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「日本２１世紀ビジョン」に関する専門調査会 

競争力ワーキング・グループ第５回会合議事要旨 

 

（開催要領） 

１．開催日時  平成１６年１１月１日（月）１０：００～１２：００ 

２．場  所  共用第２特別会議室 

３．出 席 者 

①メンバー 

主 査   伊藤 元重  国立大学法人東京大学大学院経済学研究科教授 

  副主査   翁  百合  ㈱日本総合研究所調査部主席研究員 

        大久保幸夫  ㈱リクルートワークス研究所所長 

        袖川 芳之  ㈱電通消費者研究センター主管 

        竹内 宏彰  ㈱コミックス・ウェーブ代表取締役 

        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府省庁 

経済産業省経済産業政策局経済産業政策課課長補佐 小林 大和 
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（議事次第） 

１ 開会 

２ 議事 

（１） メンバーからの報告 

① 真渕メンバー：「競争政策の今日的課題」 

② 横田メンバー：「事後チェック型社会と国民の法意識」 

③ 米澤メンバー：「金融システムの現在・過去・未来」 

（２） 中間報告へ盛り込むべき事項の検討 

（３） 事務局からの連絡 

３ 閉会 

 

（配布資料） 

資料１  真渕メンバー提出資料 

資料２  横田メンバー提出資料 

資料３  米澤メンバー提出資料 

資料４  競争力ＷＧ・これまでの議論の論点整理 

資料５  経済産業省提出資料 
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（概要）  

伊藤主査  

○ 本日は最初に、メンバーの残りの方からプレゼンテーションをいただき、その後、中間報

告に盛り込むべき事項について議論させていただきたい。 

 

真渕メンバーより説明 

○ 資料１「競争政策の今日的課題」として、これまでの競争政策の大きな流れを概観し、そ

の一端を担う立場から日頃感じている課題を整理し、今後の競争政策の方向性について考

えたい。 

  まず、競争政策は、基本的に国内の各市場や各産業における事業者の創意工夫を促すこと

によって事業者間の競争を促進し、消費者の利益につなげる政策で、それを通じて、各事

業者による自主性の発揮、効率性の向上、競争力の強化が図られ、国際競争力の強化につ

ながる。ただ、国際競争力の強化については、ある程度自由に輸出入や直接投資が行われ

ていることが当然の前提になる。だが、競争政策は各市場とか各産業における競争を促す

政策であるため、一国の経済全体の国際競争力の強化とは直接的な関係はないような気が

している。 

  競争政策とは事業者間の公正かつ自由な競争を促進するための政策の総称であるが、そう

した競争を妨げる要因を考えると大きく分けて２つある。１つは、事業者間のカルテル、

入札談合、参入妨害行為、競争を制限することとなる合併、消費者をだます不当表示など

である。これらの事業者の行為は、独禁法や景品表示法の執行によって除去していくこと

になる。もう一つの阻害要因は、法的な規制や政府の行為というものである。それに対応

していくのが競争原理を活用した規制改革の推進ということになると思う。 

  その意味で、競争政策の定義として、広義では競争原理を活用した規制改革も含まれると

思う。他方、狭い意味では独禁法の運用のみを指すことがあり、その場合は独禁政策と言

われる。定義はともかく、規制改革と独禁法の執行とは密接な関係がある。規制改革によ

って事業者の自主的な活動、競争の余地が拡大し、それは独禁法の適用の余地が拡大して

いくことを意味するからである。 

  ５ページ以降は、最近の競争政策の大きな流れを示しているが、独禁法の執行力の強化が

これまでずっと行われている。具体的には、例えば、罰金刑の上限や課徴金の引き上げが

行われており、独禁法が適用されない適用除外分野の範囲が廃止、縮減されてきていると

ともに、執行体制が整備されてきている。公取委の組織・人員はかなり拡充されてきてお

り、増員が続いている数少ない役所の一つとなっている。今臨時国会にも独禁法のエンフ

ォースメントを強化するための独禁法改正法案が提出されている。また、独禁法の運用面

では、一般的には入札談合に対する執行というのが印象としてかなり強いと思うが、最近

は電気通信、公益事業分野、知的財産に関連した独禁法違反行為も積極的に取り上げてき
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ている。 

  独禁法の執行と関係のある規制改革の推進に関しては、特に日米構造協議以降、政府全体

として積極的に取り組むようになった。その推進体制としては、規制改革委員会や総合規

制改革会議、今は規制改革・民間開放推進会議という組織を設置して３カ年計画を閣議決

定するという形で進めてきている。ただ、個々の規制の改革の方向性や大枠は閣議決定で

決められるが、具体的な制度改正はそれぞれの法律を所管している各事業官庁が担当して

いるという点を忘れてはならない。そのため、具体的な制度設計の中で細かなところで規

制が残って、法律だけ見ていると規制改革が進んだように思えても、実態としては競争が

余り進展していない場合もあるという印象を受けることがある。 

規制改革の大きな流れとしては、事前規制から事後規制へとなっている。また、経済的

規制はある程度成果のある改革が実現してきているが、社会的規制については余り進歩が

見られないとの評価もある。 

  ９ページでは、他の政策との関係として、競争政策の限界に触れている。１つは中小企業

政策であり、これは円滑な構造転換の阻害、資源の効率的な配分の障害になっていないか

ということが常々言われている。知的財産政策に関しては、知的財産権の保護を強化する

施策が打ち出されているが、独禁法との関係では、知的財産権の排他性・独占性がどこま

で認められるかという問題がかねてから議論になっている。産業政策との関連では、産業

政策と競争の促進策を１つの組織が同時に担うことが適切なのか、業界の健全な発達・発

展のために競争の促進が犠牲にされてしまっていることがあるのではないかと感じること

が多々ある。諸外国では、規制改革が進んでいるＩＴやエネルギーの分野を中心に、経済

省とか産業省という名称を持った省庁とは別に、競争ルールの設定やそれに関する事業者

の行為の規制を行う独立規制機関が置かれている。通商政策については、中小企業政策と

も関係する側面が大きいと思うが、比較優位に基づいた分業の障害になっているのではな

いかとよく言われる。 

  以上述べてきたことを踏まえて、競争政策が抱えている課題を整理する。 

  １つは、市場の縮小を前提とした競争政策のあり方をどう考えていくかということ。従来

は市場拡大が前提とされていたので、経済的に苦しい状況でも競争政策に対する国民的な

理解はある程度得られてきたが、今後、人口が減少して国内市場が縮小する傾向にある中

で、競争政策を大上段に振りかざすことに対する国民的な理解が得られるのか。現在でも

地方経済が苦しいと言われている中で、地方で競争政策の重要性を説いても理解を得るの

は難しいと感じることがある。 

  ２つ目として、企業活動のグローバル化に対応した競争政策の国際的な調和が必要になっ

てくると思う。企業活動がグローバル化すると、合併に対する競争当局の評価が異なって

しまうというように、各国の競争政策それ自体が企業の自主的な活動を妨げる規制になる

ことがないよう留意する必要がある。 
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  ３つ目として、専門的な知見の蓄積。各業界の実態、実情に一番詳しいのは事業者や事業

者団体で、その次が事業所管官庁という現状の中で、政府に置かれた規制改革に関する機

関や公正取引委員会といった第三者機関が規制改革に関する説得力のある提言を行おうと

すると、大変な知見を蓄積する必要があり困難が伴うという問題がある。 

  競争政策を遂行する上での課題として、１つ目として、政策としてのプライオリティが政

府の中で余り高い位置に置かれていないと感じている。原因の一つとして考えられるのは、

競争政策に関する基本法がないということ。独禁法が一応経済憲法という形で存在してい

るが、これは事業者の行為しか取り締まれない。例えば、中小企業政策では中小企業基本

法、知財の分野では知的財産基本法、産業政策ではそれぞれの分野を規制する各事業法と

いうように、基本法的なものがあるが、競争政策に関しては役所を規律する基本法という

ものがない。２つ目として、政府内で統一した競争政策の推進主体がない。現状は、各事

業所管省庁が各事業分野の実情に合わせて競争政策的な施策を行っており、その結果、産

業ごとに自由化や規制改革の進捗具合に差が出てきてしまっている。そうすると、規制に

守られた産業の事業者が自由化された市場に出て攻勢をかけることになる。例えば、電気

通信の分野では、電力会社系の事業者がブロードバンドサービスを提供し、安い料金設定

によりシェアを伸ばしているが、その料金設定が本当に公正なものなのかという指摘が現

に見受けられるし、イコールフッティングの確保や公正な競争という観点から問題が出て

きている郵政公社とヤマト運輸との対立も、そうした文脈で捉えることができる。政府の

中で各産業を横並びで見ながら競争政策を一体的に推進する主体が必要なのではないかと

感じている。 

  ３つ目として、規制改革が進められると特に事後規制ルールの明確化が必要になってくる。

４つ目として、社会的規制分野での競争促進的な改革が必要ではないかということ。 

  最後に、これまでの会合で出てきた論点について、競争政策の観点から一言、二言コメン

トさせていただきたい。 

  １つは、コンテンツ産業、アニメ産業について。競争政策というのは基本的に事業者の自

主性を最大限発揮させるための施策であり、行政は基本的に何もしないのが一番いいとい

う発想に立っている。これまで産業政策全盛の時代にコンテンツ産業、アニメ産業が行政

から余り顧みられなくても、その中で力を蓄え、今や世界を席巻するぐらいの競争力をつ

けている。これは、競争政策がうまく機能している本来あるべき姿のような気がしている。

今後、政府としてコンテンツ産業の育成・競争力強化を図っていくにしても、競争政策の

観点からは余り過度な介入とならないよう留意する必要があると思っている。 

  競争政策は、優れた事業者が勝ち残って、そうでない事業者は市場から撤退するという原

理原則があり、当然ある程度痛みを伴う政策である。今後の人口減少に伴う国内市場の縮

小傾向の中で、その痛みはより大きくなると思われる。一度失敗した人でも再チャレンジ

ができるようにするためのセーフティーネットに関する議論も今後はより必要になってく
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るような気がしている。 

 

 

横田メンバーより説明 

○ 司法に関する議論はいろいろあると思うが、ここでは、国民の法意識に焦点を当てて話を

させていただきたい。 

  これまでこのワーキングでの議論に出てきた①基礎力に対する教育、②専門家の育成、③

プロとユーザーのコーディネーションという３つの観点が、国民の法意識という論点につ

いても重要だと思う。つまり、「国民の法意識」も国民の基礎力であり、その向上という

ことに関しても基礎力に対する教育が必要だということ。これは、これまでも需要側のレ

ベルアップという言葉でも繰り返し言及されていた。それから、専門家の育成は、法律サ

ービスの観点からもやはり重要だということ。それから、プロとユーザーの橋渡し、すな

わちコーディネートが重要であり、法律の世界でも、法律専門家とユーザーの橋渡しをす

る人が必要ではないかということである。 

  規制改革によっていろいろな規制が取り払われ、事後チェック型社会への転換が図られて

いくと、国民が自由に活動できる範囲が拡大する一方で、自由な活動からさまざまな紛争

が生じる。すると、紛争を公正に解決しないと不満ばかりが残り、イライラする社会にな

ってしまう。 

  どのようにすれば紛争を解決できるかというと、まずルールが透明であることが必要。こ

れは実体法も手続法も共に透明でなければならない。それから、適正・適切な法執行が必

要で、正直者がばかをみるような社会だとうまくいかない。３つ目が、司法を支える国民

の法意識の向上であり、この点について絞ってお話をしたい。 

  国民の意識の中では、法による解決である裁判や訴訟は縁遠いものと捉えられているのが

現実である。訴訟のことを「出るところに出る」というが、それは決裂を意味している。

宮沢賢治が「雨ニモマケズ」の中で述べている「北ニケンカヤソショウガアレバツマラナ

イカラヤメロトイイ」というのは、訴訟などは人間関係の潤滑油とは対極にあるものだか

ら、そんなものやめてしまえという考え方であり、いまだにその考えが生きているように

思う。その結果、訴訟なんか面倒だからムラ社会のおきてとか、談合、腹芸、なあなあで

解決するという状況で紛争が解決されていることがある。 

  一方、裁判所では、裁判官には情も含めた「正しいお裁き」が期待されており、当事者は

自分に不利な判決が出ると、裏切られた思いから非常に怒る。自分の主張がまずかったと

は思わない。これは民事訴訟の大原則である、主張や立証は当事者の責任であるという当

事者主義が浸透していないことの現れだと思う。 

  その結果、紛争を予防しないまま放置したり、手遅れになってから弁護士に駆け込んだり、

訴訟に持ち込んだりする。あるいは最初から、泣き寝入りしてしまったり、ヤクザなどの
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裏ルートを利用したりもする。最後の最後に訴訟に持ってくるので、訴訟では感情的こじ

れが顕在化してしまう。依頼者の感情的こじれから、弁護士としては無駄だと感じる合理

性・必要性のない訴訟が起こされている例も結構あるのではないかと思っている。 

  それから、裁判官には情も含めた「正しいお裁き」を期待してから、自分に不利な判決が

出ると、当事者は判決を感情的に批判する。結局、どの紛争解決ルートをとっても結果に

不満が残る。そのため、判決に従ってお金を払えばいいのに、ぎりぎりまで従わず、お金

を払わないから執行しなければならなくなる。この強制執行の社会的コストもばかになら

ない。 

  また、裁判以外のルートによるムラ社会の掟とか、談合などの伝統的な解決調整方法は、

文化的・宗教的な背景や価値観が違う外国の人に理解されにくいため、何故その結果にな

るのか理解されないし、そういう人との間ではそういう調整方法が機能しない。 

  それから、このような日本人の法意識を外から見ると、外国からはルールがわかりにくい

ため、日本は不透明であり公平性を欠く社会だと見られているのではないか。ルールを使

わず、知らず、作らない国民だと思われているので、契約や取引の相手方としては極めて

リスクの高い相手だと思われているのではないか。世界に理解されない日本という結果に

なっているのではないか。 

  では、法意識とは何かということになるが、紛争解決のためにはルールが必要だと知り、

どういうルールが用意されているかを知り、実際に紛争解決のためにそのルールを使う。

また、ルールは守らなければいけないのだという意識が浸透し、ルールに従って出された

結果を遵守することができる。最終的には、さらに紛争解決のためのルールを作り、改善

することができるようになる。ここでは、このような能力のアップを法意識の向上と呼ん

でいる。 

現状では、一般の人は、法律問題については、弁護士がいて訴訟というものがあるとい

うことはみな知っているが、それ以外のことはよくわかっておらず、法律専門家への選球

眼も全くないのが実情。弁護士にどんな専門領域があって、どういう仕事をしているかよ

くわからず、そもそもどういう紛争解決を専門家に委ねるべきかといった大前提も含めユ

ーザーとしての正しい目は養われていないのではないかと思う。国民全体の法意識が向上

すると、裁判の結果に従った行動をとるようになり、さらに進んで、社会の実情に合わな

くなった法は変えていくという決断もできるようになり、その結果、無駄な訴訟コストが

減るのではないかと思う。 

  国民の法意識向上のために必要な方策として、法教育の充実、そして高品質、多様な法律

サービスの提供、専門家と一般人をつなぐリーガルコーディネーションの拡充というこの

３点が必要なのではないかと思う。この３つの方策は、お互いにバラバラのものではなく、

それぞれが相互作用して、らせん状に国民の法意識の向上につながっていくものと考えて

いる。法教育は、人々の法意識を高めるためのものであり、法律専門家養成のための法学
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教育とは違い、法の基本的な価値や考え方を理解するためのものである。 

  例えば、民法の基本的な考え方とは何かということは、あまり知られていない。民法の一

般原則を教える前に消費者法とか労働法を教えてしまう。民法には、人は対等な当事者で

あることや、約束は守らなければならないということ、人に迷惑をかけないようにしよう

ということが書いてあるが、この原則を教えることなく、保護されるべき消費者や労働者

の立場からの物の見方を先に学んでしまうのが実態ではないかと思う。 

  一方、品質のよい多様な法律サービスの提供には、量、つまり身近に十分な法律家が必要

である。それから、質、高度の専門性を身につけた優秀な法律家が必要である。現在の法

曹養成教育は、法律家のジェネラリストというか、すべての領域に渡って平たく知ってい

るべきというような教育がなされており、高度の専門性というのは実務の中で身につけて

いくものという扱いがされている。ただ、法科大学院が創設されたことで、法律家の高度

の専門性が、もっと実務に就く前の段階で分化が始まると考えている。さらに、ニーズに

合った多様な法律家、弁護士に限らず、司法書士の簡裁代理権など、いろいろなニーズに

合ったかゆいところに手の届くような法律家がいるべきである。弁護士の中にも家庭医に

該当するような方と、大学病院に該当するような方など、いろいろ出てくると考えている。 

  また、法律家に関する十分な情報の開示が必要である。ただ、法律家に関する十分な情報

というのは、その情報が正しい評価を載せているかどうかというところが難しく、勝訴率

が高いからいい弁護士かというとそうでもないというところが難しい。 

  最後の点として、リーガルコーディネーション、これは国民の法意識が向上すると、自分

でやれることは自分でやり、プロの領域はプロに任せるような、そういう能力が培われて

くる。そうすると、本当にプロに対してアクセスをしたいときに、そのアクセスを手助け

するリーガルコーディネーションという領域が必要になってくると考えている。今、司法

ネット構想という、あまねく全国において，法的な紛争解決に必要な情報やサービス提供

が受けられる体制の整備に向けて準備が始まったばかりだが、こういう法意識の向上した

方たちが自分のニーズに合ったプロを選びたいというようなときに役に立てるような形で

つくられていけばいいと考えている。それから、リーガルコーディネーターと言われるよ

うな方たち、多様かつ専門的な法律サービスをユーザーのニーズに合わせて法律サービス

パッケージを紹介できるような、そういう職種が今はない。こういう職種が生まれる余地

がある。 

  補足として、国民の法意識が向上したら、アメリカ型の過度の訴訟社会になってしまうと

いうのはよく言われるところである。過度の訴訟社会は、社会的コストと人的ストレスが

非常に増大するため、これは目指すところではない。アンビュランス・チェイサー、救急

車を追いかけて行って名刺を置いてきて、相手を訴えませんかといって訴訟を誘発するよ

うな法曹が増加するといった懸念も聞かれる。また、法曹を増やしても司法過疎地は残る

というような話も聞かれるので、これについての有効な解決策を考えていかなければなら
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ない。法教育とあわせ、紛争解決に対する日本の伝統的な考え方も尊重していくべきであ

る。日本の国民性として、争いを好まないとか、争いになる前にお互いに譲り合うとか、

それからお互いに相手を信頼するという美徳があるので、何でも訴訟にのせてしまうとい

うようなことには日本はならないのではないかと個人的には思っている。 

  また、司法ネット構想を定着させることによって司法過疎地をなくしていかなければいけ

ない。弁護士の数が３万人に１人とかいうような地域もある。非常に法曹が偏在している。 

 

 

米澤メンバーより説明 

○ 私のプレゼンテーションの題名は、金融システムの現在・過去・未来である。 

  金融庁の公式な政策とは一切関係ないので、その辺のことはお含みおきいただきたい。 

  まず最初に、現在、金融行政は金融再生プログラムに基づいて行われている。その目的は、

不良債権の早期処理を通じた金融機能の回復である。具体的な目標は、17年３月までに主

要行の不良債権比率を半減することである。切り口としては、資産査定の厳格化、自己資

本の充実、ガバナンスの強化である。そして、結果として、不良債権比率は主要行で見る

と14年３月に8.4％から16年３月で5.2％まで減ってきているという状況にある。来年の３

月までが金融再生プログラムの射程距離であるが、その後のプログラムとして、金融重点

強化プログラム（仮称）というものをつくるということを先般の骨太2004で表明している

ところである。重点強化期間を対象とした金融重点強化プログラムを平成16年末を目途に

策定するとことになっている。 

  次は、過去のところであるが、今でも続いているような部分が多々ある。 

  高度経済成長期においては、システムとして間接金融、銀行中心の金融システムになって

いたというのが日本の特徴の一つである。もう一つ、忘れられがちだが、企業の方の自己

資本比率も大変小さかったこともまた大きな特徴である。その結果、銀行部門が株式投資、

貸出しの形態でリスクマネーを供給していた。通常、リスクマネーというと、株式市場か

ら調達されるものと考えるが、日本の場合は、銀行が貸出しの形態で供給していたのが一

つの特徴である。したがって、新しい事業を起こすのに必要な資金は、主として銀行貸出

しによって賄われてきた。そのときに、資金の出し手としては、ローリスク・ローリター

ン商品中心の資産運用を行っていた。これは現在も同様である。また、資金の取り手は、

資本市場へのアクセスが限定されて、借り入れに依存した資金調達になっていた。さらに

株式の持ち合いとか含み益経営というようなものもやってきた。資金の仲介者は、リスク

を内包する一方で大きなレントを享受していた。 

  各国の家計資産比較では、上から日本、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスの順であ

る。現金・預金のシェアは、日本が55％に対してアメリカは13％、ヨーロッパはちょっと

高くて３割前後というふうになっている。一方、株式・出資金は、日本が８％、それに対
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して米国は31％となっている。この傾向は、昔から比べると改善というか変化をしている。

日本は1960年当時、現金・預金のシェアが65％であった。一方、米国の方も株式の比率が

小さくなってきて、1960年当時、米国の株式・出資金のシェアは58％あったが、これが

31％になってきている。両方同じ方向に少しずつ寄ってきているのかもしれない。 

  今度は資金調達の方であるが、日本の企業の資金調達で見ると、借入金が35％、株式・出

資金が35％となっている。これは昔に比べるとまた随分変わってきており、1960年当時は

借入金が54％であったのが大幅に減って35％になってきている。株式・出資金は1960年で

は15％ぐらいだったのが35％になってきている。米国では借入金は14％で、1960年当時は

11％、ここは余り変わっていない。株式・出資金が今50％あるが、1960年当時、69％とな

っている。両方同じようなところへ変化しつつあるのかもしれない。いずれにしろ、資金

の出し手の中心は現金・預金の中心の運用である。取り手の方は借入金が中心ということ

になっている。 

  その効果として何が起きたかというと、恐らくレバレッジが高いので、成長が加速された

だろうということが想像できる。もう一つは、個別企業の再生に時間を提供できた。どこ

かの企業が悪くなると必ずメインバンクが出てきて、メインバンク中心の再生が時間をか

けて行われ、それが高度成長期には比較的うまくいっていたと思う。それがバブルの崩壊

した後、経済のリスクすべてが銀行部門に集中した。リスクマネーを銀行が提供してきた

わけだから、経済が悪くなれば銀行にリスクが集中するというのは当然であるが、銀行の

築いた財産はバブルの処理に充てられて、不足する部分については公的資金、さらに株式

持ち合いの解消だとか含み経営の終焉というような事態が生まれてくる。 

  また一方で、バブル崩壊のショックを銀行部門が吸収することによって、経済全体への影

響は緩和しているということも言える。ただしその一方で、不良債権の処理に時間を要し

て企業の再生に時間がかかり過ぎたという指摘があることもまた事実である。 

  これらのことを踏まえ、これからの金融システムをどうしたらいいかという話、これは未

来の話。望ましい金融システムとは、まず、利用者の観点からすると、資金の出し手にと

ってはリスクとリターンが連続した金融商品の体系が存在すること。資金の取り手にとっ

ては、事業リスクの性質に見合った資金調達手段が選択可能であること。要するに多様な

リスク・リターンの組み合わせからなる商品、資金調達体系をリスクに見合ったプライシ

ングで提供すること。リスクに見合ってなければ、持続可能ではないので、リスクに見合

ったプライシングで提供するというのが望ましい金融システムのメルクマールである。 

  重要なポイントはここに資金仲介者の立場を入れていないということである。 

  今、どういう環境変化が起きているかということだが、高成長は終焉し、銀行部門の体力

が低下してきて、リスクテイク能力も低下している。それから、金融技術が非常に高度化

してきている。金融法務についても相当高度化してきている。あとグローバル化というこ

とが言われている。現在の間接金融中心の金融システムでは、このような環境変化に対応
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できないという認識がある。 

  今後どうすれば良いかという点については、間接金融中心から複線的金融システムという

ことが考えられる。現在の間接金融のチャネルに加えて直接金融のチャネルを太くすると

ともに、市場型間接金融のチャネルを確立することが必要である。 

  銀行は、今まで多くの機能を担ってきたが、これを分解して、アウトソーシングするなり

何なりして、あるいはアライアンスを組むなどして組み直す動きが見られる。これを金融

機能のアンバンドリングというが、すなわち負うべき機能とリスクを選別し、得意分野に

特化しようというものである。特にこれは新規参入者がとりやすいビジネスモデルである。

新しい金融システム、特に市場型間接金融の構築に際しては、金融機能の分化と再構築と

いう観点が不可欠であろう。 

  一方、現実には、既存金融機関が合併などにより巨大化する動きがある。こうした巨大化

した金融機関においても、金融機能の分化、再構築は行われている。巨大化のインセンテ

ィブとしては、巨額のＩＴ投資負担に対応して規模の経済を追及できる。多様な商品提供

を可能とする。もう一つおもしろいのは、多様なリスクを組み合わせる、例えば地域、ア

メリカで言えば東部中心の銀行が西部の銀行と合併することでリスクを組み合わせて、リ

スクファクター相互間での逆相関や分散効果を利用することでリスク管理をしようという

動きもある。多様なリスクを抱え込むことによってそれぞれの分散効果を利用しようと、

そういうふうな動きもある。ただ、こういう巨大金融機関のバランスシートを見ると、バ

ランスシートの多くの部分は証券化商品で占められているというものもある。すなわち自

分で貸し出しを行うと同時に、その貸出したものを証券化して外へ出す。一方で、市場に

出ている証券化商品を自分のバランスシートの中に入れるという形で、リスクのコントロ

ールをしているというふうな動きもある。 

  では、目指すべき方向としてはどういうものが考えられるかということについてである。

やはり重要なのは、参入規制、業務規制の緩和である。多様な供給主体による多様な金融

サービスの提供を可能とするのである。 

  それと対になる形だが、横断的行為規制の創設。供給主体を規制することでこれまで利用

者保護を図ってきたが、参入規制、業務規制が緩和されるわけだから、今度は行為、例え

ば販売行為のやり方などを規制することによって利用者保護が必要であろう。 

 同時に、市場インフラの整備が必要になる。市場を維持、発展させるためには、金融法務、

ディスクロージャー、会計制度、市場監視体制等の市場インフラを充実・強化することが

必要になる。 

  それから、リスクマネーの供給を促進したいのであれば、出す側の立場にも立ってしっか

りしたコーポレートガバナンスを構築することが非常に重要なことである。 

  また、投資教育、自己責任原則を徹底させるため、資金の出し手には最低限の金融知識が

必要である。金融技術革新の支援では、ＩＴ、金融工学、金融法務の分野における進歩だ
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とか、あるいはリスク管理の高度化等金融スキルの向上を支援することによって、金融技

術革新を加速していくことが重要である。 

  国富の推移を読み取ると、高度成長期に富をためてきた金融部門、非金融法人部門から家

計部門に富が移転したというのがバブルの生成と崩壊の一つの結論、結果である。そして、

金融部門の状況からすると、ここのパイプに大きなリスクを負担させることが難しいこと

がわかる。また、一貫して悪化していた一般政府の状況が、最近極度に悪化しており、財

政再建が急務であることがわかる。 

  また、日本人全体では住宅だとか、そういうものの資産が非常に大きいが、金融資産は高

齢者が随分持っている。そうすると何が起こるかというと、やはりリスクを回避したいと

いう、そういう資産運用になるのがむしろ合理的であろう。そういうことから見ても、日

本においては、リスクマネーが出にくい資産の分布構造があると考えている。 

いずれにしろ、このような大きな状況も、金融システムを考える際に考慮しなければな

らないし、また、財政だとか社会保障、競争政策を考える上でも重要ではないかと考えて

いる。 

 

○ メンバーの説明の中で、本来、競争政策というのは、政府の行為などに関しても競争を促

進するためのものとして広義でとらえるべきではないかとあるが、同意見である。実際、

公的な企業、例えば、郵政の活動と民間事業者の活動について、公正取引委員会のような

ところがもっと本来の力を発揮してもよいのではないか。この点については、政府全体と

しての推進主体が不在であるという説明があったが、公正取引委員会自体の制約条件につ

いて伺いたい。また、今後、独占禁止法の世界だけでなく、もっと強力に進めていく上で

の課題として、どういうことを克服していけばいいのか、伺いたい。 

 

○ 公正取引委員会自体の制約条件として、個人的に感じていることは、１つは、市場や規制

に関する専門的な知見の蓄積・活用が難しいということ。他の省庁で局や部の単位で所掌

している分野に関して、公正取引委員会が対等な立場で政策提言を行うということになる

と、それ相応の体制が必要になってくる。公正取引委員会の実情としては、規制改革に関

する提言を担当しているのはほぼ２つの課の１５人程度であり、このような状況では専門

的知見に長けた各事業所管官庁に太刀打ちするのは困難である。人員や組織面での手当て

というのが大きな課題になってくる。 

  もう一つは、公正取引委員会の政治的中立性である。規制改革等をめぐる問題は政治問題

になることがあり、競争政策担当大臣のような大臣がいない中で、中立性を求められる公

正取引委員会がどこまで何を言えるかというのは常に難しい判断を迫られる。 

  

○ メンバーから、アニメーションやコンテンツは自由競争がゆえに競争力を増したという話
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があったが、この産業の初期段階においては民間だけの活力と新興産業という性格が非常

に強かった。その性格上、大手・中小という差が余りなく、純粋にコンテンツの競争力で

競い合うので、あくまで民間の競争原理において勝ち組、負け組が作られてきた歴史はあ

る。 

  今週の「Newsweek」で、アニメよりも先行して強いとされていた日本のテレビゲームが取

り上げられている。アメリカでは98年日本企業の全米でのシェアが49％あったソフト産業

が、2003年は32％に落ちている。北米での売上ランキングではベスト10に入っているゲー

ムのうち、98年は８本が日本製のゲームだったが、現在は３本になってしまった。テレビ

ゲームの分野では、アメリカの大手は映画産業と連動する形で世界戦略を進めている。こ

れらからも汲み取れるように、日本のソフト産業がずっと無政策のままでいいということ

は決してないということは理解していただきたい。 

  アニメーションに関しては、10年後、現在の競争力を保っているとは到底思えない。また、

ソフト産業やコンテンツ産業には、法務知識レベルが業界的には低く、日本の漫画・アニ

メ・ゲームではクリエイター個人に対する依存度が非常に高い割に、クリエイターや個人

に対する成功報酬や、適正な労働賃金が払われているかといえば、決してそうではない。

大手ですら数年前までクリエイターとの契約書自体が存在しないこともあった。いわゆる

口頭契約によって、クリエイターの権利を代弁しているようなケースが非常に多い。その

ため、優秀な人材はどんどん海外に流出してしまい、個人の権利が適正評価されないよう

な状況が起こってしまう。それらは、必然的に若手が夢を失い、新たな人材がその産業に

従事する気持ちを疎外してしまう。 

  日本の今の競争力という観点で教えて頂きたいのだが、資料１の11ページ「競争政策の抱

える課題」の②に、グローバル化に対応した競争政策の国際的な調和とあるが、日本の競

争規制や競争政策は国内に常に目が向いている印象がある。海外との関係性という点では、

実状はどうなのか。国際的な観点から、日本の規制や競争力促進がどの程度機能している

のか。教えて欲しい。 

 

○ 各国の規制のあり方の国際的な調和という問題については、先進国の間ではＯＥＣＤがか

なり以前から規制緩和・規制改革に関して、加盟国に対してさまざまな勧告をしてきてお

り、各加盟国はそれも踏まえて規制改革を進めてきている。 

  独禁法に関しては、それが整備されている先進国の間では、ＯＥＣＤ等のマルチの場で国

際的な調和をどのように図るか議論の蓄積がある。他方、途上国の中にはまだ競争法自体

が存在していなかったり、執行面で課題を抱えている国も多々あり、そうした国々に対し

て競争法の整備・執行に関する技術的な支援がアメリカやＥＵのほか、日本からも行われ

ている。 

運用面での国際的な調和、途上国への技術支援いずれについても、一定の成果はあると
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思うが、競争政策が基本的には国内政策であり、各国ともそれぞれの国内事情があるので、

十分な成果が上がっているかと言うと、必ずしもそうではないという個人的な印象である。 

 

○ 今まで余り議論してこなかったが、結局、イノベーションや活力が起こりやすい社会とい

うのは、個人の能力だけではなかなか頼れないところがある。よって、社会全体でそれを

どう盛り上げていくかということが重要である。トップダウンではできないとすると、イ

ンフラの整備のようなことが非常に重要である。特に我々が議論すべきなのは、目に見え

ないインフラのようなもの、法のリテラシー、金融の資力、ＩＴリテラシーなどを一人一

人がある程度使えること、またはそれを誰もが利用できるような仕組みを考えることであ

る。これは多分一番のボトムラインにある人間力という話と非常に関係がある。ぜひその

何とかリテラシーというのを使いたいと思うので、アイデアがあったら教えていただきた

い。 

 

○ 日本が競争力を持つ上で、国際ルールに負けている。結局はルールのところで勝敗が決ま

ってしまう。国際ルールに対してどのぐらい日本が影響力を持てるのかということが担保

されないと、その努力が国際社会で報われないのではないか。どういう形で、どこを強化

して、どういうふうに、日本がそこで影響力をつけていくか、リーダーシップを発揮して

いくのかということが大事である。具体的にどういうことなのか、どうしたらいいのかと

いう点をお答えいただきたい。 

  それからもう一つは、メンバーの話に関連して、法律やルールを守るという日本人の意識、

規範意識というのは国際的に見てどうなのか。日本がもしそういう意識の高い国民性を今

現在でも持ち続けているのであれば、政府にとってルールや法律をどうしていくかという

ことはとても重い話である。国際比較の中で何か、あるいは日本における時系列比較の中

に語れるものがあれば教えていただきたい。 

 

○ 様々な国際ルールの交渉の中で、日本が発言力を確保し、日本に有利なものとすることが

重要という点は、メンバーのペーパーのとおりだと思う。 

そのためにどうしたらいいのかという点については、やや技術的な観点からの問題点の

指摘だけになってしまうが、限られた経験で申し上げると、まず一つは、交渉参加者の英

語力が大きな課題という気がする。日本を代表して日本の国益に基づいて、専門的な事柄

について発言をするためには、英語力に関する相当の鍛練が必要ではないか。 

  もう一つは、各国の交渉担当者間の信頼のネットワークの問題がある。他国の交渉担当者

は、比較的長期にわたってそのポストに就いており、人的な信頼のネットワークがある程

度できている。そのような中で、日本の交渉担当者となる役人は概ね１年～２年でポスト

がかわるので、なかなかそういうグループの中に入っていけない。国際交渉において人と
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人とのつながり、信頼関係というのは重要な部分があり、その点で日本は不利になってい

るような気がする。 

  

○ 国際弁護士が少ない、国際的な場でいろいろなルール作成に携われるような日本の人材が

少ないのは、法曹自体の数が少ないからだというような議論をよく聞くが、結局、今、日

本で国際派弁護士と言われる方たちは、渉外事務所などに入って、アメリカのロースクー

ルで資格をとり、外国企業のために働くのが意外と多いのではないか。日本が国際的なル

ール作りの場で発言力を得るためには、当地で実際に活動している法律家を使えるだけの

能力を日本側が備える必要があるのではないか。例えば、アメリカのロイヤーの資格を持

っているからといっても、アメリカで実務経験のない日本の弁護士が直ちにアメリカで通

用するわけではない。その国のルールに詳しいのはその国で実際に活動している法律家で

ある。アメリカ企業などは、日本国内での訴訟等やルールの交渉などに日本の弁護士を使

いこなしている。日本も、もう少しその国の弁護士を使いこなすことを考えるべきなので

はないか。 

  それから、規範意識については、比較法文化の研究ではいろいろ言われていると思うが、

私自身の経験に基づけば、各国における規範意識はずいぶん違うところがある。つまり日

本人は、社会的な道徳に照らして自分が恥じるか恥じないかというところに規範意識を置

いているが、ある国民では、神と自分との契約において自分がうそをつかなければよく、

公権力に対してうそをついても全然恥じるところがないという文化もある。また、功利的

であるということ、自分にとって利益になるということこそが善であり規範であるという

ような文化もある。それから、文化的な規範が統一的でない多民族国家では、裁判で決ま

ったことのみが規範だというようなこともある。ただ、誤解をおそれずに言えば、日本は、

いわゆる人間として道を外さないという正義の感覚については、かなり高いレベルにある

のではないか。「おてんとうさまが見ている」というような感覚は実際にあると思う。 

  

○ ルール設定においてどうするかという問題は、金融関係ではＢＩＳ規制は典型的な例だが、

評価が分かれる。最初に導入したときには、日本の金融機関は非常にバブルで調子のいい

時代だったので、日本の金融機関をある意味、抑制するための手段だとも言われている一

方、必ずしも意図はそこにはなかったとする見方もある。当時、アメリカやイギリスの銀

行は大変悪かったので、それに対してどのように対処しようかということで入れたのだと

いう評価もある。直近、またＢＩＳ規制が大改正されたが、実はそのときに日本の代表は

結構活躍をしている。今、そのＢＩＳ規制の事務局長は日本人になって、金融庁で交渉を

担当していた人がそのまま事務局長になっている。 

  ある意味で言えるのは、特にＢＩＳ規制のように専門的な確率論や金融工学など、共通の

土台があって何かやるときには、やはりそれなりの意見は言えるし、それなりの影響力は
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ある。すべての局面において日本がルール設定において負けているということでもないが、

常に勝っているわけでももちろんない。だからそこはやはり共通の土台があるかないかに

よって随分違うのではないか。 

  競争力という言葉に関して、実はアメリカの銀行は競争力があると言われているが、アメ

リカの銀行の収益の大半はアメリカ国内で上げている。例えば、シティバンクなどでも、

北米での儲けが６割以上あったはず。そこにメキシコなどを入れるともっと割合が高くな

る。さらに北米の中で見ると、消費者部門を中心とした収益というふうに出ている。意外

に金融というのは、ローカルな部分が多い。だから逆に言うと、日本の銀行は外に出てい

っていい思いをした記憶が余りない。それはローカルな情報が、結構情報処理において重

要な役割を果たしているからだ。 

  一方、投資銀行部門では、比較的海外でも、そのときそのときで取引が終わるので、米国

の投資銀行業務というのはそれなりに競争力がある。その要因は、人材もそうだが、どう

いう方向に人材を向かわせているかである。例えば、ＩＴにしても投資銀行部門で、こう

いう条件でこういうふうにやったらどういうプライシングになるかというのは、かなりお

金をかけないと出てこないので、そこに資源を集中するような組織になっている。あるい

は金融法務の部門でも訴訟も多くあるので、相当な数の弁護士がアメリカの投資銀行には

いる。金融工学において当然のことだが、日本ではそれぞれの人材や資源を明確な方向づ

けをするようなシステムにまだなっていない。 

  

○ リーガルコーディネーターについて、アメリカでの経験を申し上げる。私は日本では裁判

所に行ったことはないが、アメリカでは何年かいるうちに裁判所も行き、弁護士の世話に

もなっている。しかし、それはほとんど法律相談みたいな感じ、あるいは契約代行のよう

な感じだった。だからイメージで言うと税理士みたいで、商店街に弁護士がいるので気楽

に頼む。何か問題が生じれば、すぐ裁判所に行っちゃう。要するに、法津というシステム

を使うユーザーに対して、こちらのサイドに立って、ユーザー代行業をやってくれている

というイメージに近い。英語では弁護士は「ロイヤー」だがこれは法律を扱う人、という

意味であり、「弁護士＝法廷で弁護する人」というのとはニュアンスが違う。「ロイヤ

ー」と言われる人々の中にもマイナーリーグからメジャーリーグまでいて、一部の人だけ

が訴訟を扱っている、と言う感じだ。要するに、上のリーグの人たちが訴訟業務をやって

いて、下の人たちは町の法律屋さんという感じ。こうした体制だと、我々も法律システム

を使おうかなという気になる。弁護士の数の問題ももちろんあるが。 

  こうした事情は、ＩＴの場合も金融の場合も同じという気がする。要するに、リテラシー

の問題となると、「日本はリテラシーが低いから教育しろ」という話にすぐなるが、それ

は違う気がする。法律もITも株取引も、使ってみなければわからないのである。その入り

口の「使う」というところで引っかかっているのではないか。例えばＩＴの場合、自力で
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家庭でインターネットを引くというのは初心者は結構苦労する。金融でも、例えば、証券

会社がバブルのころに、「あの人たちはこっちサイドじゃなくて向こうサイドで儲ける人

だ」というイメージが完全に国民の中に定着してしまっているため、今さら株を買ってく

れといってもその気になれない。何にしても、リテラシーを高めようとするなら、まずも

って、ユーザーサイドの味方になってくれると使う側が確信できる、「ユーザー代行業」

みたいな人たちが、安価でたくさん出てこなければいけない。 

  例えば、アメリカでは、例えば、タックスマンなどチェーン展開の税理士事務所が数千円

で所得税の申告の代行をやってくれ、結構いい仕事をする。私の場合も、「５年住んだか

ら永住者と言い張れば永住者になれるぞ」のアドバイスをもらい、言い張ったら確かに何

万円か得した。数千円で雇って何万円か返ってきたので、これならやろうかと思い、次の

年から頼むようになる。日本に帰ってきたら税理士は数万円でほとんどルーチンワークし

かしてくれない。いずれにせよ、ＩＴにせよ、法システムにせよ、金融にせよ、ユーザー

サイドに立ってシステムを有利に使う手伝いをしてくれる「ユーザー代行業」のビジネス

モデルが安い価格設定で確立すれば、皆が気楽にシステムを使うようになり、おのずとリ

テラシーが上がってくるのではないか。そこを、いきなり、「分かっていないのだから教

育しろ」という話でとまっていると、なかなかリテラシーが上がらないのではないか。 

  

○ ＷＴＯにしても国連にしても、日本は入れてもらった立場というのを何かまだ引きずって

いるということがあるようである。ＧＡＴＴ35条での敗戦国だから入れてもらえなかった

ところを、何とか入って経済的には豊かになっているが、そこが根幹となるルールに対し

てはああだこうだとまだ言うなという雰囲気がどうもあるらしく、それがネックとなって

いるのではないか。飛躍した論理だが、例えば国連安保理の常任理事国入りは、国際ルー

ルにおいて日本がパワーを持つきっかけにもなり得るので、こういうことも一つの日本の

ビジョンに入れてはどうかと思う。 

  あと法意識のお話があったが、それに関連して例えばアメリカでは弁護士というものは社

会的にパワーを持っていると思う。そういうパワーを持つ人と、例えばビジネスマンとが

弁護人としてではなくパートナーとなることにより、何かもっとできるようになると思う。

しかし、何か規制があって、企業家の方々はその壁にぶつかっている。パートナーとして

の弁護士というような人材を生み出していっていただけると良いのではないか。 

  

○経済産業省経済産業政策局経済産業政策課小林課長補佐より説明 

  社会保障制度改革について説明させて頂きたい。マクロの経済財政運営については、一義

的には別のＷＧで検討されている課題であるが、競争力というものを考える上でも極めて

重要であると考えており、そうした観点から今回説明させて頂く。 

  ポイントは、１つ目が、経済活力の維持ということである。社会保障制度改革を考える上
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では、その制度の目的なり趣旨なりを実現しようと考えるのは当然であるが、持続可能性

ということを考える上では、競争力に対する影響ということが不可欠な視点である。 

  我々が行った企業に対する調査においては、これ以上税や社会保険料といった公的負担が

増加すると、多くの企業はリストラに踏み込まざるを得ない、また大企業を中心として、

海外の比重を高めざるを得ない、といった回答が示されている。制度設計を誤ると、制度

を支える富の源泉がむしろ損なわれる可能性があり、今後制度を改革をしていく上で、こ

うした視点を忘れてはならないと考えている。 

  ２つ目は、国民の健康増進と民間活力の活用である。一般に、公的部門を必要最小限に見

直して、民間の創意工夫が発揮できる場を拡げ、民間の潜在需要を喚起するような取組が

必要であるが、それは社会保障制度改革にも当てはまると考えている。例えば、大学と地

方自治体が連携し、そこに民間事業者が関与するといった形で国民の健康増進を図る取組

が行われている。このように、公的な保険制度に頼らなくていいような形で、国民の健康

増進と公的負担抑制が同時に図られるということが重要である。さらに言えば、こうした

２つの目的の両立に加えて、３つ目として、民間事業者の育成という目的も、ある意味

「三位一体」で達成されるというような側面もある。こうした観点から社会保障制度改革

を考えていくことが重要ではないかと考えている。 

 

 

中間報告へ盛り込むべき事項の検討 

○事務局より、資料４について説明。 

  

○ 今日御欠席のメンバーの方からも意見を頂いており、私から説明させて頂きたい。 

  まずＡメンバーからの意見を読み上げさせて頂く。ワーキング・グループメンバーの意見、

ヒアリングの結果、事務局のまとめは、主査と副主査がビジョンをまとめる際の「参考」

にとどめるべきであり、主査と副主査が提出する最終的なビジョンを拘束するものであっ

てはならない。主査と副主査はその立場を明快にして、逆にワーキング・グループでの議

論にもとらわれずに、新鮮なビジョンを提出していただきたい。「いろいろな意見のホチ

キス止め」はぜひとも避けていただきたい、とのご意見である。 

  次に、Ｂメンバーであるが、論点整理においては競争ルールに関する競争力をぜひ明確な

形で論点として扱って頂きたい。国際化の中で様々な国際的ルールができていくことを考

えると、国際ルールの決定に積極的に参加し、適正な内容のルールをつくるとともに、適

正な実施を確保することが極めて重要である、とのご意見である。 

  

○ この後、２週間ほどで簡単なたたき台を出し、皆さんに御議論いただく予定である。これ

までのまとめを含めて何かコメントや御意見があれば頂けるとありがたい。 
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○ １ページ最初に、競争力とは全産業の生産性を上げるのではなくとあるが、これは全産業

で上げてもいい、むしろ上げるべきだと考える。というのも、競争力を全産業で上げよう

と努力し、結果として、事後的にセクターの優劣が決まるということがあるのではないか

と考えるからである。少子化の中、国力を上げるには、単純に言えば国全体の平均の生産

性を上げるべきではないかと考える。今まで労働力を吸収していた産業も生産性を上げる

必要性が出てくるのではないか。時代錯誤的かもしれないが国を挙げて生産性の向上を図

ることは重要であると考えている。 

  

○ 生産性が低いところを上げるということは非常に重要であり、また比較優位は貿易を前提

にしており、ほとんどの産業というのは貿易をできないためおっしゃるとおりであると考

える。有効利用されていない、活力が生まれていないリソースが多くあり、それを全般的

に上げるということは大事であると考えるが、ただどこかのレベルでトレードオフという

ことを考えなければならないのではないか。もちろん、ご発言の御趣旨は理解している。 

 

○ 経済の観点が少し強いのではないかと感じる。全体で「21世紀経済ビジョン」から「日本

21世紀ビジョン」になり、経済が取れたという経緯がある。そこのところを競争力ワーキ

ング・グループだけでやる必要はないと思うが理念や価値観をどこかで訴えるところが、

最終的に必要になると考えている。それがないとお金儲けの話や経済の話に特化し過ぎて

いるように感じ気がかりである。このワーキング・グループのミッションがそこまでだと

いうのであれば構わないが、全体としてはそのような議論が必要。 

  また、第１回にも議論になったが、誰に対して話をするかということは大切だと感じてい

る。国民の全てでもなく、ごく一部でもなく国民のある程度のシェアの人に何か共感を持

って頂けるような何かがあったほうが良いと考える。 

  次に、どういう主体を中心的な価値の尺度とするかということがある。２つあると考える

が、個人あるいは労働力、人間力と言いかえても良いが、それをどのようにレベルアップ

しどう組み合わせたら良いか、ということが１つ。もう１つは、企業という切り口で見て

いくということである。自分は、労働力の質や人間力、そういうものを高めつつどのよう

に組合せしていくのかという視点の方がむしろ良いと感じる。組合わせには企業という形

であってもＮＰＯという形であっても様々な形態があり、企業という形態にこだわる必要

はない。 

  それから、どう組み合わせていくのか、それはシステムの話であるが、ここも２つあると

思う。日本が得意なのは、例えばインテグラル型とモジュラー型で言うとインテグラル型

である。別の言葉で言うと、状況だとか、そういうものに対してフィットしたものが得意

である、またフィットさせることが得意である。従って、ものすごく効率的になるが、環
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境変化に対して非常に弱くなり、大きな環境変化に対応できなくなる。また一方で、今あ

るものを組み合わせていくやり方があり、それはモジュラー型と言える。ただ、その前提

として、個々のものを標準化することが大前提であり、標準化した後どういうふうに組み

合わせるかという段階を踏むことが必要である。現在の日本では様々な分野で標準化は進

んでおらず、偉い人のノウハウがそのまま伝承される形で、標準化が余りできていない。

モジュラー型を目指す場合、まず標準化をした上でそれをどう組み合わせるかというとこ

ろが必要である。この点についてもどちらをとるか、あるいはどういう局面においてはど

ちらをとるかという切りわけというのも必要になってくるのではないか。 

  

○ 理念、存在感、価値観は本当に大事であるが、どうしていいか難しいので、皆さんから意

見を出していただきたいということが一つと、それから全体でも議論をして、それをもう

１回ここに戻していく必要があるのではないか。 

  また、誰に対してのメッセージかというのは、国民の多くに共感してもらうようなメッセ

ージでなければならないと思う。 

  それから、人間か企業か、どちらにウエートを置くかという話は、可能であれば議論をし

た後、最後は人間、人間力といったところにウエートを置いた議論を行いたいと考えてい

る。 

  

○ 感想が２点。１つは、個人のやりがい、生きがい、満足感、幸福感、充足感、といったも

のをベースとしてその上に競争力がある、そういう社会に日本をしていくんだというメッ

セージを出したいと考えている。だから、一部の人たちに多くの国民がぶらさがっている

社会ではなく、全員参加に近い、いい社会をつくっていくというメッセージを出したい。 

  もう一つのメッセージは、官と民の関係である。民にどう活力をつけさせていくかは非常

に重要であり、官があまり役割をやり過ぎてはいかんと考える。しかし、官の役割は次の

２点でやはりすごく重要であると考える。１つは、人材育成に関しては官の役割は重要で

あり、もう一つは、ルール整備に関して官の役割が重要である。この２つは、官の役割を

ある程度限定する中においても、重点であるということはメッセージとしてあってもよい

と考える。 

 

○ Ｂメンバーのペーパーで、競争ルールに関する競争力を取り上げてほしいとの要望である

が、論点の取りまとめが公表されるにあたり、参加ではなく国際ルールの決定に積極的に

参加してルールをつくり、その適正な実施を確保することは重要であるというＢメンバー

の趣旨の明記という部分は取り上げていただいても良いのではないか。その方が明確に何

を言っているのかが伝わるのではないかと考えている。 

  また、今日までの議論を聞いていて非常に感銘を受けたのが、専門家の育成と基礎力の確



 －21－

保ということと、それをつなぐコーディネーションの存在の重要性ということである。専

門家は専門家、国民は国民と一部の人だけ別々に突っ走る社会ではなく、全体で走ってい

くような、総合力をアップしていくような形が望ましいとすれば、専門家とアマチュアを

つなぐコーディネーター、コーディネーションという論点は非常に大事なのではないかと

思う。 

  

○ 冒頭私は、「誰に向けた言葉であるか？」ということを非常に意識しているという発言さ

せて頂いた。今までのこの種の政府の発表は総花的になってしまい、直接伝わってこない

印象がある。「国民全体に向けて」というと非常にあいまいになりかねないので、今回は、

できるだけ具体的な提言になるようにお願いしたい。それが競争力ワーキングの性格では

ないかと思う。 

  その際に、まず明確なゴールビジョンを提示できたらよいのではないかと思う。ゴールな

きマラソンを走るのはつらいものであり、「これだけ頑張ってこういうことをすれば、こ

んな輝かしい未来が開ける」ということを、誰かがが言い切ってあげないと走っている当

事者はつらいものである。 

  もう一つは、目的を達成するためには、今、何を行わなければならないかという現実論で

ある。すべての人間がトップランナーである必要はないと思うが、走ることを選んだ人た

ちには明確な目標や目指すべき姿を指し示すことは重要である。 

  さらにこれはテクニカルな部分であるが、日本では特に観念論に陥りやすいので、できる

だけ具体例があると良いのではないかと思う。これまでのワーキングで実際に出た具体例

を参考資料的に使い、活用事例や、成功事例を提示するのも報告書の作り方としてありう

ると考える。 

 

○ 中間報告書をどういうスタイルにするか、例えばケースや事例を入れるかどうかは、また

ぜひ議論したい。 

  

○ 「競争力とは全産業の生産性を上げるのではなく」については、競争力の主体が国にある

のか、セクターにあるのか、企業にあるのかという、という議論から出てきた議論だと記

憶しており、私は国にも競争力を認めていった方がいいと考えており、この論点について

もご検討いただきたい。 

  それから、報告書全体のつくりかたについては(総花的に施策が並んでいるだけでなく)、

ビジョナリーに作った方がみんな（一般の国民）にはわかりやすい。そのビジョンのもと

に幾つか施策がある形がいいと思う。今、皆さんからいろいろ出た意見は、私の率直な感

じでは、ちょっと（ハードルが）きついなと思う。これにのれる人はかなり能力のある人

であり、ニートと呼ばれている人や引きこもっている人々は、我々の提言には乗れないの
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ではないかと考える。そういう人でも乗れるよう施策や提言に広がりを持たせる方が良い

のではないか。既存のものの強み弱みという議論は、いつも既存の弱いところを切り捨て

強いところに特化するが、既存の枠組み以外の領域に新たに創造される市場やビジネスも

あると思うので、裾野の広い報告書にしたいと思う。 

 

○ 全員参加型ということにも関わると思うが、ニートの方だけでなく、例えば高齢者とか、

いろいろな方がそれぞれの立場からのれるような、ぜひそういうアイデアをいただきたい。

全員というのは無理でも、やはり自分がこの中でここにいると、少し読めるようになれば

よいと考えている。 

  これはまだ今日は最初であるので、少なくともあと２回、場合によっては12月の最初に予

備の分も含めて３回は議論させていただきたい。また必要に応じて、事務局を通じても意

見をいただきたい。最後に、今後のブレーンストーミング、合宿等の話を頂きたい。 

  

○事務局より次回の日程等について説明。 

 

以上 


