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（概要） 

伊藤主査  

○ まず、事務局から幾つか連絡をお願いします。 

事務局  

○ ヒアリングの対象は、なるだけ企業の方からたくさんヒアリングをするようにとの指摘が民間

委員の方などからあったところ。それで、主査、副主査とも御相談しながら人選を進めていたが、

本来、人間力の議論のところで堀代表にはお話をお伺いしたいと思っていたが、スケジュールの

関係で本日にご講演いただくこととなった。 

堀グロービス代表 

○ 用意してきたパワーポイントの資料だが、簡単に３つにまとめている。 

  １つ目が、グロービスが行ってきたこと。２番目が、実際に現場でやってみてわかったこと。

３点目が、今後必要となる視点ということで、簡単に考えをまとめている。 

  早速、グロービスがやってきたことだが、89年から91年にボストンに留学をしていて、「ジャ

パン・アズ・ナンバー１」と言われていたが、その当時の強みを考えると、資本集約型産業が強

い。つまり鉄鋼、自動車、電子・電機。代表的企業は、新日鐵、ホンダ、トヨタ、東芝、ＮＥＣ。

競争ルールは、よい商品を大量にローコストで生産すること。組織構成はピラミッド型組織で、

それを支えるインフラがよい労働者、銀行の融資、あるいは成長しているマーケット。この分野

はアメリカに比べてもまだ勝っている。ただ、韓国、中国の追い上げがある。 

  一方で、その当時、アメリカは知識集約型産業に移行していて、例えばＩＴ、ソフトウェア、

バイオ、半導体、インターネット。アップル、インテル、マイクロソフト、シスコ、ＡＯＬなど

が代表的企業で、競争ルールがスピード、デファクト・スタンダード、差別化。組織はフラット

でネットワーク型。ほとんどの企業はその５分野で急激に成長して、メガベンチャーになった。

それを支えるインフラとして、数多くのビジネススクールがあって、優秀な人間がどんどんベン

チャーを興した。優秀なマネジャーの流動性があって、常に新しい産業に人が移っている。ベン

チャーキャピタルがリスクキャピタルを投下して、コンサルティングと企業内マネジメント教育

がそういった知識をそういった企業に注入している。そのため、「ジャパン・アズ・ナンバー

１」と言われていても、今後、恐らく次世代の基幹産業はすべてアメリカが優位に立っているで

あろうと当時思った。経営力の差が、ＭＢＡ的な競争あるいは戦略における経営能力の差が歴然

となってくると思った。ただ、ものづくりに関しては日本の方が強い。 

  一方で、インフラが違うのではないかと考えて、日本においてもアメリカのようにビジネスス

クールとか人材の流動性促進とか、インキュベーション型ベンチャーキャピタルとか、あるいは

出版・企業への経営ノウハウの注入事業などによって、その当時の次世代産業では知識集約型産

業群が興ってくるのではないかと考えて、私はグロービスをつくった。そういった移行、その際

に重要なインフラとしてヒト・カネ・チエと、そのインフラを構築し、社会の創造と変革を行う

というビジョンに基づいて、ヒトの面ではビジネススクールをつくって、カネの面ではベンチャ

ーキャピタルをつくって、チエの面では出版とかあるいは企業内研修とかを行い、あるいは人材

流動化のためのグロービス・マネジメント・バンクというものをつくった。 

 こういったことを12年間やってきて、わかったことを簡単に申し上げる。 

  １つ目が、ヒト編と言っているが、92年当初、私がグロービスを立ち上げたときには、ＭＢＡ

ホルダーとしては最初のベンチャー起業家じゃないかと言われている。その後、２つ下の楽天の
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三木谷さんがベンチャーを興したり、マネックスの松本さんが始められたり、非常に優秀な人間

がベンチャーに向かっている。その人々がこの間のプロ野球の買収のように、どんどん新たなダ

イナミズムをつくっている。 

  一方で、それ以外にも優秀な人材は経営の中枢に入り始めており、ローソンの新浪さん、カネ

ボウの小城さん、知識さんとか、かなり40代の経営者が増えてきている。 

  ビジネススクールも数多く生まれてきている。創業当初は、ビジネススクールは慶応大学と国

際大学しかなかったと記憶しているが、現在では60から70ほどのビジネススクールが日本全国に

でき始めていて、経営というものに対する教育というものは進んできている。人材の流動化も進

んでおり、今入社をする方は終身雇用を前提にして考えている方はほとんどいないと思っており、

自分のキャリアをつくっていくというマインドが高まっている。 

 フロントランナーの育成と流動性の促進が急ピッチでなされていると私は認識をしている。 

  一方で、カネ編に関しては、ベンチャーキャピタルの数は増えていて、年間投資額が大体

2,000億円以上で、アメリカの10分の１程度。アメリカは一時期ものすごいバブルがあって、今

その調整局面に入っており、以前に比べてアーリーステージのベンチャーキャピタルが投資をす

るというスタンスに変わりつつあり、健全なレベルに入ってきていると考えている。 

  上場企業に関して言うと、アメリカに比べて2002年、2003年とも数が上回っている。これは大

体アメリカの倍。去年がアメリカは50社で日本が100社、今年も日本の方が上場企業数は上回っ

ているという状況を考えると、ＩＰＯに関するマーケットはオープンである。これは恐らく99年

のナスダックの参入と、ジャスダック、マザーズの競争もあって、非常にＩＰＯの環境が急激に

緩和された。 

  一方で、上場後の勝ち負けに関して言うと、135社以上が上場時のオファーの価格よりも上が

っているという意味で、非常に証券会社にとってもいい環境がある。Ｍ＆Ａの数も増えている。

特に最近顕著なのは、上場した会社が十分なキャッシュを持っていて、その上場した会社が新し

い会社を買うという動きが2000年以降、生まれてきた。これはちょうど2000年、99年ごろに日本

でミニバブルが発生したときに楽天とかライブドアが上場したと、あるいはサイバーエージェン

トが上場して数百億円のキャッシュを持って、それを今度は買収していくという、そういった方

法で成長していることもありますので、これは過去にはなかったことだ。それは、今、非常にい

い意味でのお金の流動性が促進をされているのではと考えている。 

  一方で、規制編に関して、私自身、９割のお金を海外から集めてきており、その方々が日本の

ファンドに円ベースで投資をしているということは、環境は相当いいと考えている。これは、経

済産業省さんが95年以降に行った規制緩和の流れが非常によかったと考えていて、店頭公開基準

から始まって優先株、ストックオプション、外部取締役の促進とか、会社設立の最低資本金制度

とか、そういったものが急ピッチで規制緩和がなされていて、現在、実は海外で投資委員会を私

どもは開催しているが、基本的にはアメリカと同じような言語で使えるような環境になっている

と考えている。 

  技術編に関しては、下の方の最先端グローバルハイテク製品と言っているが、実は日本がナン

バー１の分野はとても多い。アメリカの強みと日本の強みは全く競争していないというか、ほと

んどがかみ合っていない。したがって、アメリカ型のベンチャーキャピタルと違う日本型のベン

チャーキャピタルが存続し得るというふうに考えている。下の方だけ言いうと、例えばモバイル

の、携帯のコンポーネントとかモバイルインターネットとか、光ファイバー、あるいはデジタル
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アニメーション、ゲーム、ファブレス半導体、民生用エレクトロニクス、デジタルカメラとかビ

デオ、ホームコンピューティングとかロボティクス、ロボットとか燃料電池とかナノテク、こう

いった分野が技術面、それから産業の集積面、技術者あるいはマーケットの立ち上がりという面

で日本が先行していると考えており、こういった分野を高めていくと同時に、アメリカの強みを

日本の経済の大きさを使って活用していくことができるのではないかと考えていて、これを現在、

私どもはベンチャーキャピタルを通して今行っている。 

  最後に、今後必要となる視点ということを申し上げると、私は経済産業省関係が行ってきた

数々の規制緩和というのが非常によかったと考えている。一方ではほかの医療とか農業とか、教

育とか、運輸はどうかと、あるいは通信も含めて。省庁の数だけビックインダストリーが眠って

いると私自身は考えていて、そこの分野の規制緩和が行われることによって、かなりの数のベン

チャーが生まれてくるというふうに考えている。 

  一方では、官公庁の資材調達でイノベーションの促進はできないか。ベンチャー企業は最低限

何割買うとか、そういった規制を設けてもいいのではないかと考えている。一方で、官から民の

流れはでき上がっているのか。これは官が行っているものを民間に委託するだけで、ビックイン

ダストリーの経済の活性化ができると考えている。一方で優位な技術分野を戦略的に拡充して、

ビジネスとして成功させる方法論の模索を考えていて、これは特にエレクトロニクス分野におい

ての優位性が、どんどん韓国とか中国等に追い上げられている。この分野においての官の誘導が

相当あっていいと考えていて、そういったアナウンスメント効果、あるいはそういった交流効果

というものを何らかの形でつくりながらも、そこにベンチャーという活性化された全く違う文化

を持った人々をつくっていく。大企業もそれによってベネフィットを得られる方法があるのでは

ないかと考えている。あとは教育分野の規制緩和、これは民間の力の活用です。 

 

伊藤主査  

○ どうもありがとうございました。それでは、今の御説明に対して、御質問、御意見をお願いし

ます。 

 

○ 最後の戦略的な分野をある種ビジネスにやっていくとすると、例えば、アメリカだとペンタゴ

ンが集中的な購買をするときに、企業を選ぶ際のある種の方法論がある。日本では、その種の方

法論はどんなものがあると考えていますか。 

 

○ 例えば90年代に日米半導体協約みたいなのがあり、日本が強制的に買わされたということによ

って、日本の半導体業界が弱体化して米国が強化した。そのときにアメリカが行ったのが、組合

みたいなのをつくった。そういった研究の組合をつくって、戦略的に半導体を強化していこうと

いうことにより、インテルやＴＩとかの会社が今復活している。 

  今、日本の半導体がかなり弱化している中において、韓国とか台湾とかが入ってきている。そ

のタイミングで、日本の政府として何らかの施策を打つことがあってもよいと考える。例えば、

日本の５社、６社あっても、サムスン１社の時価総額で劣っている。そういう状況においての官

のリーダーシップが過去のアメリカの前例を例にとって行うことがあってもいいのではと考える。

一方では、次の分野においても、比較的そういった国の関与の仕方というのは、重点分野を置い

てそこに多少の資産を持っておいて、その関連する人間を集めることによって知識というものが
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かなり広がっていく。ただ、それによって何かが生まれるということはほとんど考えられないわ

けですが、例えばコンソーシアムをつくって、そこのコンソーシアムから何か生まれることは考

えにくいのだが、そのコンソーシアムの場というものを使ってさまざまな企業とかが持っている

新しい技術とか、方法論とかノウハウというものが集約されて、その周りの参加した人々の刺激

になっていって、しかもその分野が日本にとって非常に重要だということを戦略的にアナウンス

することによって、その分野に対するアテンションが高まっていく。そういった以前あった産業

政策論みたいなものが最近は減っているのではという気がする。こういった分野においての主導

型で行っていくということがあってよいと考えている。そこに可能ならば、大企業で行ってもど

うしても現状は難しい面があるので、必要ならばバイアウトファンドがスピンオフさせるとか、

ベンチャーキャピタルが入ってきて新しいものをつくっていくという、新しい方法論を導入して

いくことができればいいと考える。 

 

○ 確かにセマンティックという組合ができて、半導体においてはアメリカ主導で日本の弱体化が

進んだ。それに対抗してというときに、知識集約型とか、その種を強くしなくちゃいけないと言

っている。その種のことが、今までの産業政策というプロトタイプに合うのか合わないのかが結

構重要なところで、製造業とか、例えばプラズマの後のフラットパネル、次世代とか何かその種

のことは可能だと思うが、日本が本当にやらなくてはいけない知識集約型のところで、今までの

産業政策が効くかどうかというのは検証する必要がある。 

 

○ 例えばこの16ページに書いてある先端を進んでいる分野では、日本がナンバー１である。こう

いった分野に関して日本が優位な分野であるということを列挙して、そこに関してのアテンショ

ンを高めて、そこにおいてのベンチャーをつくっていくという意欲を高めていくだけでもよい。

また最近のベンチャー企業というのは、全部流通関係とかサービス業系が多いんが、ハイテクな

ベンチャーがなかなか育ちにくい。この分野を育てていくためには、大企業を含めた、あるいは

政府の購買を含めたもっと大きな施策が必要になってくると考えている。そういったアテンショ

ンがもっとあってもよいと考えていて、その中の方法で新しい産業政策論みたいなものが導入し

ているきっかけになれたらいいと思う。 

 

○ 競争力という場合に企業の競争力というのと、日本の国民の競争力というのは違うわけだが、

ここで書かれていることは、ほぼ企業の競争力で、企業の競争力に関しては非常な回復をしたと

いうことだと思うが、ここのワーキング・グループにとって大きな問題になっているのは、１つ

は人間力という、どちらかというと国民の競争力というところなのだが、フロントランナーが非

常に進んできていることはたしかである。それと同時に、残りの人たちをどういう形で引き上げ

るかということについて、何か御意見というのがあったらお聞きしたい。 

 

○ 私は比較的産業面で言うと、残りの人を引き上げるということは余り考えていない。つまりフ

ロントランナーが高まっていけばそこに追従してくる人たちがいて、その人たちがまた活性化さ

れていって、上がっていくということがあると思う。私の個人的考えは、フロントランナーの最

先端の人間をいかにもっと突出させるかということによって高まっていくのではないかと考えて

いる。 
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  競争力強化というものをどう考えるかというと、恐らく質の高い競争を促進させることだとい

うふうに勝手に考えたわけだが、質の高い競争を促進するということは何かというと、恐らく１

つ目が阻害要因をなくすことである。これは規制緩和等にあると思う。２つ目が、競争の参入を

促進することである。そういったフロントランナーを中心とした参入を促進すること。３つ目は

質が高いということ、教育面とか、そういった面でのインフラを構築することによって、そこに

今度は多くの人が参入しやすいような環境になってくればよいと思う。 

 

○ 16ページと４ページと両方に関連する話でお尋ねする。例えば半導体の場合には、政府間の協

定の結果、日本のものが弱くなって、逆にアメリカではその間に強化策をとって強くなったとい

うことで、日本もそういう産業政策が必要だろうという御指摘があった。今後どういう分野で強

化を図っていくかとかいうような観点のときに、16ページと4ページの合わせた理解がちょっと

私は十分わからなかったところがある。16ページの、技術面では日本にナンバー１の分野が多い

ということで分野をたくさん挙げているということはわかったのだが、4ページのところでは、

16ページでナンバー１とされている電子・電機等も含めて資本集約型産業というのが例に挙げて

ある。4ページでは産業構造の転換が必要だという文章の下に資本集約型産業として電子・電機

機器等を上げているが、これは転換が必要だということで、今後、余りメーンではないという感

じでとらえられているのか。それともこれら鉄鋼、自動車、電子・電機等の資本集約型産業も今

後も強みを生かして発展させる余地があるがあるけどやり方の問題というようなことなのか。 

 

○ その資本集約型産業に関して言うと、これはさらに強化していくことができるというふうに考

えている。最近の例えば液晶とか半導体、光ファイバー関連とかの分野というのはもっとさらな

る資本の集約が必要になってくるというふうに考えている。つまり鉄鋼、自動車も御存じのとお

り、さまざまなハイブリットとか、今度燃料電池とかが入ってくると相当な強みを生かせる分野

になってくると思う。この分野を生かしながらも、一方ではこの16ページの字句というのは、知

識集約型、資本集約型ということと関係なく、今、日本が優位に立っている分野で、この中のイ

ンダストリーの中において立ち上げる方法論が大企業型資本集約型なのか、あるいはベンチャー

型知識集約型なのかという形で、中でも相当な群が生まれてくる可能性が高いというふうに思っ

ており、実はベンチャーキャピタルで言うとシリコンバレー中心型の世界構造というのがあった

のだが、最近はそれが多極化していまして、要はシリコンバレーが中心ではなく日本もかなりで

きてきている。 

  一方では、ブロードバンドとか、通信ゲームの分野においては韓国が優位に立っているとか、

あるいは携帯関係で北欧とか、そういった多極化が進んでいる。どういうところが勝つかという

と、一番最初にマーケットを立ち上げて、そこにいち早く知識企業の集積を始めたところが勝っ

ていく。これは韓国の通信ゲームの分野も圧倒的に、今、世界を席巻していますし、先端分野に

おいてはいち早くマーケットを立ち上げて、いち早くそういった企業群をつくっている。 

  日本の場合には、携帯、モバイルインターネットの分野というのは非常に強くなっており、こ

れは世界を上回っている。携帯電話のアクセスとかを含めた会社がサムスンにも導入されている

ということもあるので、いかに早くマーケットを立ち上げるかが勝負になってきて、そこの部分

というのは民間の力で今まで進んできたわけですが、もっと官を中心として進めていくことによ

って優位に立てるのではと考える。 
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○ フロントランナーが増えたというのはまさしくそのとおりだと思うが、経営のプロフェッショ

ナルの絶対的な数は圧倒的に足らないというふうに私は実感をしている。ベンチャー以外にもＭ

＆Ａのケースであるとか、企業再生のケースとか、あるいは特殊法人の建て直しとか、いろいろ

なケースで経営のプロが欲しいというニーズが非常にあふれている。ところが量的には本当に足

りない。 

  せっかくフロントランナーが出たし、企業の中では次世代リーダー育成が、今、盛んに言われ

ている中ですから、量的にふやす仕組みがないだろうかというのが課題であると思う。 

  教育分野における規制緩和が非常に新しいマーケットをつくれる可能性があるということを書

いているが、具体的にどういう規制を緩和するとどういう民間の教育ビジネスがビックマーケッ

トとして出てくるのか、その当たりを聞きたい。 

 

○ 前段の部分の量に関して言うと、まさにおっしゃるとおりでして足りない。ただし３年前、10

年前に比べると、トレンドは増えている。どうやっているかというと、やはり現場で鍛えるしか

ないと思っている。最近非常にいいことは、若手にそういった現場で鍛えるチャンスがめぐって

きている機会が多い。しかもベンチャーの場合、多くが若いうちから始まるので、そういった人

間が経営というものを育成されていくし、一方では大企業の中においても抜擢されていくという

こともあって、そういった中で、またゼロから育っていくという環境ができつつある。あとは時

間の関数が必要かなというふうに思う。 

  一方で教育に関して言うと、教育の分野においては、私は非常に大きなインパクトがあると思

っているのが、やはり特区の株式会社大学院、株式会社の参入である。ただ教育分野においては、

助成金の問題がある。あとは学校法人における税額免除ということもあって、民間との対等な競

争という次元に入りにくい面があると思う。株式会社による促進をしながらも、一方ではそうい

った助成金とか、税額、税制免除の形というものがあるべきかどうかというのは、恐らく今後議

論になる可能性はあるのではと思う。恐らくそういった特区の方法論によって、かなり活性化さ

れていくので、面白い試みが今なされていると思う。 

 

○ 企業内マネジメント教育をされていて、日本の企業内教育の最も大きな課題は何であるという

ふうに感じていますか。 

 

○ トレンドでは、90年代前半までは、計画的な教育というものがほとんどなされてきていなかっ

た。知識を中心とした教育でして、例えばものづくりの方法論とかいろいろなものだったが、最

近はほとんど戦略とかマーケティングとか、組織の構築の方法論とか、勝つためにどうすべきか、

それから選択と集中という言葉を使われて始めていて、そういった意味での財務の方法論、管理

会計をどうすべきかとかとういったものにおける経営者の育成のための場というふうにかなり変

化している。この分野はさらにふえていくと思うが、増えていった段階で教育によってできるこ

と、人事制度によってなされるということが重要になってきて、それは恐らくこの企業内におけ

るトップランナーという話になると思うが、企業内においては、ある時期まではほとんど同じ終

身雇用モデルの中、年功序列型で上がってきたものが、急激に取締役の前になって経営者として

育成していくということが行われていて、そうするとどうしても経営者としての資質というもの
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が、訓練が足りない。それが今、最近の傾向として、企業の中で予備軍というものを育成してし

まおうとする。予備軍というものをつくり育成していくための戦略的に重要な部署の配置をして

いくという方法を考えている。御質問に対しては、人材育成面においてはかなり進んできている

と。これはコーポレートユニバーシティとか企業内研修機関というものがつくられてきているわ

けですが、今後、必要になってくるのは恐らく人事制度で、それを後押ししながら企業の中で優

位になっていくような人を育てていくような制度面での設計というものが、今後、重要になって

くると考える。 

 

○ 日本はサービス産業の生産性が非常に低いということが言われているが、今日の話では、それ

と同時に、サービス産業においてもトップランナーがいるということについて、具体的な例を聞

きたい。 

  もう一つは、先ほど資材調達の話があったが、サービス産業の、特にソフトウェアに関しては、

資材調達においては政府系、特に地方政府を含んだ政府系の役割は大きいが、それに関して何か

戦略的な調達のような形で、この部分を伸ばすというようなことが可能なのか。 

 

○ サービス産業において、サービスと流通を絡めて考えていくと、一つ一つのカテゴリーごとに

トップランナーがいると思う。例えば、介護関係ではコムスン、インターネットの流通では楽天、

オンライントレーディングでは松井証券やマネックス、メディアのコンテンツデリバリーではＣ

ＣＣである。また、結婚式場運営のテイクアンドギブニーズのように、今まで非効率で最先端の

経営が導入されにくいところにもベンチャー企業が入ってくるなど、各分野においてかなり早い

ピッチでベンチャー起業家が入り、急激に効率化していくことが行われている。 

  一方、サービス産業の非効率性については、日本では比較的ハイタッチのサービスを要求し、

アメリカのようなサービスのオペレーション化が望まれていない部分があり、アメリカとの比較

が正しいかどうか分からない面がある。ただし、明らかに言えることは、サービス業においても

今後は一層の効率化・競争が起こると思う。 

  また、政府の資材調達、特にソフトウェア分野については、例えば１割や２割の資材調達を、

優先的に創業後何年以内の会社あるいは資本金幾ら未満の会社に開放するということが考えられ

る。ただし、税金を使うので、当然良いものを購入するべきであり、優先的な調達が達成できな

い場合は理由をもって説明するという方法が考えられる。 

 

○ アメリカにはそのような制度があるのだろうか。 

 

○ 確かあると思う。 

 

○ 黒人企業のようにハンディキャップを対象としたものもある。 

 

○ 民間企業の教育分野への参入という議論があったが、グロービスが文部科学省から補助金を受

けたらおしまいである。大学院教育のような高等教育におけるバウチャー制は真剣に考慮して報

告書にも書くべきだと思う。学校への補助金ではなく、個人の意思で補助金を使える仕組みと株

式会社特区を組み合わせると、バイタリティのある大学院教育が可能である。 
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○ バウチャー制については盛り込みたいと思う。 

 

○ サービス分野でのトップランナーについてはどうか。 

 

○ サービス分野では、やはりアメリカの方が、規模の経済性がより働くこともありトップランナ

ー化が進んでいて、清掃会社などの事例がある。今後は、日本にも波及すると考えられ、実際に

ベンチャー起業家が次を狙っている状況にある。政府は、何もしなくても規制緩和さえすれば、

必然的に効率性が高まってくる。 

ただし、先端分野は難しく、研究開発資金や商品購入環境等での制約から、日本で先端系ベン

チャー企業が成功した事例は余り多くない。この先端分野については、日本が現在優位に立って

いて、今後とも優位性を維持するべき分野を列挙して、アナウンスメントすることが大切であり、

より戦略的にコンソーシアムを絡めていくことが望ましいと思う。 

 

○ ソフトウェアの政府調達において、一定割合を新規参入企業や中小企業から調達するような仕

組みを設けることは、競争政策に対する重大な例外措置である。現在でも、中小企業の受注機会

の増大を図るよう国等に努力義務を課す官公需法という法律があり、これが建設業の非効率性の

原因の一つではないかと言われている。その点を考えると、新規参入企業や中小企業を優遇する

調達システムの導入は慎重に検討すべきだと思う。むしろ、新規参入企業の製品やサービスが政

府調達において実績を積めるようにするためには、今の会計法令や地方自治法令が価格を重視す

る仕組みとなっていることを改めて、多少値段が高くても品質やサービスの質が良ければ総合的

に勘案してそれを調達できるような発注方法を実現することが適当なのではないか。 

  また、競争力強化のために競争を促進し、そのためには規制緩和と新規参入促進が重要だとい

うお話は、正にそのとおりである。会社法制等においては実効性のある規制緩和が進んだものの、

医療・農業・運輸でまだ規制緩和の余地があるという話であったが、これらの分野での規制緩和

余地としてどのようなものが考えられるか。 

 

○ 教育については、ＭＢＡは確かに増えたが、それ以外の領域で空白が余りに多い。例えば、日

本の最先端領域であるワイヤレスはどこで勉強できるのか、あるいはデジタルアニメーションは

どこで勉強できるのであろうか。様々な分野での教育サービスを、それぞれの先端企業が教育ビ

ジネスとしてビジネス化し、バウチャー制が支える仕組みが非常に大事であると思う。 

 

○ 規制緩和について問題となるのは、一つは法人格である。医療法人や社会福祉法人、農業法人、

学校法人、宗教法人等の法人格を全て撤廃して、分かりにくさを排除し、全ての法人格を株式会

社に一本化する。全員が同じレベルに立った上で、補助金が欲しい場合は１回ごとに申請をし、

その度に審査を行う仕組みであれば、競争が促進されると思う。医療における株式会社の参入と

いう議論があるが、そもそもおかしい話であって、全ての法人格を撤廃して一本化するという方

が分かりやすいと思う。 

  教育については、民間の教育に関する意欲は相当強く、マーケットがあれば必ず参入がある状

況である。ただし問題点は、最先端であればあるほど教える人がいない点と、技術の変遷が大き
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いのでマーケットも移りやすい点である。最先端分野の教育は、現状では企業内で行っているこ

とが結構多い。ただし、システマティックな教育機関がビジネススクール以外にあるかというと

余りないのが現状であり、これは政府が行う施策かどうかは分からないが、ある分野での教育を

促進するというアナウンスメント効果を狙うのも一つの方法だと思う。教育を事業として成り立

たせるのはなかなか難しく、特に先端であればあるほどマーケットが限られ、どうしても市場と

して成り立たない面もあるので、この点については大学における教育と民間における教育を促進

させるということだと思う。 

 

○ 教育については、デジタルハリウッドのように、機会があれば最先端分野には参入してくると

思うので、分野を選り分けながら強いところを強くするということで可能である。 

  また、競争政策も重要である。マイノリティを雇いなさいと言うことは、差別行為ではあるけ

れども、これにはある種の背景があるからである。新規参入企業や中小企業から政府調達を優先

的に行うというアファーマティブ・アクションにもこの種のロジックがあり、これこそが政策で

ある。逆に言えば、前提として実績を問うておいて参加は自由だというと、これは大企業や過去

の実績のある企業しか入れないことになる。競争政策も、政策という以上はそのフィロソフィー

が問われると思う。 

 

○ 事務局よりアンケート調査結果の概要の紹介。 

  アンケートは、製造業・非製造業、大企業・中小企業あわせて７１社に配付、うち５７社から

回答を得られた。 

  回答を得た企業のうち、３分の２の企業が、平均約６年間の長期計画・ビジョンを策定し、経

営判断のために役立てている。企業は、今後２５年程度の日本経済の成長率について、約１～

２％とみている。長期的な経営方針については、収益率の向上と投資家のリターンを重視すべき

とした企業が７５％、競争力の観点からは、約半数がグローバリゼーションの進展を注目すべき

外部要因として挙げている。 

  人員管理・人材育成については、成果主義による個人業績の重視が約半数、外部の優秀な人材

の活用が約２割、終身雇用維持による内部の人材育成強化・組織力の確保というものも２割の回

答があった。 

  今後の労働力確保の手段としては、高齢者の活用が約半数、外国人労働者については、技術・

知識を持った外国人の積極的活用を考える企業が６割弱と一番多い項目。 

 日本及び企業の競争力について、今後、日本の国際競争力が強くなると見る企業は４割弱だが、

弱くなると見る企業が半数を越えている。 

  日本全体で見た国際的な比較優位は、教育レベルが均質な優秀な労働力が半数近く、科学・技

術水準の高さが４割程度に達し、今後鍵を握る科学技術分野では、環境対応技術、情報通信技術

がともに３割を超えて最も高い分野となっている。 

  競争力に影響を与える政策としては、８割程度の企業が規制改革と答え、政府に望む政策とし

ても３割の企業が回答。次に財政政策が５割を超えている。 

 

○ 人材管理に関して、個人業績の重視は大変重要なポイントで、人材育成強化・組織力の確保も

重要だと思うが、その方法論は必ずしも成果主義による必要はなく、終身雇用による必要もない
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と思う。 

 

○ 冒頭に少し厳しい話を書いて議論を喚起し、それを受けて少し一般的な話、ただしこういう方

向でやれば日本の競争力が上がるのではないか、そのためにどういうような視点が必要か、ある

いは、そもそも競争力とは何だろうか、という話について、私なりに議論を整理して、そこから

先、色々な皆さんからいただいた意見を踏まえ、日本の強さを広げていくこと、管理の関係を見

直すこと、それから眠った金融資産を活性化させるということ、イノベーション、多様性、最後

に人間力という形にしたい。 

  最後に具体的な政策提言を幾つか挙げるかどうか、場合によっては、具体性を持たせるために

まとめとして幾つか尖った政策提言を入れるという可能性がある。 

 

○ 同じ競争ルール・国際ルールを取り上げるにしても、既に世界にルールがあって、それに合わ

せなければいけないとか、あるいは乗り遅れているというような印象の方を余り強調し過ぎない

方がいいと思う。もちろん、例えば法律の英文もできていないとか、あるいは当然つくっておく

べき国内対応の法制度がないというようなことは、それはある意味乗り遅れている部分である。

他方で、例えば最初の方にＩＭＤのこととかも出ているが、これはその評価自体は日本人も参加

しているとはいえ、日本の市場に入っていきたいという気持ちを持った他の国の人たちが新しい

評価項目を加えてきたということもあると思う。その他の箇所での記述と合わせて、外国に合わ

せるという感じに見えるところがあるので、それよりは、色々外との関係が複雑な中でそれらに

しっかり対応しましょうというニュートラルな感じの方が良いという気がする。 

 

○ ＩＭＤや世界経済フォーラムがいいかどうかわからないが、やはり日本の中だけで競争力を考

えていること自体が、日本の色々なことがうまくいかない一つの背景にある。 

 

○ ポイントは、トーンセッティングでどういうことか。一応のコンセンサスは、インパクトのあ

る答申にしようということだから、「日本はかなりまずいぞ」ということをトーンセッティング

にしようということだったので、それに反対という話なのか、ちょっと言葉の問題で気になると

いう話なのか、そこの議論は結構全体の構成に関わる問題ではないか。 

 

○ 最初に危機感を示すトーンとする点には賛成だ。しかし、国際ルールについては、既にあるル

ールに合わせるという面だけではなくルール作りに参加していく必要性もあるので、国際的な面

で力をつけて頑張っていきましょうという感じにした方がいい。 

 

○ 議論を続けるが、私は、外から見えている日本の像と、内から見る日本の像でかなりのギャッ

プがあると感じている。そういう外の視点みたいなことも出した方がいいと思う。 

 

○ ダグラス・ノースが言うように、制度を作るということは我々の生活に一つの構造を与えて、

不確実性を削減するもので、ある意味ではゲームのルールをつくること。そのルールが日本だけ

合っていないというのはかなり重要な問題。競争力も、ゲームは大きなフィールドでやらざるを

得ないのだから、ルールを合わせなきゃいけないという側面もある。また、ルールをつくる側に
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自分たちが立つためには、コンプライアンスをしっかりすると同時に、自分たちの制度を透明化

しないと、主体者にはなれない。 

 

○ 妥協的だが、内なる競争力と外からの競争力は違うという形で書けばわかりやすくなると思う。

内なる競争力というがそもそもつぶれていたら再生できないから、内なる競争力は十分にあると

いうトーンで書けば、先ほどの話にもつながるのではないか。 

  それから、重要なのは政府の競争力の問題。日本の場合、パブリックリレーションを含めて国

際的な政府の競争力が圧倒的に弱い、という点をどこかに書くべきだ。 

  政府と競争力の関係について考えるうえで、「政府の競争力」自体が弱い点は問題だ。特に不

足しているのは政府のパブリックリレーション能力。内に対してもそうだが、外に対しての情報

の発信能力が弱い。 

 

○ 競争力というのは相対的な概念だから、外のルールに合わないあるいは外から見て変だという

のは、本質的な問題だと思う。 

  それから、金融について申し上げたい。眠った金融資産とかあるいはリスクキャピタルの供給

が課題となっているが、いくらリスクキャピタルやリスクマネーを欲していると企業側が言って

も、コーポレートガバナンスやコンプライアンスがしっかりしていないとだめだ。この問題を取

り上げる必要がある。 

 

○ 金融と事業の競争力をつけていくということは、全く表裏一体の話だ。金融機関がプロフェッ

ショナルとしてリスク評価力を磨いくということと、企業がコーポレートガバナンスをしっかり

設計して、事業のキャッシュフローを出していくことは一体の問題。そしてそれを金融機関が評

価して、マネーをつけていくことによって企業も発展するという仕組みをつくる必要がある。そ

ういった課題は、この10年間、大きな問題になっていたことなので、書き込んだ方がいいと思う。 

 

○ 先ほどの競争力の外と内のところの関係することだが、私もゲームのルールを合わせない限り

ゲームに参加していることにならないので、競争になっていないのではないかと思う。だから、

ルールメイキングにコミットしながらルールを合わせていくというのは非常に重要なことだ。そ

れともう一つ、これは人間力にかかわることだが、日本語の壁でずっと溝をつくったままでいい

のかどうかというのは大変気になる。 

 

○ 日本が国際ルールを批准せずに独自のやり方を固守しているという面もあるにはあるのだが、

これを一般化して取り上げるのは問題がある。各国が批准しているのに日本が批准していないあ

る条約があるのだが、海外から批准を求められているにもかかわらず、日本は，とりあえず何も

答えないまま放置しているように見える。そんな態度をとっているようでは国際ルールづくりを

リードするような立場になれない。そういうことを申し上げたかった。したがって、日本のルー

ルが外からわかりにくいという点については中間報告の骨子で一般化して書いてもらってよいと

思う。しかし、批准という言葉づかいについては，ある固有の条約を頭に置いた表現であるので，

中間報告から省いていただいてはいかがかと思う。 
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○ 外とのルールが統一されないと国際的な状況で生きていけないというか、そもそも国際的な活

動ができないということを含めて、基本的には共通した認識だと思う。それから、英語力の話が

でたが、これは国際関係のルールをつくるという関係では非常に大きな問題。相手国政府の専門

家と対等に交渉できるのはもちろん日本の政府の該当部局の専門家ということになるが、その部

局の専門家がいつも英語ができるとは限らないという問題がある。国民全員がハイレベルな会話

をできる必要はないが、国際交渉をどうするかというような観点で、やっぱり先端の人はちゃん

と英語ができるようにするという仕組みは必要だと思う。バイの２国間の交渉であれば、常に自

国語同士で通訳をつけてやると、両方を公文にするということはできるが、マルチの場合だとど

うしても英語かフランス語を使うことになるので、いずれにしても日本にとってはつらいものが

あるが、交渉に当たる人の外国語能力は重要だ。 

 

○ 前回の産業政策について、今まで主に業界単位でやっていた産業政策については、ソフトと製

造業という境目があいまいになってきている現状からすると、従来の考え方から脱皮する必要が

あると思う。フロントランナー型に対応した、多様な新しい産業政策が必要とも感じている。 

 

○ ソフトウェアについては、県内企業優遇のための大きな枠の制約を設けたため、全体としての

生産性が低下してしまった事例もみられる。結局、政策策定の際には、政策デザインが重要であ

り、自由放任する状態が誤りであるという場合もありうる。 

  また、産業政策と言葉遣いだと、経済産業省が行う政策のような印象をあたえる。だから、

「産業」という単語は使用しないほうが良いと思う。例えば、アメリカには産業政策はあるもの

の、主点は技術政策であり、日本も、経済産業省主導でコンソーシアムを立ち上げるといったス

タイルではなく、アメリカと同様に、技術に重点を置くスタイルの方が良いかと考える。 

  さらに、研究への公的資金配分の権限問題に関連して付け加えたい。ピアレビューは情報のデ

フュージョンという観点から重要であるといえる。だから、情報をいかに効率的に全体にデフュ

ーズしていくかという視点も織り込む必要があろう。その技術政策の延長線上で、さまざまなイ

ンターネット上のソフトウェア産業的な部分も含めた形を、広くとらえた政策を考えることも必

要であろう。 

 

○ そうやって、専門的な知見をピアレビューで広げていくといくことの具体的な技術やソフトウ

ェアのイメージについてご教示いただきたい。 

 

○ これは、科学技術の分野では、ピアレビューを若手が担うことで、世の中の動きとその影響に

ついて意識を高めることができるということだ。自分の専門分野に閉じこもらないことが重要。

ただ、現実問題は予算を確保が必要だという宿命もある。 

 

○ 今の話に関連して言うと、例えば病院に行って医者にかかった場合、この医者の評価がわから

ないときは、医者仲間の評価にアクセスすることができれば、評価ができるのではないか。特に、

例えば、がんの先端治療といった素人にはわからない分野には有効で、ピアレビューは重要なア

プローチといえる。 
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○ 政府については、証拠に基づいた政策が必須であるし、政策評価も証拠に基づく必要があると

考える。先日、ＯＥＣＤの国際会議に出席したが、エビデンスト・ベースト・ポリシーが主要な

テーマだった。この証拠として、アンケート調査が行われることが多いが、実際、アンケート調

査の結果は統計的に疑問が残る。サンプリングやサンプルセレクションバイアスの可能性がある

上に、回答個社の企業名などは公表されないので検証できない。そういう意味で、エビデンス

ト・ベースト・ポリシーという場合は、統計制度などの精緻なシステムが不可欠である。現状、

日本ではそうしたシステムが確立していないため、他国に何か説明する場合、証拠を出すことが

できない。とにかく、証拠があり、それを提示することによって、人々に情報が流れる。同時に、

逆説的に正しい完全な証拠というのはないため、誤差といった証拠の信用度について認識度を深

めることにもなる。こうすることで、全体としてインタレクチャルキャピタルを国民の中に蓄積

していくことが、重要であると思う。 

 

○ 産業政策に関連していうと、「産業政策」という言葉遣いには注意が必要であり、かつての産

業政策の復活をイメージさせてはならないと考える。 

  かつて、スタンフォード大学の授業では、日本の産業政策は、ことごとく失敗している一方で、

産業政策の枠から外れたところがむしろ成功している。アメリカはその轍を踏んではいけないい

う話があった。 

  もう一つは、証拠に基づく政策立案については、エビデンスト・ベースト・メディスンという

ように医療の方も同じ言葉がある。こうしたことをするには、要するに標準化ということが必要

になる。様々な方法で、ばらばらなデータが集まっても実は意味がなく、ある一定の標準化が必

須である。ただ、そういう標準化をする際には、実はタッチーな情報というのは削除される傾向

があるが、割り切りも必要と感じている。 

金銭的、時間的、人間的労力が必要とされる標準化という作業をすることについての合意がそ

うしたことの前提として必要であり、そうすべきと考える。 

 

○ 具体的な、エビデンスト・ベースト・メディスンの内容についてご教示されたい。 

 

○ アメリカでは、例えば医療過誤の訴訟で、ある病状の患者にはこういう標準的な治療をし、そ

れにもかかわらず亡くなってしまったとする。そのとき、医師は標準的なことをした自分は責任

がないという主張がされる。標準的なことをしていなかったことについての説明責任はあるが、

標準的なことをしたことについての説明責任はない。 

また、医療保険の保険者が医療の方法を限定していったことで出来上がっていった医療の標準

化の過程もある。 

 

○ 日本がこれから競争力を持つということに関して、これをむしろ追い風に使って新しいことを

行うということに焦点をあてるというアイデアもある。 

最近読んだ、ロバート・シラーの「新しい金融秩序」という本には、今の保険のようないろい

ろな金融のビジネスというのは19世紀の技術から出てきていると書かれている。さらに、現在の

ように、情報化が進み、データベースが蓄積されると、それをベースに従来不可能だったことが

可能になるとも書いてあった。 
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いわば、暗黙値から形式値に変えるというような話を加えると、組織力や一般的な人の能力の

高さとかいう話や、政府の機能強化いう話、あるいは情報の国民による共有といった話につなが

ると考える。  

 

○ 技術政策の重点化を進めることに賛成。ただ注目すべきことは、その重点化により、技術者や

大学院生などが、この分野へどんどん資源シフトがしているかということ。資源シフトが起こる

ということは、魅力的、将来的、潤沢な資金があるということの結果である。現状、大きなシフ

トが起こっていないように感じる。 

単純にここの分野を強化するためにコンソーシアムを作るというよりも、この分野が日本にお

いて重要な分野で、いろいろな資源シフトが起こることを助長するというシグナルをつくること

が重要であると考えている。 

 

○ イノベーションが重要といわれることが多いが、実はエミュレーションの方がはるかに重要。

イノベーションは何か新しいものをつくり出すことである。エミュレーションはそこからいいと

ころ取りをするという性格がある。イノベーションということを強調しすぎていると、逆に技術

的に弱くなってしまう可能性もあり懸念している。 

 

○ シュンペーターに限らず、イノベーションとはニューコンビネーションであり、もちろんエミ

ュレーションも含んでいる。イノベーションの強調が、技術革新中心主義で日本を弱体化させて

いるというのは、若干違っていると思う。 

 

○ 両方大事であると記述している。 

 

○ 問題設定は２つあると考えており、１点目は、今の段階で、従来型から脱産業政策ということ

を敢えて触れるか否かということ。従来型の護送船団的なことを今ここで改めて宣言する必要に

ついて検討する必要がある。２点目は、新しい産業を、もしくは新しい重点分野を率いていくた

めに政府はどういう役割を果たすべきなのかということ。 

 

○ 書き方の方向としては、全部ここでこうすべきだという結論を出す必要はなく、全く違った見

方がある指摘し、答えはここで出さないというのも一つの手法とも思う。 

 

○ 産業政策については、今までは、省庁の縦割りで政策が進められてきたが、世の中の実態とし

ては、従来の政策の枠ではとらえ切れない競争実態が出てきているのが現状である。例えば、規

制緩和が相対的に進展していない業界で独占力を有している事業者が規制緩和された業界に進出

してくるケースが、郵便事業と宅配便事業、電力事業と電気通信事業の間で見受けられるが、そ

うした事態は従来型の産業政策では捉え切れない現象ではないか。 

  このような現実の市場の実態を踏まえると、すべての産業を通じた一つの横串的な政策として、

規制改革も含めた競争政策の視点を中心に日本の経済全体を見ていくということが重要である。 

  ただ、これまでの日本では、競争政策というものが政策として認知されていたについては疑問

があり、その原因は、横ぐしで各産業をみる必要があるのにも関わらず、担当する省庁なかった
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というのが主因であると感じている。 

  今後、競争政策が重要なり、その強化を図る場合には、具体的にどうすればいいかといった時

には、非常に難しい問題となろう。 

 

○ 産業政策についていえば、従来の行政での産業分野の仕切り方が有効か否かの見極めをしつつ、

かつて批判されたような部分ではないような面で、国として産業をどうやって国民経済をよくし

ていくかという意味で必要であると考える。 

  それから、標準化について言えば、昨今の経済の国際化のなかで、国際的な標準に従うという

ことは、不可避となっている。標準化をする場合、違う文化の人が多々集まるとその共通のルー

ルがないとできない。他方で、例えばアメリカには、全然違う民族の人が寄せ集まっている以上、

言葉になった明確なルールがなしでは物事が進まないという、バックグラウンドがあると考える。

だから、そうした文化的背景があるアメリカ人等が中心となって、かつ国際的な事実上の共通語

である英語を使ってルールを作る中に、日本人が追いついていくのかなり大変であることを認識

してしっかり取り組む必要がある。 

 さらに、標準化と言われたときに、常にそれが必要とは限らないとも言えることに注意が必 

要。例えば標準化すると、それ以上の品質を求めるということは逆に不要なことだとされてしま

う場合があり、そういう点も注意しながら国際化に対応する必要もあると感じている。 

 

○ 政府の情報発信能力という点については、ぜひ言っていただきたい。これは中からはなかなか

変わらないことで、外から言わないとできないことだと思う。なぜかというと、別に情報を発信

しなくても，それなりに政府の仕事は回ってしまうためである。それは同業種間のピアレビュー

の話も同じで、内側からはなかなか難しい。法律業界などでは、相互にどの弁護士の先生が優秀

だと評価する土壌は育っておらず，そういうことは当分できないだろう。 

  それから、証拠に基づく政策という点についても、重要なことだと思った。政策をやるときに

合理的な理由を証拠化しておかないと、後で訴訟になったときに立証ができない。今後訴訟化社

会になっていくとすれば国の訴訟のコストを軽減するためにも証拠に基づく政策をしておかなけ

ればならない。国民に対して説明責任を果たすということは，そういう意味でも効果がある。な

お，情報発信というのは非常に大事であるが、一方で受け手の側で情報を選別する能力と、それ

から情報を評価する能力が十分に育っていないと，無意味になりかねないので、これが今後の課

題かと思う。例えば，政府が，個人のプライバシーに関する情報であるなど，正当な理由に基づ

いて開示できないと言っている場合と、施策に関する説明責任を放棄して説明していない場合な

どを，受け手である国民の側でも峻別し，正当に評価できるようになることが必要だと思う。 

 

○ 日本が競争力を持っていくためには、やはり説明能力というものがすごく重要だと思う。 

  私も技術移転のＴＬＯの立ち上げに関わってきたが、非常に苦労をした。日本にはたくさん眠

っている優秀な技術があるが、それを相手にわかる言葉で説明ができない、つまりビジネスで活

用しようと思っても相手の立場に立った説明ができない。そういうことによって、実は非常にい

い資源を持っていてもそれが競争力の資源として活用できていない。それは言葉の問題や、コミ

ュニケーション能力の問題など、幾つか要素があるが、やはり説明能力を向上させる、国全体と

しても個人としても企業としても、ということが非常に重要な視点だと思う。 
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○ ここにいない人の代弁をすると、この中にはたくさん良いことが書いてあるけれども、多くの

人はそこまで読まない。だから、ここの中にどういうキャッチフレーズを入れ込んで、初めの１

ページでこういうことが言いたいのかとか、学者がみんな集まって言いっぱなしの議論ではなく、

確かに競争力を上げるためのビジョンだと分かる工夫が必要。 

 例えば、所得倍増計画と同じように日本の競争力倍増計画とか、何かどんな形でも、ああ、あ

そこが出したレポートだねというようなものが大事かと思う。 

 

○ 今の点は大事なので是非アイデアが欲しいが、２つある。１つは、キャッチフレーズみたいな

ものが何かあれば非常にいいということと、実際、具体的な政策が並んでいるとわかりやすい。

例えば、例のＩＴ戦略会議で５年以内に4,000万世帯にブロードバンドを普及させるというのは、

これは５年以内だから、みんなが気にするのは本当に５年以内に実現できるかどうかと。実現で

きたら良かったねという話になるわけで、両方の面があると思う。 

  今、そのようなキャッチフレーズ的なものはいただいてはいるが、所得倍増計画みたいな、な

かなか全体を覆うような良いものがないので、ぜひその点をいただきたい。 

 

○ 読んでもらうということはとても重要であり、キャッチフレーズ、プレゼンテーションを重視

するということは重要である。 

  ただ本体については、ある程度各種の課題について事実や論理の流れを書いておく必要があり、

本体を読むと「こういうことだからこうなる」と、内容がわかるようなものが含まれていること

も必要かと思う。多分本体自体がぱっと見てわかる見やすいものになるというのは難しい気がす

るので、要約版なりプレゼンテーション資料なりキャッチフレーズなり、そういうものとの組み

合わせればいい。 

 

○ 昔、ＦＴＡの国民会議をやったときに、弘兼憲史さんに「課長 島耕作」の漫画を書いてもら

ったら少なくとも読んでもらったので、そういう漫画でもいいし、あるいは要約版みたいなもの

も考えられる。 

 

○ 政府調達の話にもいろいろあり、非効率な点も確かにある。これに対しては、そういう弊害を

防止する、別のサブシステムを幾つかつければいい。政策のデザインのやり方として、一つのこ

とを何かやりたいがそれにはマイナスがあるという場合、そのマイナスを別のところで何か吸収

するためのサブシステムを一緒に付けることで問題を中和する、ということが普通。 

  ただ一方で、この報告書をインパクトのあるものにするために多少毒があった方がいいという

ような観点からすると、かえって中和剤を入れると舌鋒が鈍るということもある。特に政府調達

のところというのは、それを利用して何かしたいという人たちも出てきそうな分野なので、気に

なるところではある。 

 

○ 毒にせよ何にせよメッセージが重要だ。 

 

○ そこは割り切りだと思う。 
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○ 伊藤主査より今後の議論の進め方について説明 

事務局とも相談しながら、私と翁副主査でドラフトを書くということにする。 

 

○ 事務局より合宿についての説明  

以上 

 


