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        袖川 芳之  ㈱電通消費者研究センター主管 
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        西村 清彦  内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官 

・国立 大学法人東京大学大学院経済学研究科教授 

        藤本 隆宏  国立大学法人東京大学大学院経済学研究科教授 

真渕 博   公正取引委員会経済取引局調整課企画官 

               兼 内閣府事務官（企画官） 

        横田希代子  法務省大臣官房人事課付兼秘書課付 

               兼 内閣府事務官（企画官） 

        米倉誠一郎  国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター教授 

        米澤 友宏  金融庁総務企画局政策課研究開発室長 

兼総務企画局企画課法務室長 

               兼 内閣府事務官（企画官） 

 

 ②有識者 

樋口美雄慶應義塾大学教授 

松本大マネックス証券株式会社代表取締役ＣＥＯ 

 

 ③府省庁 

厚生労働省職業安定局雇用政策課課長         勝田 智明 

経済産業省経済産業政策局産業人材政策室長      石川 正樹 

  文部科学省高等教育局高等教育企画課長        惣脇 宏 
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（議事次第） 

１ 開会 

２ 議事 

（１） 事務局からの連絡 

（２） 人間力について 

＜論点＞ 

・ 教育の多様化と専門家の育成 

・ 時代にあった労働市場のあり方（多様な働き方、女性参加） 

・ ニートなど若年労働問題とシニアの労働力の活用 

・ 人的資源の移動の柔軟性・海 外の人材の活用 

・ 「個人」の力が評価される社会と「組織」のバランス 

＜有識者からのヒアリング＞ 

樋口美雄慶應義塾大学教授：「能力開発のための個人支援」 

＜ワーキング・グ ループメンバーの報告＞ 

 大久保メンバー：「競争力の観点からの人間力ビジョン」 

（３） ものづくりについて 

   ＜論点＞ 

   ・ 日本の強みをもった分野の競争力確保と海外との棲み分け 

・ 環境制約と競争力 

＜ワーキング・グ ループメンバーの報告＞ 

・藤本 メンバー：ものづくり日本の２１世紀ビジョン 

－ 組織能力とアーキテクチャの視点から － 

・苦瀬 メンバー：「我が国の競争力強化の今後の方向について（国際的な環境制約の強

まりの中での環境と経済の好循環の実現など）」 

（４） 金融 

   ＜論点＞ 

・金融 における競争力、リスク・マネ ーの供給 

＜有識者からのヒアリング＞ 

・松本 大マネックス証券ＣＥＯ：金融における競争力 

（５） 次回以降の予定について 

３ 閉会 

 

（配布資料） 

資料１  企業の長期ビジョンに関するアンケート調査の実施について（案） 

資料２  樋口教授提出資料 

資料３  大久保メンバー提出資料 

資料４  藤本メンバー提出資料 

資料５  苦瀬メンバー提出資料 

資料６  松本ＣＥＯ提出資料 

資料７  経済産業省提出資料 

資料８  文部科学省提出資料 

資料９  厚生労働省提出資料 
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（概要）  

○ 事務局から企業に対するアンケートの実施について説明 

 

樋口慶応義塾大学教授より説明 

○ これまでの日本における能力開発は、往々にして企業にいろいろなものを任せてきたとい

うようなことがある。その企業の能力開発の重要性は一向に変わらないが、その一方で、

例えばいろいろな経済のパラダイムが変わっていく中において、企業の能力開発の力とい

ったものが弱まってきている。だとすると、それにかわるものとして、社会としてどのよ

うに個人の能力開発を支援していくのかというようなことに焦点を当てて話をする。 

  まず、企業の教育訓練実施割合について、1994年から企業におけるコスト削減が進展する

中で、能力開発についても後退する傾向が見られるようになってきた。次に教育訓練費が

人件費に占める割合がどのように推移してきているのかをみると、80年代、特にバブルの

ときには、この比率が上がる傾向があったが、その後、やはり人件費を含め総費用の削減

ということから、この教育訓練費の割合も低下傾向にある。 

  こういう数字もさることながら企業にいろいろなインタビューをしてみると、今までの能

力開発の仕方を見直そうというような機運がある。これは費用だけではなく、その実施方

法についても含まれる。 

  アンケート調査を見ると、これ以上能力開発の費用を削減するということは、日本は人材

に頼っている点で難しいだろうと。しかし、やり方は今までとは変えていく。今までは、

どちらかというと広く浅くというようなことで全員に対して、そして１人当たりの能力開

発費は小さくというようなことが行われてきが、今後については集中投資をしていくとい

うことで、特に企業の将来を背負っていくようなコア人材に集中して投資をしていく。そ

れ以外の人については、自己啓発を中心に自分で努力しろというようなことをやりたい企

業が増えている。 

  そうなってきたときに、人材に対する投資、これがやはり必要なわけであり、この話をし

たときに思い出すのが、1980年代における日米構造協議の中で日本側がアメリカに対して

要求した項目、アメリカは生産労働者まで含めてちゃんと能力開発をしろというような要

求を日本側はした。生産性の向上や欠陥率の引き下げを考えたときに、どうも生産労働者

に対する能力開発がアメリカでは劣っているのではないかということから、要求を出した

かと思う。 

  同じようなことが今になってみると、日本の今後を見通したときに懸念されており、ここ

を政府として、あるいは社会としてどうカバーしていこうとするのか、その戦略がなかな

か見えてこないというようなことが言えるのではないか。 

  例えばＧＤＰに占める公共事業費割合、これが欧米では、特にフランス、ドイツあたりで

は1970年ぐらいは５％近くあった。70年代から80年代にかけてこの比率が急速に削減され
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る。それにかわって、何をやったのだろうかということを考えると、雇用政策費にお金を

使うということで、ＧＤＰに占める雇用政策費が現在３％ぐらいになっている。 

  日本の方は、90年代の中ごろまではＧＤＰに占める公共事業費割合が７％ぐらいであった

ものが徐々に削減されているが、その削減される公共事業にかわって、日本では今後どう

するのかと。公共事業費を削減するだけでいいのか、それにかわる何らかの施策といった

ものを戦略としてとっていく必要があるのではないか。 

  企業内の教育でカバーできない専門知識のニーズといったものに対する需要や、必要性と

いったものが非常に拡大している。研究開発あるいは技術、あるいは社会的な、司法であ

るとかアカウンティングであるとか、そういった職種特殊的技能、企業の壁を越えて通用

する、しかし、だからといって職種が限定されているというような、そういった職種特殊

的技能といったものに対する社会のニーズが高まっている。 

  しかし、こういった人材を育成することに対して、必ずしも十分な対応ができていない。

例えば、司法であればロースクール、こういったものを用意していくことで強化しようと

しても、非常に高い授業料であるというようなこともある。そういうことから、それを受

けることができる人間というものが非常に限定されている。 

  また企業の話では、戦略を構想できるような人材がどうも日本では不足しているのではな

いか、こういった人材をどう増やしていくのか、強化していくのかということも必要であ

る。 

  よく企業内の教育なのか、それとも企業外の一般の教育機関を通じての教育なのかという

のがあたかも代替関係にある、どちらを重視するんだという言い方がされる場合があるが、

むしろ両者というのは補完的である。企業内の経験といったものも必要であるが、それだ

けではなく、そのベースとなる基礎的な知識といったものがあることによって、その経験

がより効果を発揮するというような、そういう補完関係にあるのではないか。したがって、

どちらかというよりも両方ともに強化していくということが必要である。 

  同時に、今まで企業の人材の育成の対象は、正社員に限定されてきた。ところが、その正

社員が徐々に削減され、その一方で、非正社員と言われているような人たちが増えてきて

いる。雇用形態の多様化も言われるが、むしろ二重構造化が復活してきているのではない

か。正社員と非正社員の間の処遇の問題、さらには能力開発の問題、こういったところで、

二重構造的色彩というものが強まってきている。例えば、パートタイムあるいは派遣労働

者、嘱託社員、契約社員、さらには雇用関係にはないが、特定の企業に従属してそこで働

いているような、一種の個人請負的な仕事、こういった仕事をする人たちが増えてきてい

る。 

  その数が増えると同時に、では、例えば一度パートタイマーとして、あるいは非正社員と

して働いた人たちが正社員になるチャンスといったものが増えているのかというようなこ

とを考えてみると、一時的な給与格差、所得格差が拡大するのと同時に、どうも社会の階
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層化というか、一度非正社員になると、若い人たちでも正社員の方に転換できるというよ

うな、その確率が非常に落ちてきているということが言える。その分だけ社会の所得格差

の拡大と同時に、階層化的な色彩というものが強まってきており、それをどのように個人

の努力によって、また社会がサポートして改善していくのか、流動的にしていくのか、転

換できる社会にしていくのか、あるいはリ・チャレンジできるような社会にしていくのか

ということが重要。 

  フリーターというと、かつては若い10代、20代であったが、最近の動きを見ると30代のフ

リーターの人たちが増えてきている。これは新たにフリーターになるというよりも、フリ

ーターであった人たちが、例えば結婚したいとかいうようなことがあって、それに伴って

正社員になりたいというようなことであっても、本来能力開発をしておくべき年齢におい

てそれがなされていないと、その後でリ・チャレンジできるかというと非常に難しいとい

うような傾向が出てきている。 

  最近、いろいろなところで調査してみると、正社員になる比率が非常に下がってきている。

今までの日本の労使の関係というのは、特に正社員を中心とに採用の段階で非常にスクリ

ーニングを厳しくする。正社員として採用されたからには雇用保障をしていきますよとい

うことで、そういう選別と保障、そしてその後の拘束、こういったものが一体になった関

係があったのではないかと思う。それが、ここのところ、この関係が非常に大きく変わっ

てきている。すなわち、企業は、給与体系にしろ、能力開発にしろ、保障から自己責任の

流れを強めようとしきている。 

  しかしこうした流れの中で、正社員の採用をこれまで以上厳しくしようとすると、これが

締め出される人が増え、しかも再挑戦のチャンスが与えられないと、社会の活力は殺がれ

てしまう。これを回避するためには、入り口のところはなるべく広くし、そしてその後に

ついてリ・チャレンジするチャンスを与えていくということが必要ではないか。その点を

労働市場で考えれば、最近トライアル雇用といったものだとか、あるいは紹介予定派遣、

こういったものによって一時的には有期雇用とか派遣労働者として働きながら、その働き

ぶりを見ることで転換していくという制度が少しずつ出てきているが、そういったものを

今後もサポートしていくことが必要である。 

  では、日本社会の活力を維持するために具体的にどういうような施策が必要だと考えてい

るかということを申し上げると、１つは、これも繰り返し言ってきたが、再挑戦を可能に

するためのバランスのとれた労働市場の改革といったことが必要なのではないかと思う。 

  ここのところ法律の改正等々を見ると、例えば労働者派遣法であるとか、あるいは労働基

準法の中でも有期雇用についての期間延長、そういった期間限定型の労働者についての法

律改正がなされ、規制が緩和されていくという流れがある。 

  ＯＥＣＤでは、こういう規制を緩和することで雇用機会を増やしていくことを推奨してい

るわけであるが、そのやり方に幾つかの国では問題がある。それは何かというと、全般的
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に推し進められるというよりもテンポラリーワーカーについてのみ規制が緩和されていく

というようなことで、労働市場の処遇、需給バランスで決まってくる、あるいは労使で決

まってくるこういった処遇の格差だけではなく、法的にもゆがみが出てくる可能性がある。

そうなると、企業としてはどうしても規制の緩い方を採用しようという流れが出てくるわ

けであり、そこをバランスをとって進めていく必要があるのではないかという議論が起こ

っている。これは日本を特に名指しで言っているわけではなく、一般論としてＯＥＣＤは

言っているわけであるが、日本もそういった傾向があるのかなというようなことがある。 

  その一方で、正社員についてもやはりいろいろな規制を改革するというようなことで、例

えば裁量労働の適用拡大であるとか、働き過ぎの防止を折り込んだ上でそういったものを

進めるというようなことも必要になってきている。 

  ２番目の項目としては、先に触れた雇用形態間の転換制度。 

  ３番目として、個人支援の所得税の自己啓発控除、実額控除といったものをとりやすくし

たり、さらにはキャリア奨学金制度を設けるなど、資金的な個人支援が必要になってきて

いる。実際には、所得税制上は実額控除というものはサラリーマンにも認められているが、

実態としては非常に使いにくいといえる。 

  最後は、資金的援助だけではなく時間的な援助。やはり能力開発、自己啓発ができない最

大の理由は何かというと、時間がないということを言う人たちが多い。現状として、例え

ば週60時間以上働いている人たちの比率が、人員が削減される中で増えてきている。それ

がゆえに60時間といえば１日に平均でも４時間以上は残業しているという人たちの比率が

20％を超えるというようなことになってきている。そういう中で自己啓発をしろと言って

もやはり限界があり、バランス、仕事と暮らし、そしてそのためには、例えばキャリア・

ブレイク制度というようなことで、一定期間、キャリアを積むために、自己啓発をするた

めに休暇がとれるというような権利を与えるというようなことも必要ではないか。 

 

大久保委員より説明 

○ 競争力の観点からの人間力ということで話をしたいと思う。 

  2030年までということが想定されているので、それに関連して言うと2030年だと低位推計

の場合で11％ぐらい人口が減る。この問題を労働力の観点、人間力の観点から対策をとる

としたら、２つの方向性がある。 

  １つのポイントは、人材育成によって一人一人の生産性を高めるという、質的な対応。も

う一つは、就業率を高めることによって労働投入量を高めていこうという量的な対応。 

  ただ、これはもちろん競争力という観点からの対応が必要であるが、これはやり方におい

ては工夫が必要。つまり個々の生活の満足度や幸福感というものと、この２つの政策が両

立するような道筋というのをどう描くかということを考えていかなければならない。 

  まず、生産性の向上についてだが、performanceというのは能力とモチベーションの関数
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だと言われているので、この２つをいかに高めていくかということになる。 

  まず能力であるが、基礎力と専門力という２つのくくりで話をすると、１つは基礎力、仕

事で成果を上げるための基礎的な能力、これには学力も含まれるが、主には仕事で成果を

上げるための行動特性、俗にコンピテンシーと言われるもの、こういうものをいかに高め

ていくか。 

  そして、もう一つは、この上に専門的な力をのせていく、つまり特定分野における専門知

識やスキル、技術といったものをのせていく。この両輪をいかに高めていくか、これを社

会的な仕組としてどう整備するかということが大事である。 

  そして、モチベーションの方は、いかに仕事に対してエネルギーを注ぐ動機づけを行って

いくかと、こういうことになるかと思う。 

  まず、基礎力ということについては、これは主に学校において、また企業に入ってから比

較的若い世代だと思うが、ここでしっかりと身につけるべきものである。これについては、

学校と企業、全体としてどのような体系でこの力をつくっていくのかを考えていく必要が

ある。 

  小中高校においては、今、キャリア教育というのが始まっているが、その発達段階に応じ

てこの力をしっかりつけていくということが大事であり、今はまだトライアル段階だが、

これを体系的、継続的に行えるように整備するということが大事である。 

  そしてまた、もう一つは、学力の問題等々あるが、小中高における授業時間の問題につい

ても再考する必要がある。 

  大学においては、１つ、イヤー・アウトというのを実現した方がいいと思っており、すべ

ての個人が自動的に大学に進学していくという流れは、大学における教育投資を必ずしも

効率化していないと思っている。つまり大学の合格の切符を取ったら実際に１年働いてみ

るというようなことや、試行錯誤してから本格的に大学で学ぶというようなルートがあっ

ていい。あるいは大学における授業も、よりこの基礎力を高める、討論やプレゼンテーシ

ョンというものを盛り込んだ授業メソッドを展開していくということも内部で検討すべき

ことだと思っている。 

  その上で、企業においてはしっかりとこの基礎力を身につけるような人材育成を行ってい

く。それは恐らく正社員だけじゃなく、先ほど御指摘があったとおり、非正社員も含めて

このようなものを促進していくということを政策的に実現していく必要がある。 

  続いて、専門力をこの上にのせていくわけだが、この専門力をのせる、つまり最近、企業

も新しい人事制度を採り始めており、それは何かというとプロフェッショナル人事制度と

いうのをよく言葉として使っている企業が増えてきた。これは、基礎力をしっかり高めた

上でコース選択をして、それぞれの道でプロフェッショナルになってもらおうという制度

である。ビジネスリーダーになる人もいれば、エキスパートになる人もいれば、一部の企

業ではそれ以外にプロジェクトリーダー型のプロデューサーといったコースを用意してい
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るところもあるが、それぞれ何らかの専門的な力を持っている人たちの育成である。この

専門力の部分の体験が日本の場合、大変弱い。一つに、これは社会環境的な問題を申し上

げれば、プロフェッショナルリズムが大変弱まってきているような感じを持っている。 

  そこで、改めてきちっとプロが尊敬される社会をつくっていくということが重要である。

個人のキャリアデザインパターンを見ると、ある特定の分野で専門性を磨いて、そのこと

によって社会から尊敬されるようになりたいという、そういうビジョンを描く個人が52％

程度いる。つまりこれは、個人がなりたい姿ということと、こういう社会を用意するとい

うこと、極めて両立する方向性があるのではないか。そしてこのようなプロを社会的に褒

章する制度を用意すべきであり、また、日本は企業内組合が主に発達してきたわけだが、

そういう職種ごとの、職業別のコミュニティとかギルドといったものが用意されていくこ

とが、このプロを育てていく上でも重要になってくるかもしれない。 

  そして、この専門力を教える場であるが、企業依存だけではなく、いつでも誰でも参加で

きるような非常に短い単位、数時間単位、数日単位で参加できるような、専門知識、自分

の選んだ専門性の分野、そのことについての知識や技術を身につけるようなＷＥＢと、学

習センターを組み合わせたようなものをプラットホームとしてつくっていくことを考えた

方がいい。 

  また、大学と企業が共同してそれぞれの専門分野についてしっかりと教育を行う場をつく

っていく、こういった用意が必要ではないか。 

 次に人材育成のところで、私がより方向性として感じているのは３つある。 

  １つ目は人材育成をしっかり行っていくためには、やはり教育や人材育成ということに対

して必要なお金を、国の予算も含めてある程度これは重点だということを国民的にきちん

とコンセンサスをとっていく必要があるのではないか。 

  そして、２つ目には、企業が人材育成投資を自然にやっていくようにするためには、人材

育成をし、人材力を高めることがちゃんと企業価値につながり、そのことが評価されると

いう流れをつくっていくということだろうと思う。これは国でも企業でもそうだが、例え

ば株式市場等において、我が社ではこのような人材を抱えている企業だということを情報

としてディスクローズしたときに、それによって株価に影響を与えるというような、例え

ばそういう仕組があれば、これは当然ながら企業というのは企業価値を高めるために人材

育成をするわけであり、現状ではほかの項目に比べて人材力は大変弱くなっている。これ

についての法整備ということを検討する必要がある。 

  ３つ目は、企業が自分のところだけの従業員のためにその企業が持っている知識を使うの

ではなく、それをほかのところの生産性向上にも使っていけるように企業知を開放するこ

とを促進していくというのも重要な柱になるのではないかと思っている。 

  次にモチベーションの問題であるが、これについて各論はなかなか難しいが、夢とか目標

が持てて、そして努力をしたときにそれが報われる社会像というのを描いておく必要があ
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る。夢とか目標が持てるというのは、自分がどういう方向を目指したいか、簡単に言うと、

自分なりにロールモデルが見つけられるということなのかもしれないし、そしてまた、努

力が報われるということは、平均的な能力を持った人であれば本当に努力をすればある程

度の確率できちっと成果が出せると、こういう社会構造のことを言うのではないかと思う。 

  そのために、ロールモデルと出会う機会を支援する、失敗を許容する、あるいは能力主義

に基づく新しい人事制度を日本はきちっとつくる必要があり、また、職業関連資格の再編

のことについても、ちゃんと能力向上が見えるようにしていくということをすることも一

つの方法かと思う。 

  そしてまた、日本は古くから、労働は苦役でなく自己実現であるというすばらしい仕事観

を持っているわけで、そのことをより生かした、個人に裁量権をもう少し与えたようなワ

ークモデルということを開発していくことも非常に重要である。 

  先回、西村さんが別の観点から遊びと仕事の融合という話をされたが、このあたりの切り

分けはほとんどできなくなってきている。もう既に何時間働いたからどうという世界では

なくなってきおり、そのことに適したワークモデルをきちっと準備することが必要ではな

いか。 

  続いて、もう一つの論点の就業率を高めるということについては、実は2000年の段階で15

歳以上人口というのは１億822万人いる。そして、2030年の段階で15歳以上人口というのは

１億434万人に減る。ただ逆に見れば、これは現在、2000年段階の就業率は59.5％であるが、

これを2.2％改善すればバランスがとれるということでもある。この就業率のことについて

こだわることは、非常に重要な問題である。 

  ここで最も重要な点は、やはり高齢者の労働市場をつくることである。65歳以上の就業率

というのは1955年には42.3％だったが、2003年には20.3％に下がっている。これはサラリ

ーマン社会への過度の傾斜が原因ではないか、つまり自営業がつぶれて、すべてサラリー

マンになったために定年退職がすべてここにインパクトとして出てきているということで

はないか。そのためには65歳定年延長政策を今とっているが、これではやっぱり限界があ

って、それはやはりエイジフリーをベースとした新しい高齢者労働市場をつくることが必

要である。 

  １つは、ある会社を60歳で定年退職した人をその会社を卒業したとみなして、60歳を新卒

とみなして15年契約社員で採るのもいいし、あるいはもう株式会社に依存せずに、本当に

高齢者同士がペアを組んで、チームを組んでやるような事業協同組合型のワークモデルと

いうのをもっとしっかり整備するということでもいい。この高齢者の労働市場をつくるこ

とが極めて重要ではないかと思う。また、高いノウハウを持った定年退職者を、別の会社

にトレーナーとして派遣するということも生産性向上と両立する方法として重要ではない

かと思う。 

  最後に、多様な就業形態の実現というものについて、樋口さんもお話しになったが、正社
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員の夫と専業主婦の妻という標準モデルが、すべからくいろいろな分野で崩れ始めている。

これを前提とした制度を維持していくと、目に見えないところで相応のモデルでない人た

ちが不利な条件に入るという状態になっているので、これを変えていく必要がある。 

  特に私が気になっているのは、一旦出産や育児のときに退職してしまった場合、退職をし

て復職をしたいと思った場合に、復職のルートが極めて弱いということである。仮に子供

を預けて仕事を探しに行こうと思っても、預かってくれる期間が極めて短いということか

ら始まって、非常に大きな障害が次々出てくる。このことを変えないと、せっかく高い学

歴を持った女性が40代ごろにおいて非常に低い就業率になってしまう。 

  それから、もう一つは、非常にさまざまな就業形態が世の中に存在するのであれば、それ

をマッチングするというサービスというのも非常に難易度が高くなるし、重要になってく

る。これを官民が競い合って職業紹介のサービスが実現できるように、官民がどういう方

法でサービスを提供できるのかということを考えていく。職業紹介バウチャーなども一つ

の方法かもしれないが、このようなことをしっかりとっていくことが重要である。 

 

＜質疑応答＞  

○ 職種特殊的技能はコンテンツとかソフトの分野でも、問題とされており、例えばアニメー

ションや映像関係で国際競争力を高めるという視点に立つと、司法的、会計的な制度も整

備されているとは言えない。またこの種の比較的新しいジャンル、特にソフトやコンテン

ツなどのような、従来までの基幹産業と異なる分野に関して、大学では教える側がいない

という問題があるのではないか。現状、コンテンツとかソフトに限らず、教える側、その

環境というのはどうなっているのか。ニーズの高まりは感じるが、それに対応できる環境

があるのか？ 

○ いろいろなところで専門的なものを教えられる仕組が必要だというふうに言われるが、ぼ

ちぼち動き出している程度であって、まだ実際のところは機能していないというのが現状

ではないか。 

  海外では仕組みとして、システムとしていろいろな先生がいて、その人たちから学んでい

くというような仕組をつくっている。日本の場合には個人の指導者に全部依存して能力開

発をしているというようなところがあり、海外のような仕組をつくっていくということが

必要ではないか。 

○ 例えばその場合に、現状の教育関係と民間の早い段階での人材育成や、特にこの種の専門

特殊能力に対する制度というか、産学協同政策の可能性についてどのように思われるか？ 

○ 今まではほとんどが暗黙というか、経験に培われたというようなことで、基礎的なところ

は余り教えずに表面的なところを教えていく、あるいは精神論的なところで教えていった

ということがあるが、そういうプログラムにのせていくという以上はやっぱり経験だけで

はなくて、それを体系化していくというようなことが必要であるのではないか。そうする
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ことによって基礎的なところができれば、今度はそれに経験が重なって、その人の何が必

要であるかとかということが実感としてそれを感じることによって、どういう方向の能力

を高めたらいいかというようなことも出てくるのではないかと思う。そこのところはやは

り海外、特にアメリカあたりを参考にすべきかと思う。 

○ 大久保さんがおっしゃった道をきわめたプロの褒賞制度という、この観点というのは結構

重要じゃないか。つまり出口の方で強いインセンティブを与えるということが、実は人々

をモチベートするということがある。日本の褒賞制度というのは要するに縁の下の力持ち

とか、そういう方をいろいろと褒賞するという形になってきたが、最近はどちらかという

と何年間やっていたとか、そういうような形式的な形の褒賞になってきている。本当の道

をきわめたプロの褒賞制度になっていないのではないか。 

  それから、このものづくりに関しての褒賞制度というのも非常に重要なものである。日本

はどちらかという華々しいところだけを見ているが、本当の強いところは実は華々しいと

ころではなくて、縁の下の力持ちのように見えるところである。よってチームプロダクシ

ョンというところから考えれば、そういったいわば真の力になっているところに積極的に

スタンディングを高めるということがやっぱり重要ではないか。 

○ 最近、企業の中の教育訓練費が落ちてきたことについて、私がいる電通の事情で言うと、

かつて海外のＭＢＡに出すという制度があったが、やはり90年代の半ばにそれをやめてし

まった。その一つに、受けてきた人が、成果を出す前にやめてしまう。企業は多額の費用

負担をしたにもかかわらずすぐやめてしまう。そういう問題が出てきたので、どうも成り

立っていかないというのが出てきたのではないか。これは社員の側の責任もあるが、教育

を受けたときにそのオブリゲーションがちゃんとセットになっているかと、ここをつくら

なければならないかと思う。 

  能力開発と一言で言ったときに、１つは技能開発という面と、それから人間の教育という

面と２つある。もし技能開発であれば、目的があって、それを学んでちゃんと成果として

出すと、こういう形が企業にとっても投資であって、リターンがちゃんと臨めるという形

になると思うが、もう一方の教育の方は、人間力のような教育の方だとリターンが長期化

してしまう。投資と回収、あるいは教育とオブリゲーションというセットが成り立ちにく

いのかなと。もっと技能に関する研修を重視した方がいいのではないかという気がしてい

て、ＭＢＡのような教育的なものは個人の負担という仕分けをした方がいいのではないか。 

○ すべての人間形成というのを一概に議論することができないというのはおっしゃるとおり

で、どこのところを強化していくのかが非常に重要である。 

  ただ、共通して言えることは、やっぱりいろいろな技能形成を行っても、それがちゃんと

評価されているのかどうかという点である。例えば、ある資格を取ってもほとんどの企業

では1,000円か2,000円給料がアップするだけというような形。あるいはＭＢＡを取ってき

たとしても、それ有効に活用できるようなところに配置されているのかということになる
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と、そうなっていない。 

  職種特殊的技能の特徴とは、企業を越えても同じ仕事を続ける限りにおいては習ったもの、

勉強したものというものを活用することができる点にある。そのためＭＢＡを取ってきて、

ある企業がお金を出してくれても、ほかの企業に行ってもそれが重宝されるというような

ことから、企業では、むしろＭＢＡを自分のところでお金を出してやるのではなくて、取

ってきたやつをヘッドハンティングした方が安上がりだというような意識も出てくる。 

  問題なのは、本当にそれを個人に全部任せていいのかどうか。例えば、資金的な問題ある

いは時間的な、二、三年ブランクが空くというようなことになったときに、全体として能

力開発を受ける人たちの数が減ってしまうというようなことが問題になってくるのではな

いか。この点についてはやはり社会で何らかのサポートをする必要がある。 

○ 外で育った人を雇えばいいという考え方だと、結局どこの企業でも育てないということに

なると、全体として力が低下してしまう。あと個々の企業というのは個性があるため、そ

れを画一化するのは無理であるから、やはり企業内での教育というのはものすごく重要で、

むしろ企業内教育を支援するための施策を強化する方法はないのか。 

○ 労働市場の流動化というのは功罪両方あるわけで、ある意味では、過剰な労働者を衰退産

業が抱えていても人材の最適配分という視点からは問題がある。そうであれば、むしろそ

ういった人たちが能力開発できるようなところに転職していくというようなこともあるわ

けで、その点は功の方がある。 

  しかし、その一方において、人材がそれだけ流動的になれば、企業の方が人材育成という

もののレートオブリターンが下がってくるわけで、その分だけヒューマンインベストメン

トをやらなくなってくるというようなことがある。このヒューマンインベストメントは、

目で見ることができない。したがって、コストが幾らかかったかというのはわかるが、そ

れによる成果の方がどれだけ上がったかというのがなかなか把握できないため、コスト削

減ということになると、どうしても見えないところにしわ寄せがくるというようなことが

ある。 

  これは個々の企業でどうしても競争力をというようなことであれば重要かと思うが、日本

社会の競争力というものを考えたときに、そこに政府がいろいろな助成を与えていくとい

うようなことが必要になってくるのではないか。特に個人的なレートオブリターンあるい

は企業にとってのレートオブリターンだけではなく、社会にとってのレートオブリターン、

社会的便益、こういったものがかなり強く働くのがヒューマンインベストメントの特徴か

と思うので、その社会的便益に対する社会的な負担というものがあってしかるべきだろう

と思う。 

  具体的には、こういった教育訓練費に対して、例えば企業の税金に関しての控除を認める

とか、実際に認めているところがかなりあるが、それをさらに強化することも一つかと思

う。 
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  いずれにしても、パフォーマンスの改善というものをどのように目で見えるようにしてい

くのか、企業にとってもそういったものが把握できるような仕組が今後の重要なポイント

になってくる。 

 経済産業省経済産業政策局石井産業人材政策室長より説明 

○ 企業の人材育成の強化という観点で、まさに先生御指摘だったような税制上のインセンテ

ィブであるといった形で企業の人材育成を活性化できないかということで、今、政策を出

させていただいている。 

  それからもう１点、一企業だけで人材育成をすることがなかなか難しい、他方、非常に流

動的な市場からある特定の人間をぱっと採るということがどれぐらいうまくいくかという

中で、企業サイドからも産学連携、大学や学校と企業がある程度密接に結びついた形で人

材育成をして、その中で優秀な人がある程度予測できる形で採れるといったようなことが

できないだろうかというようなニーズもあると私どもは考えており、そういった形での研

究開発だけではなくて人材育成の産学連携ということも推進ができないかということでい

ろいろ議論をさせていただいている。 

文部科学省惣脇高等教育企画課長より説明 

○ 企業と大学の関係については、研究面での産学連携があるが、教育面についても、インタ

ーンシップを初めとしてほとんどの大学で進んでいる。来年度、これをさらに充実するよ

うな予算要求もしている。 

  それから、教育面については、特に大学院、これまで量的な整備も図ってきたが質的にも

重要だということで、例えば専門職大学院の制度を設けているところである。これに対し

ては、大学に対する支援とともに学生に対する支援もあわせて奨学金のそれに対応した区

分を設けているというようなことをやっている。 

  いずれにしても、そのような形で、大学に対して国公私立を通じた支援であるとか学生に

対する支援、そのような総合的な、公的な財政的な支援が重要だと考えているが、我が国

の場合、欧米に比べてＧＤＰに占める高等教育に対する公財政支出が大変低いと、半分し

かないというような問題があり、この点については努力する必要があると考えている。 

厚生労働省勝田雇用政策課長より説明          

○ 企業内における職業能力開発あるいは教育訓練に対しては、さまざまな形で企業が負担す

る費用や、それからその際の賃金の一部等についての助成措置等を設けて、促進している。

重要なことは、能力開発は企業が行うもの、本人が行うもの、そして公的と言っているが、

ほとんどが今、民間の訓練機関等に委託されて行っているこの三本柱の中でやっている。

そして、それによって基づいて得られたものを能力評価という形で評価することによって、

うまく労働市場等において機能していくことが重要だと考えている。 

  それから、訓練と話が離れるが、今日お話に出なかったことの中で、女性の就業率あるい

は労働力率の向上であるが、諸外国に比べると、我が国は高齢者がよく働いている。それ
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から若年者の問題は各国ほとんど同じであるが、女性の労働力率あるいは就業率というこ

とについては、各国に比べて大分低いのかなというような状況にある。こういった点も含

めると、さまざまな形での均衡処遇や家庭と生活の両立もあるが、多様な働き方に応じた

働き方のためのいろいろな制度の促進等も必要かと考えている。 

○ アメリカにはアスペン研究所という有名なところがあるが、そういうところでハンチント

ンとかジョセフ・ナイとか、広い視野を持った国際政治学の先生が超トップというか国の

レベルというか戦略を構想できる人材を育てている。またアスペンではソクラテスとか、

プラトンとかカントといった古典を経営者に教え込んで、それが経営のハンデに役立つの

だと、そういう教育をして人間を育てている。 

  また、シンガポールのリー・カンユーが、全体を見ることができる人間をつくりたいんだ

と。小さな国だから人間力がすべてだと。そのときに、バードアイ、鳥の目で見る人間で

は足りなくて、ヘリコプター級の人間を育てなきゃいけないと、そういう言い方をしてい

る。じゃあ本当に超トップ、世界のトップに君臨できるような人間力を持った人を日本で

どう育てていけばいいかというのが、実は競争力と人間力を考える点では非常に重要な点

だと思う。 

  そういう点で、こういう人間力に関するイメージについてお聞きしたい。 

○ ご指摘のあった、いろいろな分野における戦略を構想できる人材の育成は、現在、わが国

で求められている最大の課題ではないかと思います。私どもの大学でも、いろいろ検討を

進めておりますが、単に技能や知識を身につけたプロフェッショナルを育てるのではなく、

広い視野から戦略を構想し、実行していける人材を育成するには、歴史や古典から学ぶこ

とも多いでしょうし、哲学や倫理学から学ぶものも多い。帝王学を個人がマンツーマンで

教えるのではなく、プログラム化しカリキュラム化していく必要がある。言うは安く、行

うは難しといったところはありますが。 

○ もちろんある分野に非常にすばらしいエリートを育成するというのも、タブー視しないで

やった方がいいと思うが、ただ、国際間の競争の中で日本がどう勝つかといったときに、

ある程度の粒揃いをつくっていくというところを戦略的に中心にする方が勝ちやすいので

はないかという意識を持っている。 

  もう一つは、先ほど、プロの社会をつくると申し上げたが、自分の道をはっきり選ぶとい

うことは、そこに自分のエネルギーを集中するということで、ほかの道を捨てるというこ

とであるから、その中でビジネスリーダーとして早い段階にその道を選んで、徹底的にそ

こについては一流になるという、そういう道を進めることによって、ある程度そこのリー

ダーを輩出できのではないかという考え方を持っている。 
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藤本委員より説明 

○ 私は工場をいろいろ見ているので、この10年間、もう日本製造業はなくなるのではないか

とか、その種の議論がされると非常に違和感を持っていたが、結論から言うと、ものづく

りに空白の10年というのはどう見てもなかった。むしろものづくり論に空白の10年があっ

たわけで、要するにうまく議論がされていなかった。その結果として、過剰反応、日本は

だめだとか、ちょっとよくなると今みたいに今度は逆に日本万歳みたいな話になる。これ

は両方根っこが一緒であり、ぶれのない現場発の戦略論というのが欠けていたのではない

かと。これはいろいろあって、良いときはベスト企業、悪いときはワースト企業と自己同

一化というのはよくある。それから産業を十把一からげにしてしまう、自動車、コンピュ

ーター、銀行の区別がないような議論が、欧米のマスコミなんかは結構これをやっている。 

  それから、収益力と競争力の混同が非常に甚だしいわけで、収益力が上がった、下がった

と、現場の競争力が上がった、下がったを混同して一喜一憂してしまうことがいえる。 

  私はやはり歴史が大事だと思っている。確かに21世紀ビジョンというと、21世紀、100年

考えろということになりそうだが、1950年から2050年で一区切り１世紀と見た方がわかり

やすいのではないか。そう考えれば前半が終わったところであり、前半は結局、能力構築

をやってきた10数％の企業と、やってこなかったというか規制がんじがらめが数10％、そ

れが錯綜して、ある意味で組織能力面の二重構造になっていたのではないかと。 

  ここが出発点であると考えたときに、それぞれの国にやはり組織能力に偏在する傾向があ

り、これはやはり歴史がつくっていると思っている。日本はやっぱり企業が、要するに若

いころの貧乏暮らしみたいのをやってきた企業が知恵を出して統合型のものづくりをやっ

てきたといえる。そういう企業と、それからそういうのをやってこなかった企業が混在し

ていて、この間に生産性の格差が膨大にある。実は競争していた人たちの間でさえ、例え

ば自動車とエレクトロニクスでへたすれば３倍ぐらい生産性に差があった。今言ったのは、

いわゆるマラソンで先頭集団の中で３倍ぐらい差があったわけであり、後ろの方の人たち

は一体どれだけ生産性に差があったのかこわくて蓋もあけられない状態である。 

  それでは、ものづくりから見ていく場合、何が言えるのか。私は、ものづくりというのは

製造業に限ることじゃないと思っており、要するに設計されたものをつくってお客さんに

届けるのがいわば企業の務めとすれば、設計という見えないものの流れを見ていくと、む

しろものづくりが見える。そう考えると、むしろ製造業、サービス業というくくりではな



 －16－

く、つまり設計という当たり前の現場の事実からもう１回組み立て直してみたらどうかと

考えている。 

  そう考えたときに、設計からスタートしていわゆる２つの考え方が出てくるが、１つは組

織能力とは何かと、企業の組織能力は何かという話。それからもう一つは、製品が持って

いるアーキテクチャ、つまり設計思想とは何なのかということ。 

  この２つにどうも相性というのがあり、要するに現場が鍛えて組織能力を蓄える、その組

織能力と合った相性のいい製品をつくる、この両方ができている会社が実はトヨタであり、

実はそういう会社がいっぱいある。 

  次に、どうもアンバランスがあった、今申し上げたように、どうもものづくり能力の方は

やっていたことはちゃんとやっていた。ところが、まさに出てきた戦略構想力とのアンバ

ランス、これが非常に甚だしかったと思っている。 

  ここは話が２つ出てくるわけで、１つは、さはさりながらものづくり能力そのものについ

て大体生産性が３倍ぐらい違うというところが日本にもたくさんあるため、まず全体とし

てものづくり能力のかさ上げが必要。ただし、ものづくり能力が強くなっても、それで儲

かっていますかというと全然儲かっていない。どうも強い工場、弱い本社になっていると

いう傾向が非常に強いと私は思っている。その弱い本社が要するに利益を出せない。利益

を出せないと、どうせ利益が出ないのだから現場もだめなのだろうと言われて現場の人が 

今度しょげちゃうという、こういう悪循環になっていたように思う。 

  よって、強い現場、強い本社の両立というのが当たり前だが今後の課題である。 

（藤本委員より映像を用いて説明） 

  これを考える上で、企業の実力を図るときはやはり次の４つぐらいを見た方がいいと思っ

ている。一番左がものづくりの組織能力、いわゆるＴＱＣができているか、現場のいわゆ

る整理、整頓、清掃、躾とか、をやっているかという話から始まって、いわゆるお客さん

が見ていないところでやっている競争、要するに裏の競争力。現場をまず鍛えるというと

ころから行く。 

  それで右に行って、表の競争力に来るが、ここで円高でやられる、ブランドができていな

い等々で結構やられて、さらに本社がいろいろ下手をやるので収益がもう上がらない。右

に行くに従ってどんどん落ちていくという形になっている。 

  先ほど組織能力とアーキテクチャという２つのキーワードを申し上げたが、組織能力とい
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う方から見ると、設計情報をうまく流している会社かどうかというのがどうも決め手であ

ると思っている。そうすると、すべての産業はコンテンツ産業であると考えられる。つま

りすべて情報内容を何かにくっつけてお客さんに届けていると。それが無形なものならば

サービス業、有形なものならば製造業だけれども、要するに設計情報でしょうという話に

なる。 

  つまり設計情報と媒体をどうするか。自動車でいえば0.8ミリの鉄板に格好いいデザイン

の情報をのせる。これが漫画であれば、当然上にコンテンツがあって下に紙があるという

ことになるが、これは基本的に同じである。 

  トヨタって何と言われたら、お客さんのところまでよどみなく設計情報を届けることだと

いえる。よどんだ状態を在庫という。この状態をなくして、要するに無駄をなくして流れ

をつくるということにつきる。ここで言っている流れというのは、設計情報の流れをつく

る、お客さんに向かっていく設計情報の流れをつくっていく。すべてのルーティンはそれ

に向かっていっている。だから、オーケストラで例えると１個１個は真似できるけれども、

全体のオーケストレーションが真似できない、だからトヨタの真似はなかなかできないと、

こういうような話になる。 

  それでは設計情報とは何か、これが実はアーキテクチャの話であり、結局その製品が何を

するかという機能の話と、その製品が何であるかという構造の話、この２つをくっつける

のは、これは普通、設計者がやること。この設計情報と構造をどうくっつけるかのところ

で実はいろいろ分かれてきて、こういうふうに見ると、実は既存の産業分類を一遍ぶっ壊

して全然違う見方ができるのではないか。 

  一番基本的な分け方が、絵で見ていただいてわかるように、機能と構造がきれいに分かれ

ているのがこの上のモジュラー型というやつであり、まさにパソコンとプロジェクターは

多分全然違う会社がつくってもちゃんとつながる。自動車はなかなかつながらない。自動

車のエンジンとボディを別の会社がつくって勝手にくっつければつながるかというと、少

なくても日本ではつながらない。サスペンション、ボディ、エンジン、例えばこれらの設

計者はどこかで集まってすり合わせをやって、特殊設計をやって、最適設計をやってもの

をつくらないとまともなものにならない。 

  これをもうちょっと細かく分けると、次の３つのタイプになる。１社の中で設計が閉じて

いるかどうかということと、その設計がすり合わせになっているか、寄せ集めになってい
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るかということ。左上のクローズドかつ設計がすり合わせとなっているものは、例えば、

自動車がこれに当たる。 

  逆に右下のオープン型、これは要するに汎用部品の寄せ集めでできてしまうというタイプ

で、これは実はアメリカが得意なもの。アメリカは200年間、要するにすり合わせなくして

移民を即戦力で使うということを、200年やってきたら世界一になったという国であるから、

当然、社会の成り立ちがモジュラー的。そうすると、どうもつくっているものもモジュラ

ー的。すり合わせをなくすことを200年考えてきた国であるから、こうなる。まさにパソコ

ンはアメリカが得意な寄せ集め製品。 

  あと残っているのは、この社内共通部品の寄せ集めができるというもので、これはいろい

ろな国のものが入ってくる。１つの例はレゴ。レゴはレゴ社のものはつながる、モジュラ

ー的な寄せ集めができる製品だがレゴ社しかつながらない。ダイヤブロックはつながらな

いと、こういうことである。 

  次に、先ほど出てきた競争をやっていたかやっていないか、つまり競争がオープンだった

かクローズだったかという話と、それからアーキテクチャ、つまり設計思想がオープンか

クローズかで分離すると、結局、日本が得意なところは、競争はオープンだったけれども、

結構アーキテクチャはクローズだったというところになる。自動車はそこにとどまってい

るから強いが、コンピューターは右にずれてしまったのでちょっと苦戦した。金融は左上

から右下へ全部変わってしまったから、これはもう一から出直しになってしまうのはしよ

うがない。これはアメリカあたりからいろいろなマスコミの人などが来たときに、これで

日本を十把一からげで見ないでくれと、これはオートモビルのＡ、バンクのＢ、コンピュ

ーターのＣ、これは日本産業分析のＡ、Ｂ、Ｃだからというように説明している。 

  いろいろな国の組織能力を見ていくと、それぞれの国に違った組織能力がたまっている感

じがあり、とすればそこで、それぞれの国のたまっている、偏在している組織能力と相性

のいい製品というのはあるはずで企業の立地戦略も変わってくる。 

  ここで両面戦略を考える、つまり得意なアーキテクチャはもちろん収益につなげる。苦手

なものはまず組織能力の構築からということになる。そう考えると、この組織能力をまず

高めようという話から入るとすれば、産業政策もちょっと変わってくるのかなと。護送船

団方式はもう限界だというのは明らかであり、むしろフロントランナー方式である。要す

るにマラソンで言うと、マラソンの先頭集団をもっと早く走らせる。そのためには、一番
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先に走っているこの風を一番受けている人に対して、まずこの人を見つけてきて、官が民

から学ぶ形でこの人のことを研究し、そしてこの人のところへ行って、あなたはもっと早

く走りたかったら何をしてほしいですかと。それでいろいろな答えが出てくる。この中で

やれることをやってあげると、この先頭の人はもっと早く走れる。そうするとこれについ

ていく意思のある先頭集団はもっと早くなる。よって全体が早くなるということで、一番

遅い人の尻押しをするというのは、もうやめた方がいい。どんどん脱落して棄権するマラ

ソンランナーが出てきたらこの人たちは社会政策で救う話であって、産業政策ではない。 

  最後に人材育成の話、やっぱり戦略構想力が弱い。企業の中で戦略がわかる技術屋さんと

技術屋さんとさしで話ができる事務屋さん、両方育てる必要がある。これは大学レベルも、

大学院レベルも、それから企業内教育、シニア、60代の人たちもということである。 

  60 代のところだけの話をすると、ものづくりシニアをインストラクターに再生するよう

なことができるのではないか。生産性を上げる場合に、生産性の高い部門と低い部門が混在し

ていて、要するにアメリカより遥かに低い競争不全産業みたいなところと、非常に高い競争貫

徹産業が混じっていると。ここをうまく貫徹産業から不全産業にある程度ノウハウを渡してい

く、つまり知識移転をやっていくということが必要である。人材については大量定年を迎える

2007 年問題がチャンスであり、この方々をもう１回、ちょっとした再教育をやればシニアイ

ンストラクターに変身できる。今はどうなっているかというと、こういう受け皿がないのでど

んどん中国に行って教えている。これもいいが、やはり日本の中に教えてもらいたい人がたく

さんいるわけだから、そこのところを何とかこの師範学校、虎の巻みたいなのを用意すること

でできればいい。 

 

苦瀬メンバーより説明 

○ 我が国の競争力の強化について５つに分けて話をする。 

  １番目、まず競争力とは、今後の世界経済の中で我が国経済が生き残る力である。例えば

ＩＭＤで競争力のランキングというときに、生き残る力のさらに前提となるような参入す

る可能性とか、いろいろなことを入れてランキングをつけるとちょっと順位が変わってし

まうということがあったり、国内の企業同士の競争の問題ではないないとかそういったも

のもあるので、念のためこれを確認した。 

  そして必要なものやサービスが努力する国民に行き渡るということは、日本経済全体とし

ては勝つけれども、ある種の金持ちだけが勝つとか、どこかから来た人だけが勝っている

とかということではなくて、それがその日本経済全体としてちゃんと行き渡っていると。
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しかも努力する国民にというのは、後での人材育成のモチベーションとかの話、大久保先

生がおっしゃったところとも共通するが、やる気がある人は頑張る、そうすると日本全体

として良くなるということ。だけど、今、頑張ってもどうせ勝てないんじゃないかとか、

少数の金持ちだけになってあとはだめなんじゃないかみたいな、そんなことになったらい

けないという、そんな気持ちも込めている。 

  次に、競争力を２つに分けるとすると、実体的競争力と、競争ルールについての競争力が

あるのではないか私は考えている。今の実体的競争力というのは、例えば、藤本先生が４

つに分けておられるところのほとんどすべてそうだが、特に表の競争力までのところ。そ

の収益性から右のところというのは、そこで結果としてどうやって戦って勝つのかという

問題があって、そこは競争ルールなり、戦い方の問題なりというところがあって、そこの

ところまで行かないと最終的に企業も儲からないし、国としても勝てないと、これも意識

する必要があるだろうということで、特に専門ではないが、ちょっとそれについても述べ

たい。 

  ２番目が競争力重点分野ということだが、この競争力重点分野というのは、その重点分野

を議論しようというテーマなので、いきなりここに飛ぶが、やはり将来、必要性、重要性

があるものであって、そして我が国が優位性を有するであろうというものが重点分野にな

る。そこで私のバックグラウンドでもある環境問題の関連で、環境制約の増大の状況に関

してどう見ていくべきかというのが２番目である。 

  環境制約の増大については皆さん御承知かと思うが、地球温暖化の問題は全然改善の傾向

にはなっていない。日本も国際条約上の目標から大分離れた段階で、温室効果ガスを減ら

していかなければならない。他にも廃棄物の問題や化学物質の危険性、それから生態系の

悪化など、こういう制約がどんどん増大している。 

  例えば、温室効果ガスについては、温暖化を安定化させるためには温室効果ガスの排出を

半減させる必要があるが、とてもそんなレベルではなくて、今まだ増え続けている。欧州

諸国は、既に50年先あるいは長い場合は100年ぐらい先だったと思うが、半減以下を目標に

立ててそういう取組を進めている。 

  また国際的な規制なども、今の温暖化の話もそうであるし、最近の話で言うと、ＥＵでＲ

ｏＨＳと言われる電気製品の有害物質の規制などがあり、これももちろん産業界、経済産

業省の皆さんが対応されているが、これに対応していけないと、企業はそういう環境制約

に関するルールに反するということで戦っていけないということがある。 

  さらに、環境を含むＣＳＲについてもいろいろな面での制約が出てきているのが現状であ

る。環境に対する要求だけでも非常に大きい。 

  次に、環境制約の増大はビジネスチャンスで関連市場規模も大きいということ。環境制約

に伴って、それに対応する例えば省エネルギーとか代替エネルギーの関連商品、有害物質

の代替品とか汚染防止状況、省資源、リサイクルといったさまざまな環境に関連するもの、



 －21－

いわゆる環境ビジネスよりももうちょっと広く環境に対応するために、例えば電気製品と

か自動車とか、そういうものも含めての話だが、そのように捉えると、これは2025年の推

計であるが、日本でつくって売るであろう分は100兆円以上の規模になるだろうということ

である。そうするとこれは非常に大きな規模で、これからの競争力を考えるときに、この

分を考えないわけにはいかないだろう。 

  次に、環境と経済の好循環であるが、環境の受容力を超える環境問題がある。この人類社

会の存続の危機を回避し、いい社会をつくるためにはやはり環境対策を進める必要がある。

そのときに、今も言ったように市場も大きくて、これにちゃんと取り組んでいくと諸外国

の規制や国際条約などもクリアし、あるいは外国の企業との戦いにも勝って持続可能な社

会をつくっていくことが可能であると考える。こういう前向きな姿勢でないと、環境が経

済にネガティブなものになるというように捉えるとなかなか進まないということもあって、 

こういうことで捉えていくのが大事である。 

  次に、環境分野では優位性があるという点。幾ら市場が大きくても日本の優位性がある分

野で頑張らないといけないというのは皆さんおっしゃるとおりで、優位性があるから頑張

れるんだろうということだが、省エネ、省資源初め環境関連技術というのは、おおむね世

界最高水準というところがある。ということで、そういう優位性もあると。あと、品質に

厳しい消費者もいて、これは非常に優位な分野であるといえる。 

  それから、３番目の実体的競争力。環境分野はいいとして、あと全般的に競争力、実体的

と、あとその競争力と両面あるということを申し上げたが、実体的については、人的組織

的側面でハイレベルな人材もちゃんと育成しないといけない。これは企業内での教育など

が、今、要するに金がなくて人が雇えない、あるいは教育にそそげないという状態がある

けれども、これをちゃんと復活させるという方法、それが多分必要だろうということと、

あとその他、戦略面、それから専門面、それからさらに政府、戦略ですね、そういった面

も必要である。 

  それから、もう一つは幅広い人材、一般国民レベル、これは初等、中等教育を含めてとい

うことも大事だろうと。 

  それから、競争ルールについての競争力ということであるが、今日、これが強調したかっ

たことの１つであるが、商品がいいものをつくったところまではいったとしても、その先、

今、さっきの環境制約でも例に挙げたように、非常に国際的な制約の中で、あるいは貿易

の制限といったことも含めて、あるいは市場統合とかそういったことも含めて、そこでそ

の制約が、結局、最後に効いてきて売れないというようなものもたくさん出てくる。 

  直接挙げるのは身近な例にとどめようと思ったので、新聞記事を１つ入れたのは、におい

の判定基準の話が１枚紙の新聞のコピーにあるが、こういったことで、例えば環境関係の

測定の基準についても、国際基準に合わないと売れないみたいなことが出てくる。こうい

ったことはあまたのどんな分野でも出てくることで、ますます国際化が広がるということ
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は、そういう国際的な規制が広がる。 

  そういう中で、国際的な規制が広がると、日本は当然、西洋中心の国際社会の中ではなか

なか有利な地位を確保しがたいが、そこを意識して関係の役所を含め、全国民的に意識し

てきっちりやっていかないと、せっかくものづくりその他がよくても、実体的によいとこ

ろでも勝てないんじゃないかと、こういうことも意識する必要がある。 

  

松本マネックス証券ＣＥＯより説明 

○ 金融を簡単に分けると、もちろんいろいろな分け方があるが、リテール・ファイナンス、

個人向けのサービスの分野と、コーポレート・ファイナンス、企業向けの分野と、これは

企業の資金調達、Ｍ＆Ａのアドバイスなどがある。リテールの方は、一般の振り込みとい

った決済サービス、住宅ローン、消費者ローンなどがある。あとアセット・マネジメント、

これは運用と言われる部門。いろいろな金融の仕事があるが、大きく分けると大体この３

つがある。 

  この３つのうち、コーポレート・ファイナンスとアセット・マネジメントに関して国際競

争力が要求されていると、そのように考えている。 

  コーポレート・ファイナンスにおいて、企業の資金調達あるいはＭ＆Ａアドバイスなど、

そういった分野において何が競争力を決定するのだろうか。これは私が思うには２つあり、

１つは新商品の開発。これは資金調達方法であるとか起債の方法であるとか、あるいはデ

リバティブとかいろいろあるが、新商品、新サービスの開発力。 

  もう一つは、資金調達や有効なＭ＆Ａの対象を買収するとか、そういうことを考えるとき

に、狭いところでの選択肢ではなくて、より広い範囲、日本以外の資本や投資対象、企業

などに対してアクセスを持つこと、それがコーポレート・ファイナンスの分野においては

競争力を決定するのではないかと考えている。 

  この２つ、新商品開発力ともう一つの方についてどういった問題があるかについて考える。 

 まず、新商品開発力。新商品の開発力が日本は劣っているが、これには２つ理由があり、

１つは日本における会計などのいろいろなルールが、まだ国際基準の中で一般的でない場

合がある。これは例えば通信なども同じで、例えばＮＴＴの仕様に納入することに集中し

て開発してきたので、それがそのほかの地域では使い物に余りならない。本来的な実力は

あるが、国際社会の中で競争力は持てない、といったことがある。同様に、日本において

も会計等にまだ若干変わったルール等があるので、その結果、それに合わせていろいろな

商品等や起債方法、資金の調達方法であるとか、いろいろなことが考えられるので、それ

は国際的な力を持てない。 

  もう一つは、これは重要なポイントだと思うが、金融機関の持っているリスクが極めて偏

ってしかも大きい。一番わかりやすい例は、数年前までの銀行が不動産担保つきローンと

か、あるいは株式の持ち合い。不動産の価値というのは、特に日本においては株式と相関
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関係がかなり高いため、結果として銀行が持っていたリスクは、ＴＯＰＩＸがちょっと動

くだけで持ち合いの株もしくは不動産担保ローン合わせて巨大な金額が動いてしまう。そ

のため経営の方もそういう大きなリスクに気がいってしまって、新分野における開発など

に経営のリソースがフォーカスされない、といったことが新商品開発力がなかなかつかな

かった理由ではないか。 

  次に広範な選択肢を持てない理由としては幾つかあるが、まず、資本や資金の出てくると

ころ、あるいは投資先それぞれにおいて国内の比率が高過ぎる。 

  例えば、シティバンクという会社は、アセットが150兆円とかその程度だったと思うが、

一方で世界的に地域展開をしている。一方で、三菱東京フィナンシャル・グループ、これ

はＵＦＪとの合併をすると190兆円の資金量と言われているが、一方で企業活動の範囲とい

うのが現状においてはほとんど国内である。それだけお金が出てくる場所もお金が行く先

も狭い場所に限定されてしまっている。あるいはバブルの崩壊時にいろいろな形で海外撤

退を迫られてしまった。それが中国であるとかインドであるとか、いろいろな場所から海

外撤退をして、それをいまだに引きずってしまっているため選択肢を持てない。 

  一番大きな根源的な理由としては、人材面、特に経営レベルにおいてほとんど鎖国状態に

あることである。日本の金融機関を見る場合に、経営という水準で見るとほとんどが45か

ら50歳以上の日本人男性であって、女性もいない、若い人もいない、外国人もいないと、

そういった状況である。外国人を経営に入れるというのはいろいろな利点があって、新し

い投資対象とか、そういったことに関して新しい発見があるとか、あるいは新しい考え方

がある、あるいはいろいろな人脈とかコネクションを通じていろいろなビジネスの紹介が

あり得る。金融においても当然外国資本や外国人の経営を取り入れることによっていろい

ろな形でその会社の中で新しい展開が起きる。日本の企業を見ると、資本の部分において

も特に人材面においてもほぼ鎖国状態であると、それが選択肢を広げられない大きな理由

ではないか。 

  アセット・マネジメント、運用の方は、幾つか競争力を決定する要因というのがあるが、

まず１つは、運用ですからリスクとリターンの関係を正しく理解すること。 

  次に、運用というのは最終的には人間がやるので、それぞれの運用者が高く動機づけされ

ていて、モチベーションが働いていて、かつちゃんと競争原理が導入されていなければい

けない。 

  もう一つが、金融の世界でも運用の世界でも同じだが、より広いアマチュアの運用者、個

人投資家と呼ばれるような人が増えないと、当然プロの世界においてもいい運用というの

は、競争力を持った運用というのはできない。 

  日本においてリスクとリターンの関係が正しく理解されない傾向があるが、その理由とし

て幾つか考えられる。１つは、公的関与、いろいろな会社が倒産しそうだといった場合、

公的関与が強過ぎてリスクが顕在化しない、あるいはリスクが歪曲されてしまって、国民
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の中でリスクってどういうものなのかということがわからない。例えば、企業再生等で、

日本においては99％原資などということがしばしば行われるが、一般的な資本の理論から

考えると、エクイティ部分を99％だけ減資して１％を残し、その上でそれより上にある劣

後債であるとか債券などの処理をするというのは理論的にあり得ない話だが、そういうこ

とを何度も行ってきた。 

  アメリカにおいては一方で、会社に問題が起きれば株主であるとか従業員の問題があって

一度会社をつぶすというのが一般的な処方箋であって、そういった中でリスクといったも

のに対して触れて学習していくが、それが日本では行われない。間接金融が肥大であると

いうのは、公的関与が強いのとほぼ同じ効果があり、一旦大きな形でお金を貸してしまう

と、具合が悪くなってきてもそう簡単には事情を変えられないということが起きるので、

あたかも公的関与がされているのと同じようになかなかリスクが顕在化しない、あるいは

歪曲されて表現されると、そういった問題が起きる。 

  あとは人間の部分では、雇用リスクが低い、もしくは退職金税制の優遇などがあるので、

結果として各個人は１つの会社に長く勤めようとしがちである。そういった中で、だんだ

んお金に関するリスク、要は雇用といったものが結果として安定的であるということから

お金に関する、給料ということに関するリスク感覚が軽薄化してしまった。 

  もう一つ教育とういう点で、少なくとも量と質、両方の面においてアメリカなどに比べる

とかなり差があるのではないか。 

  各運用者が高く動機づけされない、かつ競争が働いていない理由というのは幾つか考えら

れるが、まず運用者であるにもかかわらず成功報酬方の雇用というものが少ない。要は儲

かっても損しても報酬は変わらない。また悪いものに対しても寛大である。 

  アメリカにおいて何故ヘッジファンドが高いリターンを実現してきたかというと、ファン

ドマネージャーというのは成功報酬型である。結局、モチベーションされないと結果は出

ない、これは人間どんなことでも同じであって、そういったモチベーションが働かないと

いい結果が出ないと、アメリカでもわかっている。日本においても当然、そのような雇用

体系が導入されないとなかなか人の部分での競争力がついてこないのではないか。 

  経営から見ると、運用者というのは一つのアセットであって、固定コストである報酬が一

つのリスク、図で言うと横軸みたいなもので、実際の投資成績がリターン、縦軸にあると。

あたかも普通の資産のモダンポートフォリオ理論を考えるように、資産分散でリスクとリ

ターンがあって、こういうふうにトレーダーがいますと。こういうトレーダーが今いるが、

どのようにこのポートフォリオを変えていこうかと、そういうアプローチが必要だと思う

が、１つは報酬が余り変わらないのでリスクといったものが基本的にないと、動かないと、

もしくは経営側に今言ったような運用といったものをポートフォリオ的に考えて最適配分

をしていこうと、そういった考え方は余りない。 

  ほかにも我が国には幾つか構造的な問題があり、１つは、戦後、国策として郵便貯金など
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に巨大な資金を集めてきた。そういったリスクフリーであるところが預金を集めるので、

国民がリスクの感覚が薄くなってしまう。つぶれる会社にお金を預けているから、その会

社がどういう運用をしているかとか、その会社がどういうところに融資をしているかが気

になるわけであって、そこで監視、牽制が働くわけだが、国にお金を貸すという選択肢を

与えた段階で、そのお金がどういうふうに使われるかを考えることをやめてしまう。日本

においては、税金に関しても天引きという形が広範に使われている。いろいろな意味で、

本来お金というのは大変欲深いものであり、その欲がいろいろな人材あるいは資金面にお

いても最適配分を促すと思うが、その欲が抑制されてしまっているという問題点がある。

しかもそのお金が財政投融資などで広範に直接投資されてきたので、金融界全体が大きく

歪んでしまっている。民間においても巨大化を目指しがちである。 

  ヘッジファンドなどでは、運用において大体日本のお金で言って2,000億円ぐらいを超え

るとなるべく返してしまう。2,000億円以上のお金を預かってしまうと、ろくな運用ができ

なくなる。せいぜい2,000億円ぐらいが効率的に高い運用をする限界であると考えられてお

り、なるべく巨大化しないことが１つの重要なテーマであるが、日本では巨大化を目指し

てしまう。大き過ぎる資金を少ない人数で活用、判断してしまうと非効率的な決定が増え

てしまう。 

  これは人の能力の限界の問題ではなく、少ない人数に大きなお金の行き先を判断させると

必ず非効率化してしまう。それを変えていかなければいけない。 

  今言ったことをまとめると、まず法制度を含んで広範囲にわたってグローバルスタンダー

ドというのを導入すべきである。これは広範囲に渡ることが重要であり、どこかに穴があ

るとそこにいろいろなビジネスが集中してしまうので、網羅的に国際ルールを導入する必

要がある。 

  次に、金融機関の自己保有リスクを分散、正常化する、そうしないと経営のフォーカスが

しっかりなされない。また雇用給与体系というのは大変重要な人間の競争力の源泉だと思

われるので、ハイリスク、ハイリターン型の雇用給与条件というのをもっと導入すべきで

ある。 

  それから、先ほどちょっと触れた退職金税制の優遇措置をなくすというのはいい方向だと

思う。郵便貯金の最大の問題は、民営化、国営化という問題ではなくて、バランスシート

が大き過ぎて、それが国民のリスク感覚を麻痺し、かつ日本の金融を歪めさせているので、

とにかくバランスシートを小さくする必要がある。 

  あとは、プレーヤーの数を増やすこと。プレーヤーの数を増やすためには個人投資家など

を増やさなければならないが、これについては去年の12月に金融審の第１部会で、市場機

能を中核とする金融システムに向けてという大変いいレポートが出ている。ここでは大変

正しい方向性が示されている。国策として間接金融に偏っていたのは当時の経済状況から

の問題であり、現代の経済状況においては直接金融、市場機能を中心とした金融システム
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に移動しなければいけない。それをするためには、国策として個人の意識変革を遂行して

いく必要があると、そのように書かれている。ただ現実の政策として実行されているのか

まだ見えないため、こういったものをもっと早期に実現していくことが、金融において競

争力をつけていく上で大変重要なことではないかと思っている。 

 

○ 事務局から次回以降の日程等について説明。 

  

以上 


