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（概要） 

伊藤主査 

○今日は、いわゆる中間報告骨子（案）について検討を行う。今まで議論があったことを整理

してまとめてみたもので、まだいろいろ問題がある部分が残るが、大体こういう方向で考

えてみたらどうだろうか。 

  基本的なトーンは、まず、競争力ということのイメージをどういう風にとらえるだろうか

ということを最初に出して、それを受ける形で競争力ワーキング・グループの幾つかの基

本的な柱を出してみたらどうだろうかと。それが、「活力ある社会を目指して」というこ

とと、「活力を満たすための３つの側面」ということである。「活力ある社会を目指し

て」については、資源のない日本は、資源配分をきちっとすることがこれからも非常に重

要だ。今まで議論があった強さ・弱さを明らかにするとか、あるいは少子高齢化、グロー

バル化、資源・地球環境の制約にどのように対応していくかというこれからの大きな変化

に対する対応が非常に重要な視点である。また、あまり目先の利害関係に左右されず、や

はり大きな絵で考えなければいけない。あるいは、フロントランナーをしっかりつくって

いく。同時に、しかしフロントランナーになりたくない人もそれぞれ参加できるような、

そういう多様的な社会ができないか。しかも、経済的な成果だけを目指すのではなくて、

そのプロセス、そのような価値をきちっと考えなければいけない。そして、それが国際的

にも発信力のあるものでなくてはならない。 

  ２つ目に、今日ぜひ議論していただきたいが、その活力を生み出すための3つの要件、資

源の有効な活用、イノベーションの活性化、多様化の生み出す活力・価値という観点でい

いかどうか、議論したい。 

  資源配分という形で、日本の人的資源、資金、あるいは技術、文化、伝統等みたいなもの

をどのように有効に活用していくのか。２つ目に、やはりイノベーションが起こらない社

会というのは、特にこれからの中では非常に難しい。このため、イノベーションを起こす

ための重要な視点として、イノベーティブなことにチャレンジしたり、あるいはそういう

ことを行えるような風土と、それが社会全体に広がっていくようなメカニズムの両方の観

点から少し考えてみたい。そして３つ目に、これからの社会の１つの特徴として、いわゆ

る多様化あるいは多元化的な社会に変わっていかざるを得ないだろう。その中で、それを

むしろ競争活力を生み出すためにはどのようにしたらいいだろうか。 

  それぞれについて、資源のところは、やはり人間力、人的資源なり人というところにウエ

ートを置きたい。また、現状の医療、年金、福祉の制度をこのまま維持していくと、非常

に巨大な公的セクターができて、要するに富や経済価値を主として生み出す民間セクター

に資源がいかないことではやはり困る。そこのところをいろいろな形で対応すべき。ただ、

そういう中で単にその資源を公的部門から民間部門に移すというような話だけではなくて、

ルールをどういうふうにつくっていくか。要するに、公正で透明性のある市場を形成する
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ということが、この公的セクターのあり方とも非常にかかわるし、またその参加手段とし

て、必ずしも官の指導だけではなくて、民との関係というものを考えていったらどうか。

具体的な方法としては、社会投資ファンドのような話も考えていきたい。いずれにしても、

官の、あるいは公的な部分がある程度大きくなるということは避けられないということで

あるとすると、そこをどのように市場メカニズムも含めて活性化した形にするかというこ

とは重要。 

  それから、1,400兆の個人金融資産と700兆と言われている法人金融資産、これをどのよう

に有効利用するかということが日本の競争力にとって非常に重要。金融リスクを適切に評

価してやるということは、産業活力を高めるという意味でも非常に重要なだけでなくて、

個人がこれから高齢化時代の中で豊かな生活を築く上でも非常に重要。その後に、日本の

ものづくり、あるいはアニメに象徴されるような日本の強みをどのように生かしていくか、

広げていくかということが重要で、具体的な政策については議論したい。そういう有形、

無形の強みみたいなものをどのように認識し、広めていくのかと。最後に、やはり国際社

会の中の日本なので、比較優位原則、あるいは海外との分業、すみ分け、海外との交易は

重要だ。 

  ２つ目は、イノベーションを起こす社会についてであるが、イノベーションを活性化させ

るということが非常に重要で、その１つはイノベーティブなものをどういうふうに生み出

すかということ。例えば、いわゆる知的財産立国に関わる話、あるいはパテント制度その

他について書きたい。その中で、単にイノベーションというものを先端の科学技術だけで

はなくて、日本の社会のニーズに合ったような視点からイノベーションにつながるような

環境をつくっていく。もう一つ大事なのは、それをいかに社会へ広げていくか。ここでも、

高齢者の知見をどう広げていくか、専門家と一般ユーザーの橋渡しを行うようなコーディ

ネーターの重要性については議論があったが、それにかかわる競争政策の話等々。やはり

ビジョンのあるプロジェクトがあった方がいい、世の中に少し注目されるようなものがあ

れば、それも是非入れてみたい。 

  そして、３つ目は多様性で、やはりいろいろな幅のある、多様性のある社会ということが

競争力につながるだろう。失敗を恐れずとか、あるいはいろいろな試行錯誤ができるとか、

あるいは多様な考え方や見方が集まることによってシナジーが生み出されるということ。

それを受けて、公共部門でも、地方分権のような仕組みもこの中で考えていかなければい

けない。そして、多様性のある社会であるからこそ、情報開示、透明性のあるシステム、

会計制度、リーガル、あるいはその他のシステムが非常に重要になる。多様性の最大のか

ぎになるのは、海外の人材、資源、あるいは知見というものと、日本の国内にあるものを

どのようにうまく組み合わせていくか。 

  最後に、人間力については、やはり戦後型の仕組みの中で、なかなか十分な活躍がしにく

くなっているものとして、女性、高齢者、若者を取り上げており、これらをどのように活
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性化するかということが日本にとって非常に重要だということ。具体的な政策については、

今後議論していきたい。さらに若者のやる気を引き出す仕組や、あるいは多様な生活の仕

方を許容しながら、一方でフロントランナーを育てていくということが重要である。 

 これをたたき台として、今日は自由に議論したい。できるだけ大きな方向性や、全体の

アプローチを中心に議論したい。 

 

○ 大きな方向性や全体の話を中心でということであり、あとは別のメモ等で申し上げること

もできるので、この場で発言することとしては大きな点にだけに止めたい。 

国際経済社会の中でどうやってその経済的な競争力を維持していくかということが競争

力ワーキング・グループの大きな課題である。これを前提に、今あるいはこれから何が足

りないか、何をしていかなければいけないかという、構造がなるべく見やすいようなまと

め方がいいのではないか。 

  骨子案に提示された３つの側面それぞれが重要であるということについて、特段、異存が

あるわけではないが、競争力の現状なり将来展望からいって、3つの側面が重要だという位

置づけ、説明をはっきりさせ、その上で具体論につなげるための重要な視点がこの３つと

いう位置づけを明らかにしていくのがよい。 

  あと、競争力というのは、１つは良い品物、安いという実体的な面と、もう一つは、社会

のルールの中で円滑な手続で、違反とされないで、あるいは基準に乗ったものとして受け

入れられるというものの中でうまくやっていけるか、という競争ルールに関する競争力の

面との２つの大きな局面があると考えている。この提示された３つの側面というのは、そ

の前者の実体的なよさを生み出すための、例えば、①いい品物をつくるために有利な分野

で資源を有効に活用しなければいけないとか、②よりよい品物をつくるために技術革新が

起きなければいけない、イノベーションが起きなければいけないとか、③そういうイノベ

ーションを起こすためにも多様化に基づく活力が必要である、といった意味での３つの側

面だと考えられる。骨子案では競争ルールに関する競争力というのは、実体面の側面の一

つのこのイノベーションの中で扱っているが、もう少し競争ルールに関する競争力という

ものが１つの視点として見えやすい形にして欲しい。 

  人間力の点を大きく扱うことについて賛成である。なぜかというと、第一に最先端の研究、

技術開発という力を常に前進させ、発揮していくためには、当然最先端レベルの人間力を

高めるのが重要という面があり、またもう一つの面としてより幅広い生産、販売等に従事

する労働者全体のレベルが高くあり続けなければいけないという面もあるからである。さ

らに、消費者という側面の人間、あるいはその商品を消費者としてチェックする側の人間

というものの質も日本では高いということが、これまで日本の競争力が高かった部分の理

由の１つだと思う。このように、人間力というのは、そういう供給側、一般レベル、消費

側、の３つのあらゆる面から見てとても大事である。ただ、競争力全体のくくり方として、
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“結局、人間をつくっていくと競争力が高まる”という形のまとめ方になると、具体的に

今後競争力を高めるための直接的な課題が何で、そのために何をどうやったらいいかとい

うことが見えにくくなる。 

 

○ 最初に、競争力に関して現状がどうなっていると我々が認識しているのかということをは

っきりさせた方が、本論を展開するのに都合が良いと思う。 

  例えば、ＩＭＤの発表している国際競争力ランキングで日本の順位が低下していることが

騒がれたが、なぜ低下したかというと、今までの「経済規模」、「ものづくりの競争力」

という評価基準から、「いかにグローバルに人とお金と最新の情報を集めて世界最高水準

のものをつくるか」や「それを可能にする国の制度の魅力」、つまりは「その国でビジネ

スをするために投資をするときのうまみがどの程度あるか」へとＩＭＤの基準が変更され

たため、日本の順位が下がってきた。 

そのような現状認識を確認したうえで課題の提起を行うべきで、例えば「日本の競争力

に対する３つの挑戦」という形で課題を表現することも一つのアイデアである。諸外国か

ら日本の競争力を浸食するような勢力が出てきたとか、創造力の弱点といった限界があっ

て、それが競争力に対する制限になってきている。それをどうクリアしようかというと、

例えば国家プロジェクトを立ち上げるとか、官・民の関係のあり方を変えていく、個人の

能力がもっと発揮しやすいような、ピラミッド型のきつい組織ではなく、もっと緩い組織

にしていく、などなど。その中で、国のソフトパワーと企業のイノベーション力と個人の

人間力という３つのレベルの競争力を重層的に高めていくという結論の方向性を定めては

どうだろうか。欲を言えば、具体的な施策のところをより具体的にし、本当にその形で動

いていけるかという実現可能性までを含めて書いた方がいい。 

 

○ ご指摘を踏まえると、非常にきれいにまとまるが、結果がほぼ予測できるようなものでは

ないか。今度の専門調査会では、万人がみんな「ふむふむ」と納得するのではなくて、も

う少しチャレンジングなことを主査と副主査に書いて欲しい。 

  その意味では、主査や副主査が、個人的な視点からかなりはっきりした取捨選択をした方

がいいのではないか。 

  それから、具体的な施策と、現状分析のところは、特に国民を引きつけるようなものがや

はり必要になってくる。短くかなり印象的な言葉で、それから幾つか非常に印象的な挿話

をうまく組み合わせる形で書いて欲しい。 

 

○ 構造化はやはり必要。競争力というときに比較優位で、ほかと比較したときにどうかとい

うことになるが、その基軸が変わっているから、単なる経済力だけではなくて、多様な軸

でその国の魅力度というものが重要になっているので、そのような比較優位をどうやって
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つくっていくかという話。もう一方は、あまり遠い2030年や2050年という、我々が生きて

いないときのビジョンよりは、なるべく早いときで、しかも具体的な方がいい。例えば、

公的なセクターを使った実験、しかも日本でしかできないような民生利用ができるような

実験、それが日本の21世紀ビジョンにつながるような話をぜひ書いて欲しい。 

 

○ コンテンツをつくるときに一番注意するのは、誰に向けられているか、という点である。 

  今回感じたのは、やはり基本的なまとめの方向性はいいが、私自身、読んでいて心に響い

てこない。それはなぜかというと、構造的な問題よりは言葉の使い方ではないかと思う。

正直ここに使われている言葉の中で、結構わからない言葉が多い。表現方法として、わか

りやすいもの、強い力のある言葉、それも万人に響く言葉というもので提案して欲しい。 

  それと、中間骨子案には目的、現状認識、手法、人間力とストーリーがあるが、その先の

ビジョン、どこに向かうべきか、というビジョンを提示することがポイントになってくる。 

  さらに、国家とか政府というのは私たちの代表ではなく、ちょっと違う次元だという意識

がどうしても市場の中にある。それを回避する方法として、「あなたたちと同じ世代の人

で、こんなことを海外でやっている人がいる」「こういうチャレンジャブルなことをして、

このような成功事例を持っている人がいる」「今現在活躍している有名な方は、実はあな

たたちの世代のときにこんなことをしていた」などの具体例を出すと、いきなり自分たち

の身の回りのものとして実感でき、具体論として意識が向いてくる。今回、恐らく国民全

体に向けてというのは、これは非常に幅広で伝わりにくいことになってしまうおそれがあ

るので、具体的なサンプル、それは現状認識の中で競争力の観点からすぐれていると思わ

れる事象を参考資料としてつけることが必要ではないか？自分たちに親近感を持って、直

接的な及メッセージとして伝わるのではないかと思う。 

 

○ ビジョンということを考えたときに、競争力というのはどういう意味なのかということを

しっかり考えたい。競争力というのは、軍事力が強いということでもなければ、単に経済

力が強いということでもない、もっと違うものなのではないか。つまり、ここで目指そう

と思っている競争力強化の「競争力」というのは、どんなイメージのものなのかというこ

とを語ることがビジョンなのではないか。それが、メッセージとして伝わると全体が締ま

って伝わるものになるのではないか。 

  そのとき、競争力を構成するプレーヤーは、政府があり、企業があり、そして個人がある

が、これは最後の締めが人間力になっているように、個人の幸福感と遊離した競争力とい

うのは意味がない。個人が頑張る気になり、誇りが持てて、楽しくて元気になり、そして

何かが生み出されるという、そのようなものに支えられた競争力の形というのが日本らし

い競争力なのではないか。 
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○ 競争力のイメージを明確にしたいと考えている。報告書の最初に「現状認識」を置きたい

のは、一つのアプローチとして、恐怖を与えるというやり方で読む人の注意を引きたいか

らである。アメリカの「ヤングレポート」も、冒頭に「サイレントチャレンジ（静かなる

挑戦）」という章を置いて、アメリカが50年代、60年代に競争力が高いと思い上がってい

るうちに、気づいてみればヨーロッパとか日本が戦後から復興して、生産性ではアメリカ

を上回っていたという現状認識を示している。特に日本とドイツが、気づかないうちに静

かにひたひたと追いついてきたという恐怖をあおり、だから頑張ろうという、恐怖アプロ

ーチをとっている。今の日本には、恐怖的なアプローチがいいと思う。その理由は、１つ

には若者がなぜ頑張らなければいけないかという目標を失っているので、彼らにきっちり

と現状を理解してもらうためには、そういう言い方の方が良く、その方が今は国民的なコ

ンセンサスをとりやすいのではないかと思う。もう一つは、80年代まではキーワード１つ

でその年のヒット商品のトレンドや社会のトレンドをあらわすことができた。ところが、

90年代に入ってからは、人々の価値観や興味関心が多様化してしまったので、１つのこと

を言っても効果的に言いあらわせなくなった。そこそこ豊かになった結果、人々の関心が

ばらばらになっているので、それを１つのキーワードで表現するのは自分の経験からも難

しいと思う。 

 

○ 競争力の基準が変わる、10年前と基準が実は変わっているということが、これからも、次

の10年にも当然あり得る話で、我々はどういうゲームが行われるかはわからないけれども、

とにかくゲームのテーブルに着いているという状態である。 

  これから何が来るかわからないときに、最後に頼れるものというのはやはり個人の力。最

後のまとめで使われているような人間力、あるいは人材の重視というところに依拠しなけ

ればならない。政府とか、企業といった組織に頼るとかということでは、これから先の変

化に対応できない。 

  日本の競争力の源泉を考えたとき、日本人は傑出した人は少ないけれども平均値は高い、

なぜか知らないけれどもみんな一生懸命働く。そのなぜか知らないところというのを、む

しろ大切にしていくというのが必要なのではないか。例えばそれぞれが、自分たちが一生

懸命やっていることに対して誇りが持てるインセンティブシステムが必要。誇りというの

は相手を認めることであり、社会が認め合うことである。、弱肉強食あるいは競争優位で

ウィナー・テークス・オールとなったとき、残った大部分の人は社会や経済に対し無関心

となる。それで本当にこの国の競争力というものは保てるのか。その人の競争力は保てる

かもしれないけれども、その国の競争力は保てるのか。やはり誇りとか努力を認める一方

で、能力があるのに努力をしない人に対しては厳しいペナルティーだとか、あるいは社会

保障の恩恵を与えないとか、そういう厳しさもあっていい。能力に応じた貢献というのは

当然の義務だし、それを誇りにすべきだというような話があっていいのではないか 
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  もう一つは、公的セクターでの実験という話であるが、例えば公用車を全部環境配慮型に

するのならば、いっそのこと、５年後には公用車を全部やります、10年後には日本中の車

を全部やりますという方が、むしろ日本というのは環境を大切にする国だということのア

ピール度も高まる。全員参加型というキーワードにも合致する。 

 

○ 「特に傑出した人材もいないのに、平均的なレベルが高い」というのは、これは非常に大

事なポイントであり、日本の競争力がなぜ高かったか、あるいはなぜ低下しつつあるか、

これから高くするにはどうしたらいいかというところで、とても大事である。人材のこと

を重要な要素として取り上げるためには、この平均的なレベルを高くするために何が必要

なのか。例えば、基礎的な学力全般を強化するということを再度確認しなければいけない。 

  それから、若者が非常にやる気がなくなってきているというのは、経済状況が厳しいとい

うこともあるが、考え方の問題として、自由にやりなさい、いろいろな道がありますとい

うことが、この二、三十年非常に強くなってきたが、そのために、社会の中で自分が果た

すべき役割は何か、自分はどういう能力を身につけていかなければいけないのかを、逆に

見失ってしまっているところがあるのではないか。自由と言われても、まずその自由なこ

とを考え始める基礎がない段階から自由だと言われてしまっているということがあるので

はないか。 

  そういう意味で、選択科目が非常に若いところまで、中学校でも選択科目がたくさん増え

ており、よくわからない中で選べ選べと言っても、どうしたらいいのだろうということが

ますますふえている。きちんと社会の中での役割は何か、基礎的に何を身につけなければ

いけないのか、そういうことを回復させるのが、伝統的な強みの回復という意味でも重要

である。 

  それから、競争力の定義もどんどん変わるという話があるが、確かにＩＭＤの順位などは

日本への投資のし易さなどを要素に加えるなど競争力の定義が変わったことによって落ち

たという部分が大きいと言われている。そうすると、競争力について我々が本当は何が必

要だから何を求めなければいけないかという意味で、そこでこの競争力ワーキング・グル

ープがそもそも何を目指すかというのを最初の段階で明らかにするということが重要。い

ろいろな価値観があってもいいが、やはり経済的な面での競争に勝つということは、恐ら

く主要な要素である。 

  ただ、それを支えるという意味でも、あるいは独立にもあるが、社会としての良さという

ものが競争力としてあるので、みんなが気持ちよく生きていけるような社会で、かつ、そ

れを物的にも支えて、あるいは金銭的にも支えられる社会というものがなければいけない。

競争力がない状態とか、あるいはこういう社会なら競争力があるというのをある程度は明

らかにして、その上で、そのためには何が足りない、あるいはこれが必要ということを言

っていくといい。 
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○ 競争力は人間力に帰着する、最終的に豊かさや活力につながるということを考えると、高

齢者とか高齢化ということの位置づけがもっと前向きに出てもいいのではないか。高齢者

という言い方を、シニアとかアクティブシニアといった形で、むしろ生産者としてのシニ

アとか消費者としてのシニアという風に、前向きに位置づけていったらよいのではないか。 

 

○ 脅すというのは賛成。「ヤングレポート」の冒頭は現状認識をきちんとしていて驚いた。

日本人というのは現状認識などの点においては、基本的に「性善説」かつ「楽観主義」な

ので、問題意識を持っているようで実はあまり持っていない。例えば、今、増税が行われ

るとさまざまなメディアが書いているが、実際、それが市場でどのようになってゆくかと

いうと、なんとなく今後益々生活がきつくなるだろうという、おぼろげな恐怖だけが蔓延

してゆく。脅すというのは、きちんと現状認識を提示するという臆面もある。ただそれだ

けだと、鬱になってしまうので、ではその中から自分たちの生活ビジョンをもう一度考え

ようという提言は必要である。 

  恐らく今回のビジョンは一元化できるものではない。結局、「こうするから皆さんもこう

しろ」と言ったら、今までと何ら変わらない。要するに、「政府がこうするから、それに

対してついてくる人はついてきなさい」ということになってしまう。これは、教育の現場

でもそうだが、「おまえは東大に行くんだ」と言って、自分で考えずに、ついてくる、つ

いてこないという選別をする日本型の教育スタイルはまずいと思う。アメリカ型はどうだ

というと、「君は将来どうしたい？」「君にとっての価値観、ビジョン、夢は何だ？」そ

れに対して最善の方法をサポートはすることに徹する。問題認識を持つのも、進路を決め

るのも自分でまず考え、決定するというスタイルが一般的である。 

  今回の競争力というのは大別すると、個人も国家も会社も結局、「豊かであるというこ

と」「お金があるということ」「自分が挑戦する夢の実現」およそこの３つぐらいではな

いか。豊かさというのは、結局、価値観によって変わって行く。お金がたくさんあればも

う豊かだと思う人もいれば、自分の生活環境が満ちあふれているものが豊かだと思う人も

いる。これらすべてを一元化するというのは無理である。ただ、「それをきちんと考えま

しょう。そうでないと、30年後、あなたたち、あなたの子どもたちはどうなりますか。真

剣に考えたことはありますか？」というのが脅しのパターンであり、問題意識を明確に持

つということである。 

  というのは、この間、自分の30年後をイメージしたら、結構不安になってしまって、多分

生きているであろう、ということは実感としてあるが、自分の子どもとか家族はどうなっ

ているだろうかと真剣に考えてしまった。家族全員の年齢を30年後に当てはめて、30年後、

自分の家族の顔や、そこに至る経済環境、居住環境、などを考えていったら、このままの

社会では結構まずいな、と考えてしまった。自分自身の今の生活パターンとか、もっと稼



 

－9－ 

がねばとか、将来の現状認識に対して、リアリティーを感じるきっかけになった。「まず

自分達の将来を真剣に考えましょう」という提言があって、その中で「日本のビジョンと

いうのはこういう考え方です」という提案形式が望ましい。 

 

○ 全体のまとめ方としては、Ⅰ現状分析、Ⅱ課題の提起、Ⅲ解決の方向、Ⅳ具体的な施策と

いう形でのまとめ方がよい。 

  資源の有効活用やイノベーションといった問題解決の方向性や具体的施策から始めるのは

唐突感がある。したがって、このワーキングの議論を毎回追っていない人でも分かるよう

に、多くの国民が共有できる現状認識・現状分析があり、そこからどういう課題が抽出で

き、それを解決する方向はこういうものだという流れでまとめていくのが一番説得力もあ

り、筋が通って理解しやすいものになる。 

  また、日本の社会はせっぱ詰まらないと動かないということもあるので、現状分析の中で

多少悲観的なことを書いてもよいと思う。 

  さらに、現状の認識・分析の中では、自動車産業を中心とした製造業やコンテンツ分野な

ど強い競争力があると言われている分野について、その理由の分析も交えながら今後の競

争力強化の方向性について触れると説得力も増すと思われる。 

  個別の話について若干コメントさせていただくと、１つは、官と民の関係やその役割分担

という点については、民間の事業者はあまり官を頼らないで事業活動を遂行してほしいと

考えている。それは、官と民の協力と言っても基本的には既存の事業者と官が連携するこ

とになって、そのことが新規参入事業者にとっては非常に高いバリアとなってしまうこと

があるからである。民も加わった形でのルール設定が望ましいという記述については、も

ちろん民の考えを聞くのは大切であるが、官と民が協力して企業活動に関するルール・競

争のルールの形成をしていくと、既存事業者に有利なルールができてしまうのではないか

という懸念がある。 

  また、人間力については、私のイメージしているのはオーケストラであり、優れた統率力

の下に優れた人が集まれば、非常に素晴らしいパフォーマンスを発揮できる。まずは個々

の楽団員がエキスパートとしてレベルを上げるということが、競争力という観点からは根

本的な問題として非常に大切な話だと思う。 

 

○ 先ほどの話には違和感があり、日本人が勤勉でほうっておけばいい、傑出した人がいない

けれどもいいというのは、国民性ではなくて、そういう制度設計がされてきたからだと思

う。例えば、明治期は極めてアングロサクソン的な生き方をしている。戦後の制度が、１

つの会社にいて非常に頑張ることが自分にとってもいいことがあり、全体にもいいことが

あるというように設計されていた。現在、この制度が変わって、新たなインセンティブが

ほとんどないのに日本人は大丈夫だという前提に立つというのは問題ではないか。制度が
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変わり、今までと異なるインセンティブが必要であることを認識していないため、個々の

力は非常に落ちている。だから、今、欧米に行って１人１人では戦えない。こうした現状

認識に立つと、日本人は強いはずだという認識は違っている。 

 

○ 日本人は大丈夫だから何もしなくていいという意味ではなく、努力をやめたらどれだけひ

どくなるだろうかというのが問題意識である。そして、引き続きみんなに努力させるとい

う仕組みづくりが必要と考える。これは、必ずしも経済的な利益が十分になくても、それ

ぞれのところで頑張るというインセンティブづけをするようなシステムにしないと問題で

あるといっているのであり、このままで大丈夫だという意味ではない。今までのインセン

ティブシステムが崩れかけているので、新しいインセンティブシステムをつくらないとい

けないというのは分かるが、いきなり急にアメリカ人になれ、あるいは江戸時代に戻ると

いうわけにはいかない。身近に、手に触ることのできるといった意味合いのインセンティ

ブシステムと最先端を行くという人のインセンティブシステムとを分けて考える必要があ

ると思う。皆が皆、松井やイチローにはなれない。 

 

○ 松井やイチローがいるからみんなもついていくというのであり、官僚組織もしっかりした

インセンティブがあったからみんな一生懸命働いたと思う。システムが変わっているにも

かかわらず何か違うシステムがあるはずだという幻想を抱かせるのか、もうそういう時代

ではなく異なるシステムが必要であることを認識させるのか。やはり、システムは変化し、

新たなシステムが必要であるといった認識をしっかり持たせないと競争力について議論で

きないと思う。 

 

○ 今のままでいいと言っているのではなく、ハイレベルな人を高くする必要もある一方、全

体のレベルが下がっているのが問題だから、全体のレベルの下支えをしないと上も伸びず、

今までましだった一般国民の水準の高さという部分もよくなくなってしまうという意味で

ある。意見は食い違ってないと思う。 

  それから、個別の話題としては人間力は大事だと思うが、それを全体の締めにすると、特

にどういうことをするのが重要かということが見えにくくなる。今の競争力上の問題がハ

イレベルな人材の育成か、多様な人材の育成か分からないが、もし人材を強くするという

ことで競争力の問題がほぼ解決できるというのが競争力全体の話として言えるのであれば

それでもいいが、競争力の現状なり問題点を多方面から考えた上で解決方法を提示するの

であれば、人間力と並べて他の施策も必要であるとまとめた方がよい。 

  ヤング報告を受けた98年1987年のアメリカの大統領の年頭教書に関してはでは、人的、知

的資源への投資拡充ということが非常に強調されて紹介されていたようだが、それ以外に

国際経済環境の構築や法規制の改革、知的所有権の保護という、どういう社会構造の中で
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競争力を回復し高めるかということも主要項目として入っていた。こうした点も日本の今

の状況でもやはり大事である。 

 

○ 人間力という言葉を使った方がよいと思う。経済的な競争力が今や必要条件であって、十

分条件ではないと定義するのであれば、人的資源とか人材というよりも、人間力という言

葉を使った方がよい。 

  人間力戦略研究会という場で、人間力の定義づけをしたが、仕事の場面だけでなく、生活

の場面とか文化の場面において自立した一人の人間として力強く生きるための専門力も基

礎力も含んだ総合的な力と定義した。 

  こういう力が今議論されている人間力であり、ベースはこの人間力に置いておいた方がよ

い。ただ人間力は放っておけば高くなるわけではなく、インセンティブだとかモチベーシ

ョンが働かない社会では実現しない。ルールやさまざまなものが必要になり、その中でイ

ノベーションが生まれ、それが媒介として、最終的には競争力というものが生み出されて

いく。並列的な中に人間力を入れるというよりは、人間力の上にいろいろなルールや仕組

みがあり、最終的には競争力になるという構造で描く方が理解しやすいと思う。 

 

○ もし刺激的に書くとすれば、最初に競争力の時代は終わったということから書き始めると

いうのが一つ。理由は、競争力というものの定義は度々変わるものであり、そのような定

義に依存した議論をするということがおかしい。ただし、競争に打ち克つ力はもちろん別

の概念としてあり、それはきちんとした形で考えなければならないが、一般的にいわれて

いる競争力ということで考えるというのは限界がある。 

  競争力の根源的なものに対応するものとして、１つは人間力があるが、個人の人間という

ほかに、さまざまな社会上の組織の中に入った人間、その人間が共和力をどうやってもた

らすか、そこのところにやはり強調すべき。つまり今まで組織から独立した個人としての

能力を高めるという話もあるが、その個人の能力というのは、組織に依存した形の能力が

ほとんどである。完全に個人の能力というのは、それこそ地震が起きてどうやって生き残

るかと、そういう能力になる。そういうものではなくて、例えば問題の多い役所のような

組織ではなく、やはりさまざまな重層的な組織をいかにこれから組み立てていくか、その

中で、それぞれの能力がその意味で伸びていくようなものをつくっていくことが必要。 

  今までは、組織というのは例えば企業なら企業という組織だったが、今後の組織は企業だ

けではなくてさまざまな組織が重層的に介在し、その組織が企業の場合は合併とか吸収と

いう形を経て、企業分割という形で変化することになるが、個々の組織そのものも大きく

なったり小さくなったり、そして合従連衡を繰り返して、その中でイノベーションが出て

くるという形で考えていった方がよいと思う。 

  また、公的部門における実験というのは非常に重要だが、公的部門においての実験はでき
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ない。それは公的セクターが失敗してはいけないという縛りがあるためであり、こうした

ことを考えると、社会投資ファンド、要するに公的部門とは違った新しい組織をつくり、

その組織のもとで実験するのがよい。実験をしたら、当然そのうちの90％程度は失敗する

わけだが、失敗を許すという風土をつくらないとだめだと思う。役所の最大の問題という

のは、役所は無謬であり、間違ってはいけないので、その意味でできるだけ小さくして新

しい違う形のものをつくっていくことが重要。 

  若干心配しているのは、このワーキング・グループのメンバーの若い方が非常に優等生的

であるということ。最近見ていると、50代以上の人間の方が過激なことを言って、40代が

ついてこないというような感じがする。 

 

○ やはり人間力につきると思うが、日本人の人間力とはどこにあるのかをもう一度考え直し

て、その上で経済政策など具体論として落とし込むという形が望ましい。そして、本当に

30年後どうなるのかと考えることは重要である。コンテンツをつくる際に注意しているこ

ととして、漫画やアニメ、小説、映画といったコンテンツの評価を具体的にリサーチする

方法としては、自分が一番信頼する家族、恋人、両親に評価してもらう方法がある。 

  今回、家族と30年後を語り合ったときに、当たり前に思っていることが全然言葉として伝

わらないことや子供が30年後に対して何を考えているかということなどいろいろな発見が

あった。「30年後は考えない方がいい」と子供は言った。なぜなら、「どんどん世の中が

変わるから、考えて何かを決めてやったらそれがむだになる」と言う。今の世の中、子供

も含めて、情報が過多すぎて、誰にとっても知識だけが飽和しているような状態にある。

だからこそ逆に、今回の提言というのは、あえて万人を対象として、かつ納得させること

ではなく、シンプルだが具体的かつ直接的な言葉が必要である。それぞれが自分に照らし

合わして考えられるような、そういうものでありたいと思う。家族と30年後を語ってみる

と、結構びっくりするようなことを言われると思うので皆さんも実行してみて欲しい。 

 

○ 30年後を語らない方がいいというのは30年後に対して対処ができないということがある。

しかし、対処できないけれども、様々な可能性に対処する方策を考えてつくったという、

そのプロセスというのは役に立つ。様々な可能性をを子供たちに強要する、考えさせるこ

とが重要。 

 

○ 80年代のバブルのころにアメリカで勤務されていた経験のある日本を代表するグローバル

企業の経営者の話で印象的なものがある。８０年代後半の当時、アメリカから日本を見て

いると、日本国内では日本は強い強いと言っていたが、アメリカから見る自分の印象では

いまだかつてＧＤＰで世界１位になったこともなければ、技術的にアメリカの企業に太刀

打ちできるとはとても思えないと感じられたそうだ。だから日本は今まで世界一になった
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ことは一度もないという感想を強く持っていらっしゃった。 

  競争力というとき、80年代後半からＩＭＤで１位だった93年ぐらいまでの日本に何とか戻

そうという意識があるのかもしれないが、世界がどうであろうとやっていけるというよう

な根源的な力を競争力と捉えて、それを作っていくやりかたもあると思う。 

 

○ 競争力ということをどのように考えるか自体がまさにビジョンだということをどこかに書

かなければならないと思う。 

  もう１点考えたことがあり、小中学校の太陽光発電と低公害車というか燃料電池車に加え

て、ＯＳの開発もアファーマティブアクションの対象にすべきことをビジョンでも書くべ

き。ＯＳの一社独占は危険かつ終わると考えられる。リナックスみたいに世界中の優秀な

人間がやるか１社でやるかというオープンかクローズかという戦いについて、哲学的なレ

ベルの戦いの中に日本がほとんど参加していないというのは残念である。 

 

○ 前回のワーキング・グループの際、アンケートをやった集計結果が報告をされていたと思

うが、それを見て大変驚いたことがあった。国民が求めているものの一番筆頭に近いもの

は安心に関するものだった。これから競争のルールがいろいろ変わると言われているとき

に、安心を一番のキーワードにしていたら不幸になる人が多いと思う。むしろ変化を楽し

めなければ、新たな競争力も個人の満足感もない。安心を求める価値観をビジョンに取り

入れたらいいことは起こらないと思う。30年先の自分の将来がわからないからビジョンを

議論しているのでだと思う。 

 

○ 確かに非常に変化が激しく国際化が進んでいる中で、いろいろな意味で戦いが厳しいので、

安心に生きようと思っても無理だというのは分かるが、そうはいっても大多数の国民がそ

れを求めるためにどうやって戦うかという話であると思うので、安心は求めてはいけない

ものではなく、求めるために戦わなければいけないということだという気がする。 

  そもそも幅広く基礎的な人材のレベルを上げなければならないとの議論にあったが、こう

した基礎的な人材レベルの底上げと優秀な人の能力をさらに高めるといった両方を高めて

みんなが幸せになるようにしないと、優秀な人だけが仮に突出したとしても、多くの人の

人は水準が低く貧乏といった状況であればそれは全体の幸せにつながらないと思う。 

  また、人間力が非常に大事だということはそのとおりだと思うが、人間力のみ重要と言う

よりは、人間力が育った後に先端分野の開発をするなり国際規格について交渉するなりと

いった競争力に直結する必要なものもあるので、それについても言及が必要である。 

  もちろんみんなが優秀になればそこから先いろいろ考えて、競争力についての戦略も考え

るから、結果、競争力も高まるというのは、長期的にはそうだが、ここではより競争力に

直結することも記述すべきであると思う。 
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  競争力の定義がいろいろあるというのはそのとおりであるが、競争力の定義がどう変わろ

うと、根本的にどうあるべきか、どうやって生き延びていくべきかという実体は必ずある

はずであり、これを競争力と呼ぶのか、別の言葉で呼ぶのかという議論の余地はあるが、

こういう「生き延びるためにはどうすべきか」と考えることの中に競争力の答えはあるは

ずである。 

  「４０代の人が優等生的で心配、型にはまらないように」という指摘も分かるが、非常に

優秀な人は型を乗り越えて行けるのは事実だとは思うが、一方、まず型があるものは型ど

おりにもやってみてどうなるかを検討した上でそれ以外に型を超えたものとして何が必要

かという検討の進め方も通常は重要だと思う。「名人に定石なし」という言葉もあるが、

それは、名人は定石をすべて知っているからその上で定石なしだということでもあるから、

型というのは、もしあるとすればそれを踏まえることも重要であると思う。 

 

○ 今議論していただいた話を踏まえ、レポートを少し書きかえてみようと考えているが、現

時点のイメージを簡単にお話しするので、さらに御意見をいただければと思う。やはり書

き始めは、読んでもらえるという心揺さぶるようなものが必要ではないか。競争力を失っ

た日本のイメージみたいなものをプロトタイプで書く。これは例えば年金に押しつぶされ

る日本、フリーターが蔓延してやる気をなくした若者、本当は力があるのに悶々とする高

齢者、あるいは世界のレベルに押しつぶされて何もできなかった日本人、何でもいいがそ

ういったものを書く。そして、何とかならないのかと話が続き、そこでできるだけ競争力

のイメージを持ってもらうために、しかしながらこういういいところがあると話を展開さ

せる。 

  例えば、トヨタはなぜ強いのか、高齢者の持っている力というのは今は見えていないけれ

ども実は非常に重要ではないかなど幾つか将来の日本の競争力のイメージをいくつか書く。

そして好ましいシナリオの案を成功例みたいな話で書く。 

  人間力をどうするかについては、人間力を頭だしすると政策が見えにくくなるということ

はあるが、読んだ人全員が同意するかは別として、読んだ人が自分にどういうふうな形で

こういう競争のイメージが落ちるのかということを考えるべき。例えば競争政策でも、競

争政策の話をすると、学者やあるいは政策担当者の抽象的な議論になる。競争政策をした

ときに、それがどうして一人一人の人が豊かになるために必要かをなるかをイメージして

もらうには、やはり人間力に落としていった方が説得性もあり、一つのキャッチフレーズ

になる。各論の部分で出された意見については、全部を盛り込むとパッチワークになるの

で、最後は取捨選択しながら考えさせていただきたいと思う。 

 

○ 具体案はどのくらい入るのか。具体案がないとインパクトがなくなると思う。 
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○ 具体案をできるだけ入れたいと思っている。いろいろ提示していただければ、どんどん入

れていきたい。あまりバランスがよくなくても、具体案があってイメージを描きながら読

む方もいるので、ぜひいろいろな具体案をいただければと思う。 

  また、文章のメッセージ性についても何かアイデアをいただきたい。 

 

○ 高齢者のイメージだが、一般に言われているよりも高齢者はアクティブである。介護の担

い手というとすぐ若い人ということなるが、実は実際に介護を担っているのは高齢者が多

い。あるいは農業の担い手も実は高齢者。 

  高齢者に向いていないとされているようなところで高齢者が実際やっている。できるだけ

アクティブなイメージの高齢者というのはあった方がよい。 

 

○ 高齢者に変わる何かいい表現はないか。何か日本で高齢者というとマイナスのイメージが

あるが。 

 

○ アクティブシニア。 

 

○ 他に何かいいアイデアがあればぜひ提案を。 

 

○ 具体案になるが、全国にある大体２万3,000校の小学校とか１万1,000校の中学校とか、国

公立の大学とかを含めて、それを太陽光発電にするというとかなりのインパクトがあると

思う。同じように、日本中にある公用車、準公用車、ごみ収集車の数とか、地方自治体全

部リナックスにして、リナックスコンピューターで動くようにしたときの数とか、その種

の数とかロットを調べて、そういうものが持っているインパクトを分析する。こういうイ

ンパクトは結構大きく、その種のアファーマティブアクションが日本の中にイノベーショ

ンを生んでいくというようなイメージがあると好ましい。リニアモーターカー、何でもい

いが、何か新しい変化を起こすことをやらないと、本当に日本から新しいものが生まれな

い気がする。その仕組みの一つに、社会投資ファンドというものがあり、それがどういう

形で活用できるか、そういう具体的なものをやって、こういうような形で日本が変わって

いけるのが見えるとよい。 

  あと、記述は断定してほしい。 

 

○ 例えば社会投資ファンドの話も含めて、例えば今言った太陽光をやるかどうかは別として、

何かイメージがあると助かる。 

 

○ 太陽光H発電というのは、昔、社会投資ファンドの本の中に書いたのがある。 
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  ちょっとごみ収集車に関しては、かなりの分民間業者が持っていて、それに委託している

ケースが多い。だからそういう意味で、まともに調べると数が出てこない可能性があるの

で注意していただきたい。 

  社会資本ファンドよりも社会投資ファンドと言ったのは、施設などではなく、インタンジ

ブルアセットが重要になってくるので、福岡市のまつりファンドなどの例も交えながらそ

の点を少しきつく書いた方がよい。 

  労働市場の問題についても触れる必要がある。これは働き方の問題になってくるが、ファ

ンドやＮＰＯなどを渡り歩くような新しいパスをつくるというようなことが提示できれば

全体としての流れにつながると思う。 

  やはり、30年後にあなたは今から30年振り返って幸せでしたかと聞かれた時にイエスと言

えるような社会を我々はつくらなければならないと思う。 

 

○ 教育や技能習得といった人間の能力開発と社会投資ファンドを結びつけるというのは非常

におもしろい。 

 

○ そこは社会投資ファンドの重要なところで、遊休している家計の資産をいかに使うか、志

のある投資である。 

 

○ 他のＷＧからアウトプットを期待されている外国人労働者の問題について何か議論してお

かなくていいのか。 

 

○ 今はあまり書き込んでいないが、日本の持っている競争力は何かということを考えると、

日本にないものをどこから持ってくるかというような話は当然書き込まなければいけない

と思う。ただ、今の段階では、単純労働の受け入れまでは書かなくて、むしろ日本にない

ようなものを外から持ってくるという成長的なことだけ書く必要があると考えている。 

 

○ あえて触れないのかと思っていたが、今後の大学あり方は本当に考えるべき。大学の先生

も含めて、足りないものをどれぐらい世界から呼び込めるか。人間力にしろ、競争力の根

本にしろ大学の競争力がまさに問題で、アメリカの大学は世界中の人間が集まり、大学自

体が輸出産業として成立している。こうした点を踏まえて、大学をどうやって再構築する

のかというのも文章に入れる必要があると思う。 

 

○ 大学の関係で言えば、あと５年は実は何もできない。ただ６年たつと団塊の世代が退職し

始めるから、この時点では実は強烈な人材不足が起こる。それに対しての対処を実はして

おかないといけない。 
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○ 年齢差別だということでアメリカの大学ではどんどん定年をなくしているが、日本の大学

の定年はなくなるのか。 

 

○ 外からの人を有効に持ってくるということに通じて活性化できるひとつの例として大学を

挙げてもよいが。 

 

○ 65で退官してしまったシニアシティズンをどうやって有効利用するか。使えば非常に有効

に使える。 

 

○ 大学の話も外国人の問題もそうだが、職業教育や日本の資格というものを輸出することが

大事で、輸出してそのサービスを受けた人たちが結果的に日本に来てくれれば非常にスム

ーズな外国人労働の流れができると思う。 

 

事務局より次回以降の予定について説明。 

 

以上 


