、就業構造の問題である。特にずっと危機感を持っているのは、少子高齢化が

確実に進むなかで、60代の就業率が極端に下がっているということである。定年退職以降

の人たちが働こうとしない、あるいは余り働く場がなくなってきているということなのか

も知れない。この問題に対し、エイジフリーによって解決をするのか、法人形態の改革に

よって解決するのか不明だが、この問題は非常に重要ではないか。逆に言えば、幾ら人口

減少、少子化が進んでも、60代の労働力率が少し変わるだけで、かなりの部分が実は解消

してしまうという構造にもなっているので、しっかり見た方がいい。シニアという人たち

をどうこの社会の中で含めて考えていけるかというのが大事。またこの構造は、株式会社

に依存し過ぎているというところもある。多くの日本以外の先進国は、この20年間ぐらい

の間に近代化した以降に、自営業の比率が極めて高まっている。つまりその自営業の延長

線上にあるようなセルフ・エンプロイドの思想に基づく組織形態についても、整備してい

くということを考えなければならない。 

  最後にもう一点だけ。 

  製造業やサービス業という分類で考えるのは、わかりにくい。しかし一方では、サービス

業に関する議論は本当に進んでいない。日本の輸出するべき産業、技術の１つは、ホスピ

タリティのような顧客、直接に人に接してサービスをする力であり、日本は圧倒的に優れ
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ていると思う。私も今研究所でどうやって顧客接点の現場でこの力を発揮するのかという

プログラムを作成しているが、海外から評判が良く、日本のすばらしい力だと言われる。

こういうところについては、実は属人的には非常にすばらしい人がいて、過去、歴史的に

それが産業化をしていたが、最近は弱くなってきているということもあり、またホスピタ

リティマネジメントやサービスマネジメントについての部分のフォローアップが非常に遅

れている。本当に今後サービスの技術的な革新だけでなく、その辺のヒューマンタッチの

部分のスキルをどうやって維持し、高めていくか。また、海外に展開していく力に変えて

いくことも重要な視点になるのではないかと思う。 

○ 日本の場合、組織力的なものが優先されてきたところがあって、典型的にトヨタのような

会社を見ているとそうである。それが強みで言えば、人にいらいらを与えないようなもの

を作れということ。これは組織力で出来るので強い。しかし、エンターテイメント性とい

うのは違う軸で、これはある程度個人の天才なり才能なりというのがそこに加味されるが、

これが苦手である。エンターテイメント性の欠如というのは、製造業には非常に大きな問

題であると思う。まさに個人の力と今までの組織の力ということは、企業の中で大きな課

題である。最強の企業においても実はそれが問題ではないかと思う。 

○ 中村隆英さんの著書のように、日本経済の中で高度成長をつくったのは、少数の政策でも

英雄でもなく、国民１人１人であったと書かれていて、確かにそれはそうだけれども、や

はり本田宗一郎や西山弥太郎や大野耐一のような天才もいた、というのを検証していく風

土はかなり重要だと思う。 

  先程言い忘れたことで、衝撃的だったのは、日本ブームが去ったこの現在でもミシガン大

学で20年間たって、本が出ていること。何が言いたいかというと、アメリカの主要大学に

は、日本研究所や中国研究所がある。ところが、日本の大学にまっとうなアメリカ研究所

とか中国研究所があるだろうか。世界の留学生を集めて、日本で研究をさせて、そのベス

トプラクティスを見るといった、その種の重点投資の大学が必要である。 

○ まず競争力とは何かについて思ったのは、日本経済全体として、これから世界の中で、埋

没しないで栄えていくという、そういう国際的な意味での経済的な競争力ということが主

であるということ。そして、自分なりに２つイメージをしたのは、一つは、品質が高くて

安い商品であることとか、それを作るためにいろいろな技術力を高めたり、高い競争力が

見込める取り組むべき分野をしっかりと選んだりとか、そういう実体的な意味での競争力

が大事であること。もう１つそれに劣らずとても大事なのは、国際的な関係においてどう

いうふうに勝っていくのか、といった国際ルールの問題が重要だということ。これは、品

質が高くて価格が安いといった実体的な面だけではなく、ルールづくりや交渉というとこ

ろの問題が実は大きいということ。例えば、必ずしも良い商品ならば売れるということで

はなく、ルールづくりや交渉で負ければ本当は品質が高くて安くても売れないことがあ

る。国際的ないろいろな規格や制約はどれも”これが正しい”という方向、理由付けで議
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論をして決めるものではあるが、どれが正しいか、どれが本当に良いかというのは、様々

な面があり、本当に公正で良いルールができているかという問題がある。ルールは、ルー

ルを作る各国の利害や価値観に影響を受けるが、国際的なルールは真に公正で科学的であ

ることが必要であり、また、日本のよさなり、日本の価値観なり、日本の得意なところな

りも公正に反映させていかなければいけないが、それができているのか、これからもっと

公正なルール作りへの我が国の取組を強くしていかなければいけないのではないかと、非

常に強く感じた。 

  それから実体面でいうと、人の問題と組織や組織運営の問題というのは非常に大事だろう

ということがある。これら人の問題では、専門能力を高めていくとか、それを使っていく

という専門レベルの問題と、社員全体、国民全体といった基礎的全体的にどうするかとい

う問題との、両方があるかと思う。 

  後者は、世間で言われているように、基礎学力の低下の問題や、そもそもの人間力という

もっと広い意味での問題もあり、まず日本全体の基礎的な人材のベースをしっかりすると

いう意味での問題であるが、この話は競争力の上でも大変重要だと思う。 

  もう１つの専門レベルの話は、高度な技術についての継承や開発力といったことだ。これ

は大学の問題と企業の問題とある。大学の問題では、多分新しい分野に対応した講座がで

きないというお話があったが、きっとこれは、日本の大学はほかの国に比べると競争が非

常に乏しいというところがあり、新しい講座ができなくても生きていける。要するに大学

の先生が生きていければ、別に新しい講座をつくらなくてもいいという側面があると思

う。 

  それから、日本は企業に頼って専門的人材の育成をしてきた面がある。受験戦争だと批判

をされてきたが、少なくとも高校レベルぐらいの教育レベルはある程度しっかりしてい

て、その人がいい大学にいくので、大学の教育はともかくとして、いい素材が大企業に行

くと、大企業はその力の中でいい人を育てるということで、多分継承をされてきた面があ

る。もう１つ、伝統的な職人みたいなものがちゃんとつないでいくと、そういう形もある

と思うが、それはとりあえず置くとして普通の企業の方について言うと、今は非常に厳し

い経営状況の中で、そういう構造が維持できなくなっていということがあると思う。そう

すると、人材面のうちの専門的な部分をどうするかというのは大事な話である。企業でや

るのが大事なのか、そうだとすればその企業の育成力をどうやって回復向上させていくの

か、あるいは別の機関が人材育成能力を高めるのか、そういう専門レベルの技術や開発力

の継承発展の話をどうするかというのも競争力の核として大事である。 

  環境は今後の競争力を考える上で重要なキーワードの一つだと思う。資源・環境制約とい

うのは、今後ますます出てくるだろうと思う。温暖化の問題や、廃棄物、あるいは天然資

源の不足といった問題。それは、単に制約と考えるというよりは、その制約に勝つチャン

スと考えるべきだ。これらに対応する実体的技術で日本は進んでいるので、それを経済に
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つなげてどう生かしていくかとか、そういった分野の発展が大事だと国として位置づける

とか、これらに関連する国際的なルール作りにおいてもどういうことが本当に正しくてど

ういうことが日本の経済にもいいのかと、そういうことを国全体として意識していくのが

大事だと思う。 

○ 私としては、国の競争力というのは企業や業界だけにあるのではなく、その国の持ってい

る需要サイドの力や国民のライフスタイルの質も産業を育てる競争力になると思う。国の

ソフトパワーという考え方は、どんな文化を楽しむ能力が国民にあるかとか、どういうも

のを購買することによって豊かなライフスタイルを築いていくか、つまり質のいい欲望を

どれだけつくっていくかとことが競争力につながると思う。 

  もうひとつの論点は、将来のビジョンを描くときに、資源を集中するとか産業の競争力を

高めるという供給サイドの話が中心になることが多いが、果たしてそれに国民がついてい

けるかどうかという需要サイドのモチベーションの検討も必要だと思う。 

  少子化を解決するのに、子育てファミリーの支援が足りないからではないと私も思ってお

り、男女が平等に仕事をし、子育てするという環境が重要。ただし、男女が同じように子

育てに関われるような職場環境があるということは、企業側でそれだけ社員たちの拘束力

を弱めなければならない。すると、そこで競争力とバッティングが起こる。だから、そう

いう職場でいいということであれば、社会全体が競争のペースをスローダウンをするとい

うことも必要になってくる。デンマークの例を見ていると、どうもスローダウンをするこ

とによって少子化が解消してきているように感じるが、スローダウンをしても豊かだとい

うことが重要なポイントで、その均衡を目指して国の資源のマッチングや国民のモチベー

ションを高めるビジョンを描くべきではないかという感想を持っている。 

 私は経営とか資金をどう集めていって競争力を高めるかというポイント、プラス、それにつ

いていく国民の生活の方の視点も勉強していきたいと考えている。 

○ 石原都知事が４年前に、東京はアニメーション会社が集中しており、アニメの国際競争力

は高まっているのでアニメの国際コンベンションをやろうと声をかけ、「東京国際アニメ

フェア」を開いたりする事例からも、ここ数年、非常にこの産業が脚光を浴びてきた。 

  アニメーションは、いまだに大卒の方の初任給も低く、劣悪な労働環境により、産業全体

としては軽んじられる風潮もあったが、今海外に出たりすると、この産業の競争力、そし

て、日本のオリジナリティが非常に強いということを感じている。 

  仕事でアメリカ、特にハリウッドとは密接にやっているが、そこで感じたのは、日本のソ

フト産業がこれまであまり積極的に海外に出ていないにもかかわらず、実は影響力を与え

ているということ。しかし、アニメなどは数年間にわたって、アジアの労働賃金が安い韓

国や中国に下請けを出している。アニメ産業というのは人に依存をするが、才能のシステ

ム化というのが日本の場合構築されておらず、師匠の技を盗んで、何年間か修行をして、

その中で自分が一本立ちをするという環境が大半であるが、その一番末端の部分が今海外
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にどんどん流れてしまっている。片や韓国では国家が、日本のノウハウを使いながら人材

も育て、どういうふうにしようかと民間と国家が協力してやっている。 

  今回参加するに当たって、幾つか提言したいことがあるが、一つはナショナリズムの不在

というのはなぜ起こっているのか考えたい。若者達がもっと海外に行き、日本人であるこ

とに誇りを持って、日本人の良いところ語ってほしい。そうするために何が必要か？ 

  ２番目は、日本というのは仲間意識とか集団意識というものがすごく強いが、もっともっ

と個人が堂々と自分自身のやりたいことを、自分が優れていることを言えるような社会に

ならなければいけないのではないか。 

  ３番目に、今後日本が世界に名立たるシニア大国になるのであれば、世界に先駆けてシニ

アも新しいマーケット事業、例えばシニア向けのアニメーションを世界に先駆けて作るな

どのように、創意工夫で新しいシニア産業、そのモデルを海外にも出していけるのが日本

の役割ではないかと思う。 

  基本的には民間のことは民間にやらせるべきだと思う。アニメも漫画も過去政府はほとん

ど何もしてくれなかったが、それでもこの世界でがんばろうという先輩達の努力によって

現在の地位を築きつつある。今後望むことは２つだけあって、１つは、民間は短期的な益

追求やマーケット内競争をやるので、新しい産業、長期展望という目線がどうしても弱く

なる。人材育成や制度に対してどうしても手薄になるので、特に教育関係、教育啓蒙を行

ってもらいたい。 

  ２番目は広報的な側面支援。具体的な例として、社会的なイメージバックアップなど。例

えば小泉首相は日本を代表するようなアニメ監督やマンガ作家の方々ともっと公に対談な

どを行なって欲しい。そのことによって、今まで目に触れない人たちが、こういう産業と

いうのは、もう日本の中でそれだけのポジションに来ているということを知ると思う。い

まだにアニメーションの産業で働く、漫画の世界で働く、ということに何か社会的に後ろ

めたいものがついてしまうことを払拭したい。 

○ この会議の報告書は単に役所の報告書にとどまらないよう、一般の人に何かインパクトを

与える、例えば今のようなアニメが大事と言ったような良いメッセージがあれば、ぜひ教

えていただきたい。 

１つ質問であるが、韓国は民だけでやるのではなくて国が力を入れて、アニメは強くな

るのか。 

○ 今、韓国は政府がバックアップして、アニメ、マンガ産業に対して経済的、環境的な面か

ら力を入れている。しかし現状はアニメやマンガなどにおいては、監督や作家などのトッ

プの人材がまだあまり育っておらず、成果が出るまで３年から５年は必要である。しかし、

着実に成果は出ていると思う。 

 

今後のワーキング・グループの進め方について 
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○ 今後のワーキング・グループの会合の進め方は、資料６のとおりである。今から、事務局

より今後のテーマ別検討課題について簡単に説明していただく。 

○ このテーマ別検討課題は、７月の末に竹中大臣のイメージをもとに我々が作成したもので

あり、大きく分けて３つである。 

  １番目が科学技術・製造業の競争力に関連して、インフラ整備、金融市場の問題、人材育

成、製造業の競争力確保、などの課題。 

  ２番目が将来のビジョンに関し、新規産業の創出ということが課題ではないかと思ってお

ります。例えば生活型産業の拡大、医療、福祉、介護、住宅、といった問題や資源配分を

効率化するためのミクロの課題について取り上げたい。 

  ３番目は、人間力の強化の問題で、教育の多様化、専門家の育成、労働市場のあり方、人

的資源の移動の柔軟性の問題などの課題をお願いしたい。 

  次回以降の３回は、この項目で協議を進めていただき、ご議論、ご報告をしていただくと

同時に、外部の方の有識者の方もこの場にお呼びして、議論を深めていきたいと思う。 

○ この課題以外に大切な課題があればご提案頂きたい。何か全体の進め方についてご要望と

か、ご意見とか、コメントがあればお願いしたい。 

○ どうせだれも読まない報告書にはしないよう、過激な路線を伊藤さんの人柄によって貫い

ていただきたい。例えば競争政策などは、クロネコヤマトの例にあるよう、非常に重要で

ある。 

○ 確かに競争施策も非常に重要であるが、現実的には全部を含んだ、例えば200ページの大

作というのは難しい。しかし、オープンに、自由に議論していきたい。 

○ 今回は、日本の21世紀のビジョンをつくるということで４つワーキング・グループがある

が、それぞれの中間報告を最終的にどう１つに統合されていくのか。また、一番の懸念は

競争力に特化してしまい問題や課題を絞ってしまうことである。競争力から見た全体の日

本というのが見えるような形につくっていきたい。 

  最近の内閣府の報告書は、国民に働きかけるとか、読んでもらうという視点が入っており、

そういったものを目指していきたい。 

○ 既存の枠にこだわらず新しい視点から議論したい。また、並行して専門調査会を設け、他

のワーキング・グループの人たちとも議論をしているところ。あまり競争力にこだわらず、

自由に考えていただきたいし、限られた時間の中で、中身の濃いものを作っていきたい。 

○ 個別の検討課題を議論する際には日本の強みといった横断的な切り口を想定することが必

要ではないか。 

○ 確かに最終的な報告書を想定する際、「日本の強み、弱みは何か」といったことや、「個

人か組織か」といった共通の切り口を考え議論することは重要である。大切な切り口があ

れば自由にご提案いただきたい。 

○ この報告書というのは、誰に対して読んでいただくというか、提言をするものなのか？想
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定する相手によって表現を変えていくことが必要である。 

○ 皆さんとも議論していきたいが、政策としてとらえて頂きたい。しかし幅広く読んでもら

えるよう、インパクトを付与することは重要である。 

○ 議論の背景となるデータなどのバックアップについては誰かにお願いすることはできるの

か。 

○ 可能である。どんどんバックアップも要求して頂きたい。何かメールか電話でもどんどん

していただきたい。 

○ 2007年の少子人口減少はチャンスであると。それに関し、シニアの労働力をどのように活

用するかということは、普通の報告書では賃金の問題などと関連させて大胆に書くことは

難しい。しかし、そこに切り込んでいくよう姿勢が、インパクトのある、全体像を貫くよ

うなものになると思う。 

○ 賃金という問題だけではなく幅広い意味、例えば生活者の視点などから、前向きに書いて

いきたいと思う。 

  報告書の取りまとめについては、ワーキング・グループの報告書を12月上旬に取りまとめ

ることが想定されており、竹中大臣の要請により、主査を中心に我々メンバーが報告書の

原案を作成する予定である。そのため、ここで言いっ放しにすればどこか事務局からレポ

ートが出てくるというものでないため、皆様にもご協力頂きたい。また現実的には、12月

上旬にまとめる報告書は、先ほど言った200ページ、300ページの大作が出るということで

ないため、それぞれの得意なところをごくコンパクトに、しかし、インパクトのある形で

まとめていただくという形でお願いすると思う。 

 

（以上） 

 


