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（概要） 

翁副主査 

○ 本日は競争力ワーキング・グループ報告書のとりまとめに向けて検討をお願いしたい。

伊藤主査 

○ 最初に個別の論点について議論した後、報告書全体を議論していきたい。

まず、文化創造力について、一つはポップカルチャーなどの文化産業がどの程度の経済規

模になるかと。もう一つは日本の文化産業が世界を引きつける具体的なイメージとして、

例えば日本がアニメ・アカデミーの総本山となるというようなことが考えられるが、これ

以外にも何か具体的な姿を描く方法としていいことがあるかどうか、御議論いただきたい。

○ 	 アニメということで、簡単に言うと、ちょっと最近アニメはパワーダウンし始めていて、

アニメに限定していいかというところを感じている。逆にいわゆるソフトパワー全体とし

ていろいろな形で海外に影響力を与えてきているということを実感している。

文化産業がどの程度の市場規模になるかについて、ＧＤＰシェアの２％を５％に上げるとい

うことだが、映像・音声・テキストというメディア・ソフト市場だけでなく、知的財産や

間接的なソフト市場も考慮すべきではないか。間接的なソフト市場、これはどういうこと

かというと、例えば最近、日本の映画のフォーマット、いわゆる原案がハリウッドでリメ

イクされて、「呪怨」という映画が大ヒットしているが、これはいわゆる原案権という形

になる。日本は、もともと流通力とかマーケティング力が弱く、個人の才能とかクリエイ

ターが持つ発想とかそういうものが非常に評価されているということを考えると、ここで

いう文化産業というのは、今後このメディアの中で、30年の中に直接的なメディア・ソフ

トの市場に対しては例えばＧＤＰ ５％でいいが、間接的な市場もしくは知財も含めた場合

に、また何％の上積みというようなことを目標にするという意味合いで入れるべき。

２番目だが、アニメ・アカデミー総本山というと非常に限定的なイメージをとらえられて

しまう。これ以外のアイデアでは、日本のクリエイターの影響力を現に与えているところ

の強みは発想力にある。これはファッションもしかり、映画の先ほどの題材もしかり、漫

画が原作になってハリウッド映画になる。日本の生活スタイル、非常に特殊な例をいきま

すと、日本の女子高生が開発する顔文字、絵文字みたいなものというのは、これも今イン

ターネットを通じて世界中の文化に浸透している。要は、クリエイティブに関する発想力
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が形、姿をそれぞれの国の文化に溶け込んでいくのではないかと。

端的な言葉で言うと、例えばクリエイティブ・シード・ファーム、発想する種、根っこの

部分を日本が育成して、それが世界のさまざまな経済とか文化活動に影響力を与えていく、

その中心となるみたいなこととか、クリエイティブにおける人材教育の基点となる、これ

は日本の人材だけではなくて、世界中から先鋭的な発想力、デザイン力を求める人たちが

日本に来て、日本で教育をして、それぞれの国に持ち帰ってもらうというふうな、こうい

ったことがアニメ・アカデミー総本山につながっていくのではないか。

○ 	 文化創造力だが、広がりがほしいなというふうに思っている。その中には、この文化創造

力というのは、単純に最終的に製品になったプロダクトを海外に輸出するということだけ

ではなくて、プロダクトと組み合わせて、その背景にある歴史的な背景とか、文化的な背

景という文脈もセットとして外に出していくということではないかと思う。その範疇で考

えるのであれば、ジャパンクールの中には、もしかしたらずっと日本人の長寿化の流れの

背景にあった日本食みたいなものの食文化というのもあるのかもしれないし、あるいは海

外の高級リゾートホテルに大きな影響を与えたもともとの古い日本の旅館サービスのもて

なしみたいなサービスマインドみたいなものもあるかもしれない。そういうものも含めた

方がいいと思う。

それから、アニメもそうだが、日本の長い間の歴史的な芸術文化性の発展系として出てが、

そこを日本の中でうまく理解して、消化して、教育するという形の流れになっていないの

ではないか。つまり、日本について日本自身がちゃんと研究していないということかもし

れない。

今、ハリウッドの方で日本のホラー映画が大変はやっていて、これは日本の怪談がベース

になっていると言われているが、それはごく一部の問題であって、我々自身がそういうも

のを受け継いで次の製品をつくっていくというような教育とか研究の世界における取組と

いうのも重要なのではないか。

○ 	 前も言ったが、アメリカで非常に重要な輸出産業というのは大学。世界中の留学生を引き 

つけて、観光以上に重要であり、文化創造立国といった場合、大学をどうやって強くして

いくかということが非常に重要。日本学もそうだが、デジタルハリウッドが取り組もうと

している新しい形のコンピュータグラフィックスとかアニメとか、そういう新しい大学を
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つくろうという動きに関して、もうちょっとサポーティブな姿勢をつくっていかなければ

いけないと思う。アメリカとかヨーロッパは、非常に時代に合わせて学部を物すごく変遷

させて、新しい学部をつくってくる、いわゆるコンピュータサイエンスのない大学はほと

んどない。しかし、日本は農学部がある学校はたくさんあるが、本格的コンピュータサイ

エンスとか、まさにコンピュータグラフィックスとか、そういう文化力とかそういうもの

に対する大学の対応というのが物すごく遅くて、もう少し大学というものを戦略的に位置

づけるというようなことはかなり重要ではないか。

○ 	 今、熟れの技のところにアニメの話が入っているが、別の文脈の方がいいのかどうかは検

討した方がいい。

アニメのような力のもとは、時代の流れの中でまず国が主導した、それから次に民間が主

導した、そして今、この力というのは個が主導している。国がもはや管理できないような

個人のアイデアがメディアとか何だかの手段を持って炸裂してきたものであって、新しい

フェーズに入っている。そこを強調して、官から民、そして個へという流れを報告書の基

本戦略のところに一つ筋に入れると話がわかりやすくなるのではないか。

それから、アニメの力が何の力かというのは、これは日本の見方とか感じ方を世界に広め

るという、そういう力がある。日本の見方や感じ方が気持ちの世界標準をつくっていって

いるというふうに理解していった方がいいのではないか。すると、それはアニメの話だけ

ではなくて、例えば家電製品のつくり方とか、日本の家電製品は非常につくり込んで最後

に磨き上げるというところがあって、そこまで細かくなぜしなければいけないかというの

は日本の感性の問題で、そういうものが広まっていっていると。それがアニメというよう

なコンテンツではより純粋な形で日本の見方とか感じ方が広まっていっている。そういう

点を強調して、新しい競争力のあり方として方がいいのではないか。

○ 	 少しそういう広がりを持ってやる、その中でもアニメが象徴的に出ているというのはある

かもしれない。

○ 	 大学教育の話に関連して、特殊専門学校のようなものを日本で取り入れて、例えば高校生

で普通の学校に行かなくてもそこに行けば単位がとれるとか、そういう仕組みにしてはど

うか。アメリカに出張に行ってきたときに、ニューヨーク市の教育委員会が、そういう特
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殊専門学校を支援していて、芸術だとか、あるいは金融とか、特殊な機能を学びたい子供

たちがそこに通うような仕組みをつくっている。そういうものが一般の教育と並行してあ

るとか、夜間のコースで講座をつくり、アニメをやっていらっしゃる先生が副収入を得る

道もできるし、またそういう人々が教えることによってすそ野が広がるという相乗効果が

得られるのではないか。

○ 	 まず、教育の部分はすごく重要だと思う。今話があったが、やはり官から民というよりも、

個という意見は賛成。個の力をつけるというのが、結局このワーキング・グループの議論

の中では常に中核にあったような気がする。個の力を高めるには何かというと、結局教育

が一番大きい部分。教育と発想力とか法整備、いろいろなものを含めて周辺整備、個の力

が発揮できるような市場環境をスムースに推し進めるような体系化が必要。

一つ、教育という点でいくと、2007 年を境にして少子化進んでいくと学校がもう余り始め

ており、これをどうするかということに関して、具体的な方策がまだ固まっておらず、こ

の点に関しやるべきは２つだと思う。

１つは、特殊専門教育。既にアニメの世界では、きのうもテレビでやっていたが、横浜市

では、映像関係でハリウッドのプロダクションと連携して行うということが進んでいます

し、東大では既にアニメの大御所の方々、ゲームのクリエイターが先生になった実験授業

をやっている。私もアニメーションとかコンテンツのプロデューサーの教育体系をやろう

として、昨年からちょっと実験授業を始めたりしている。そういういわゆる有名大学がや

り出すと大学の生徒が減っているので、今度地方とかの私大とかが今物すごい勢いでそう

いうことのカリキュラムを整い始めている。

今、どこに行っても言われるのは先生がいない、教えられる人材がいない。ところが人材

はいる。アニメの世界でも、ソフトの世界でも、リタイアした人は、基本的には再就職の

道が今ほとんどない。こういう方々にかつての日本が持ってきたソフトパワーの一つの歴

史を教えて、それを次の時代にどうつなげるかという、カテゴリーをかなり絞ってしまっ

た方がいいと思う。

もう一つ、日本全土で言うと、先ほどもあったが、日本の強みは、アニメにあらわれてい

るが、やはり特殊な歴史と風土に裏づけされているからこそこういうソフトパワーが生ま

れる。

具体的に言うと、先ほど食という話が出たが、それをすごく実感していて、実はアニメよ
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りも、一番最近ソフトパワーで世界を席巻しているのは食文化ではないか。世界中どこに

行ってもお寿司はあるし、今アメリカでは日本人シェフの経営するフュージョン料理、い

わゆる西洋と東洋をミックスした料理店というのは、他のお店よりも値段が倍ぐらい高い

にもかかわらず、平日でも予約がとれない。アメリカ人のシェフというよりも、日本人の

シェフというのがいわゆるステイタスになっている。彼らが出す料理というのは、非常に

日本の歴史、伝統、日本の食文化をベースにしながらそれぞれの国に溶け込む、これがや

はり匠と熟れの技かなと思う。

こういう歴史を日本人は実は知らないのと、誰も教えてくれないというところがあるので、

もし日本に今後、器として学校が余るのであれば、それぞれの地域の特色であるとか、こ

れだけ短い国土の中にこれだけさまざまな歴史が混ざっている国も珍しいと思うので、そ

れぞれの地域文化の中で若い人たちにその地域の持つ特性とか文化性を教えつつ、その次

のステップとして特殊専門教育、自分が望むべきものに包括していくというような、こう

いう教育体系をすることによって、個の人材力がもっと高まるのではないか。

○ 	 専門的教育が果たす役割は重要である。多様化すれば等々で、アニメ、ゲーム、モバイル 

インターネット、民生用エレクトロニクス、ホスピタリィ・マネジメントなどのさまざま

なコンテンツ分野については、十分な知識教育の場が整備されていない。こうしたところ

によって、企業あるいは教育の連携等の話が書いてあるので、ここは恐らく今お話いただ

いたようなところを少し膨らませて書くべきだろうと思う

○ 	 ソフトパワーとは何かというと、アニメに代表されるようなとして、私が今言っているの 

は先ほどもありましたがやはり食文化、それからいわゆる観光産業。でも、日本には観光

の専門学校というのは弱い。日本人で観光を学びたい人は、やはりアメリカの幾つかの大

学に行き、あとファッションとかデザイン、こういうものを総称して日本のポップカルチ

ャー、ソフトコンテンツというふうに定義づけて、それぞれに関して人的競争力を高める

というふうにした方が、より選択肢が広まると思う。

○ 	 ものづくりインストラクターについて、これは文化創造立国ということで、その文化的、

歴史的背景のあるものを産業的に活用していこうと思えば、多分すべての領域に関連する

話になってくるのではないか。つまり、歴史に基づけば基づくほど、高齢者が持っている
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経験的に積み重ねてきた知識というものを次の世代やその次の世代に知識を移転していく

ということが非常に重要になり、そうしたニュアンスをきっちり書くということは大変重

要なのではないか。

○ 	 今、皆様の御意見、ほとんど私も賛成だが、こういった文化産業コンテンツというのは、

例えばエンターテイメント産業というくくりをすることはできないか。ここのアニメ関連

で２％から５％だと物すごく小さい、微々たるイメージだが、恐らく今までの業種にとら

われないことだと思うが、エンターテイメントというふうな形で定義すると、もっと大き

な規模になっていくのではないかなというような気がするが、そういうくくりで考えても

いいのではないか。

○ 	 エンターテイメントというと、非常に定義的に出口が制限されてしまうように思う。むし

ろソフトパワー、直接的なメディア、日本のつくるもの、これはエンターテイメントで出

口がくくれるのでいいが、間接的なものとか知財に基づくものが影響力を与えるもの、こ

れをどれぐらいの算定にするかというのは難しいが、それを追加することによって規模感

はかなり増すと思う。

○ 	 今の話は、レポートのインパクトにかかわる話だが、確かに今皆さんお話になったように、

アニメやこういうゲームとかという世界だけではなくて、例えばホスピタリィだとか、あ

るいは食の文化だとか、そういうのが非常に大事であるということ大事で、それはぜひ書

くべきだと思う。そうはいっても、例えば日本の将来の産業の競争力を考えたときに、例

えば比較がいいかどうかわからないが、例えばものづくりは大事だというと、非常にふわ

っとしてしまうが、例えば、その中で自動車だとか、そういうものがまた中に出てくると、

産業の中でやるある種のイメージが非常にクリアになってくる。だから、アニメやゲーム

はそんなに重要ではないというのは、もちろん書いたらおかしいと思うが、もしこれがあ

る程度の存在感があるものであれば、それはそれで同時に出して見るというのも一つの見

方で、ここら辺はきょうのこの最初のところの皆さんに相談するところだろうと思う。

ですから、一般的に書いた方が、広がりがあり、大事だから、それは絶対書く方がいいとは

思うが、それだけでいいのかどうか。特にアニメとかゲームとかエンターテイメントとか、

俗に言われているような部分について、少し出してみるかどうか。
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○ 	 ある程度経済の中でそれなりの日本の産業を考えるときに存在感があるものということだ

ろうと思う。自動車を書くかどうかは別として、やはり「ものづくり」とふわっと書かれ

てしまうよりは、例えば自動車みたいなものがあった方がイメージがわきやすい。

○ 今のお話、重要だが、リンケージはすぐできると思う。

例えば無印良品とかゼロワンでデザインをしている深澤直人さん。デザインは物すごく

重要で、同じ家電でも、携帯電話でも、彼がデザインすれば何倍も払うというのがある。

そういう細かいつくり込みとか、デザインのおもしろさとか、それは自動車にもはっきり

してきているわけで、家電にもはっきりしてきている。こういう文具、あるいは時計とか、

そういうものに広がりがあって、むしろ競争力というのはただ単なる自動車をつくるとい

う、物がうまくつくれるではなくて、さらに物に付加価値をつける。そこで日本の文化創

造力みたいなものとか、もてなしとか、細かい配慮とか、同じようにこだわりとか何回塗

るとか、そういうことが実は生きてきて、それが結局21世紀の競争力に転換されていくと

思う。

したがって、アニメとか何とかと言うと非常に小さいように見えるが、きょう皆さんお話

ししているのは、それよりもはるかに広い文化創造力で、それはものづくりでもサービス

でも、ありとあらゆるところに付加価値を生み出していくという書き方で十分対処できる

ような気がする。

○ 	 制作するのはほとんど、相変わらず、日本のアニメは熟れの技。ほとんど少人数の人の影

響力が強い。ただ、それを世界市場に流通させたりしていくというのは、これはいわゆる

産業として成立しているので、宮崎さんがつくって自分で世界中に売りに行っているみた

いなイメージにこのままでなってしまうおそれがある。

○ 	 基本戦略の活力ある社会をつくるというところについて、３つのことを言っている。１つ

が、日本の強さの本質を理解するということ、これが熟れの技だと思う。２つ目が、眠っ

ている資産の潜在力を生かす、これが２つ目の戦略。３ つ目が比較優位をもっと利用しま

しょうということ。それで、この１つ目の日本の強さの本質の熟れの技というところに、

今自動車の話とアニメが入っているが、ここにもう一つ、先ほどから出ている個の力をも
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っと重視する、個の才能とか個性を組織とか規制から開放していくことによる競争力とい

うくくりにして、そこにアニメを入れたらどうかと思う。

というのは、アニメは日本の昔からあるような強さだけではないような気がする。今まで

なかったような個人のアイデアであり、一方、熟れの方は、集団とか組織の力なので、そ

こはちょっと違うと思う。

○ 	 先ほどからの議論で、やはり最大公約数というのは、やはり個人の創造力というか、発想 

力の豊かさというようなことが出てきているので、恐らく熟れの技とそういった個人の発

想力、創造力というのが強さの本質の一つの要素であることは確かだと思う。

○ 	 ちょっとそこは工夫して、そういう個のエネルギーの開放というか、あるいはそういう可

能性を広げてあげるということが目に見える形にしていくということか。

○ ソフトパワーやアニメが大事であり、それを強くさせるためにその

伝承が大事だとのお話はそのとおりだと思うが、同じソフトでも少し別の観点のある


意味でのソフトの力として、物ないし製造業に関する競争力においても、物そのもの


の品質や競争力以外に、それを売り出す力とか、売り出すときの営業部門や法務部門


や広報部門等が大事だといった点とか、それに関連して知的財産権のルールなどをど


う考えるのか、ということもは重要だ。


もう一つ用語の話だけだが、文化交流について詳しい人と話したときに、国際交


流、国際協調が進んでいる中で、「文化競争」という言葉を使うと関係国から嫌われ


ることがあると聞いた。１月２７日の経済諮問会議資料においてもこの内容を言うと


きには「国際的に見た文化力の強化が重視される時代」といっている。

○ 依頼者としてマーケティングだとか法制度だとかそういうことにも触れるべきかどうか。

次に、生産性や科学技術、フロントランナー型社会の具体的な姿、知的専門家の活用方策、

生産性を維持あるいは上昇させるための基本的な戦略、具体的な産業としての産業構造と

か就業構造について、コメントあるいは補足点等はないか。

○ 科学技術については、省庁間が非常にばらばらだと思う。バイオテクノロジーは物すご
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く重要だが、経産省でやっていることと、厚生労働省でやっていることと、文部科学省で

やっていることがほとんど横ぐしが通っていない。各省庁がやっているようなことを重複

するのではなくて、今文部省がやろうとしている戦略的な重点化を省庁間の組織を超えて

推進していくべきだとか、内閣府でしか言えない省庁間を割って切るようなメッセージを

入れるというのがとても大事だと思う。

科学技術の展望は、既に取り組まれていることがたくさんあるので、それを早く形にして、

しかも資源のシフト、研究者とか大学の学部のあり方とか、研究補助金のあり方、そうい

うものが動いていくということを実行していくことが重要だということを言った方がいい。

この種のことはずっと言われているばかりか、とんでもないお金が使われているので、そ

の辺のことをきちっと整理して、早く実のある、実効のあるものに移していくようなメッ

セージが必要だと思う。

○ 	 フロントランナーについて、世界のトップ10に入る日本企業、かなり大きな企業の話だけ 

でなく、人よりも一歩先を進んでいる、小さな第一歩を踏み出す個人のようなものも含め

たイメージで触れた方がいいなと思う。

○ 	 例えば、よく小さな企業でもオンリーワン企業だとか、本当にニッチで世界の５割のシェ 

アをとっているとか、そういうようなものを加えるとか、いろいろあるが、大企業だけで

はなくて、いろいろな幅が持てるようなのがいい。

○ 	 例えば、今まさにそう思ったのは、日本電産というのは、インテルインサイドと同じよう

なことをやろうとしている。ありとあらゆるモーターに関しては、日本電産インサイドと

いうような形で、例えば燃料電池車になって電気自動車になったときに、一体だれがモー

ターを創るのかというと、もはや既存の企業の中からは出てこない可能性がある。したが

って、そういう新しいフロントランナーも大事。ナノテクも、例えばライフサイエンスで

ナノテクノロジーに抗がん剤を入れて患部をピンポイントで治療していく。これは物すご

く重要な技術である。しかし、ライフサイエンスと別立てに語られてしまう。ナノテクは

ユビキタスの情報通信でも使えるし、ありとあらゆる分野で使えるので、このインフラの

部分と応用される部分が混同されないで、しかもそこが日本の非常に強いところで、それ

をうまく産業化していくというような書き方をすると、一層はっきりすると思う。自動車
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の微細技術確保だけではなくて、ライフサイエンスとか医療とか、ありとあらゆるものに

使える、その辺をかなり重視しなくてはいけないというような書き方をした方がいい。

○ 	 余り個別の企業が頑張っているという話はここで言う必要はなくて、新しい企業がたくさ 

ん出てくるためにどこに重点的な投資をしなくてはいけないか。その基礎的な技術とか要

素技術開発でこの種のことをやって、この種がライフサイエンスとか環境テクノロジーと

かユビキタスの情報通信の分野で、そういうものを利用した新しい企業が次々と育ってく

るというのがフロントランナー型社会のイメージ。

○ 	 生産性を維持あるいは上昇させるための基本的な戦略、具体的な姿、あるいは産業構造、

就業構造、このあたりはどうか。

○ 	 深夜テレビなどを見ていると従業員がわずかな企業だが、研磨技術が世界最高で、世界シ

ェア何％という企業が紹介されるが、こうしたことも掲載するべきではないか。いわゆる

規模感のある会社もいいが、そういう小さいが元気のある企業がもっとふえていき、そう

いうところに対して意識が向くと、フロントランナーが決して遠い存在ではなく、自分た

ちの身近なものとして感じることができると思う。

例えば、技術的な分野で世界の中でシェア比率が高いような産業、具体企業名、あえてこ

こは聞いたことのような企業がいっぱい入っていた方が、日本の底力、知られていない力

を結構認識するのかなというふうな印象がある。

○ 全く思いもしないようなもので強い会社はたくさんある。

○ 	 数人とか数十人で町工場みたいなところでやっているが、その製品は世界中に行っている

というのを見ると、何か日本人としてうれしい気持ちになる。

○ 法体系についてはどうか。

○ 	 法風土と法体系というテーマで考えてみた。法体系について議論すると言っても、多分法

律を知っている人ほど、何を議論していいかわからなくなってしまう。なぜかというと、
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例えば刑事訴訟法はアメリカから取り入れ、刑法はドイツからなど、法律によって背景と

なる法体系が全然違うので、漠然と法体系について何か考えるというのは難しいし、21世

紀ビジョンという場で検討するようなものではないのだろう。

一方、法風土という言葉も、逆に法律家から、そんな言葉はあるのかと言われたぐらいで、

あまり一般的ではないようだ。

法風土と法体系というテーマはなかなかわかりにくいが、我が国では、何かの施策を行

うときに、従来、行政が現状の追認型の行政をやっていて、新たに立法をすることをせず、

現在ある法体系の中で解釈中心に運用してきたという経緯があり、そのような状況を指し

て、法政策よりも法体系を重視する法風土だと批判されることもあるのかなと思う。

ルールが必要なのはそこに利害対立があるからで、利害の調整をするためにルールを決め

て、その後、実際にそのルールを使ってみて、そのルールでよかったかどうか検討し、不

備があればまた変えようというふうになるのが、ルールのあるべき姿だろうと思う。これ

までは、事前規制型社会で、行政指導による事前調整のように、利害調整もブラックボッ

クスの中で行われていて、利害が調整されたということも、利害対立があるということも、

外から余りよく見えなかった。一般の人から見れば、何だか知らないうちに事情通の人た

ちがどこかで調整をしていたわけだ。ルールはその場その場で決められていて、どういう

ルールがあるのかもよくわからない、国民からよく見えない。だから、何だかいろんなこ

とはブラックボックスの中で決まるのだという感じしかない。そして、訴訟の場とか司法

の場になると、いきなり法というルールが適用されて判決が出たりして、ますます何だか

よくわからない。行政の方ではどういう利害対立が調整されているのかもよくわからない。

立法という明確な形になって出てきていない。

何かそういう事前規制型社会というものに対して、国民の皆さんの不満というようなも

のがあるのだと思う。そして、それが、やはり事前規制型社会から事後チェック型社会と

いう流れに当てはまるというか、問題意識なのかなというふうに考えた。

では一体何をしなければいけないかというと、ルールを透明化してルールを守る仕組み

というのが整っていなければいけないが、それは当たり前のことで、では21世紀ビジョン

としてどういうことを言えるかというと、やはり官から民へ、民から個へという個の力が

充実しないといけない。やはり個がパワフルでないといけないということを言いたい。個

としてリーガルパワーをみんながつけないと、充実した事後チェック型社会はとても機能

しないと思う。この間、ＮＨＫで裁判員制度の番組をやっていたが、その中で実際裁判員
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として模擬裁判をやったという一般の方が、裁判員をやってみると、人間として大人にな

らなければいけないような気がすると。つまり、個人が責任を持って判断することを求め

られているのではないのかという趣旨のことを言われていたが、同感である。国民が個と

してルールを守り、作るという力を充実させるということが非常に大事で、それから皆が

法を守るような仕組みを制度的に整えるということが大事だ。これらが、法体系と法風土

というテーマについてのある意味での一つの回答になるのではないか。

○ 	 法律は専門ではないが、例えば、私の会社では新人が入ってくるとまず契約書を担当させ 

る。そうすると何が起こるかというと、知識を自分で学ぼうと、理解しようとする意識が

生まれる。今御指摘あったとおり、日本は本当に国際競争力が増していくのではあれば、

民間のレベルでもそうですけれども、もっと法律的なものを蓄えなければいけない。

アメリカの今の法風土がいいとは思わない。何でも裁判にして、弁護士が非常に高い

費用をとるというのがあるが、逆に、日本は余りにもその部分が、知る者と知らざる者の

差が激し過ぎる。本当にそれで今でみたいに自国の中である程度完結している。それは先

ほど言いましたがなれ合いと、ある程度だれかが裁いてくれるであろうという他人任せと

いう形の中では本当の意味の国際競争力は、これはあらゆる分野で増していかないのでは

ないか。まず法風土を変えるために、競争力という観点から法風土を変えるために日本を

何しなければいけないのか、そこを一つ明示しなければいけない。

わかりやすく言うと、自分を守り、自己力を高めるためには、最低限その法律を学びましょ

うと。それは押しつけではなく、皆さん方の生活をレベルアップさせるために学ぶべきだ

と。そうすると、今度、法体系に対して、一般の国民とか、これはカテゴリー別ですけれ

ども、ある産業に関してこの法体系は違うのではないかというふうな、そういった国民か

らの議論の意識がもっと出てくると。そうすると、本当の意味で海外からのいろいろな法

体系の寄せ集めというふうなスタートラインに立っているものが、日本型の法体系ができ

るようなことが必要ではないかなというふうに思う。

○	 今、ハイエクのコンスティテﾕ－ション・オブ・リバティという本を読んでいて、その中

でどんな議論をしているかというと、社会が発展していく過程で、人間とかあるいは人間

の組織が把握できる範囲でやれることというのは非常に限りがあると。本当の発展という

のは、要するにさっきの基本議論だが、個々人が自由に思わぬことをやりながら、それが
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全体としてある種の調和をつくっていくことによって出てくる発展というのは非常に大き

いのだという議論で、非常に簡単になってしまうが、そんな中で彼が非常に大事だと言っ

ているのはやはり法である。つまりなぜかというと、そういうことが社会の秩序を生み出

すために、どうしてもやはりある程度予測可能性というか、つまりこうしたらこういう責

任が来るとか、こうしたらこうなると。それが、例えば官治国家ということで恐らくもっ

とイメージでそういう世界ではなくて、事後的に―事前、事後というの非常に混乱して

いるが、事後的に何かよかろうとすることを後で決めていくというのは法治国ではないと。

少なくとも個の力を高めるということと、実はそれと相反することで社会自身は非常に複

雑になってくるということを、実は非常に統合させ、いわゆるコンパティブルにするため

には法的なものは非常に重要。それから、法だけに限らないが、金融のところなどで出て

きたが、結局個々人の力を、要するに能力を高めるというときに、単に科学的なサイエン

スの力を高めるとか、熟れの技だけを高めるだけではなくて、社会的存在としての個人と

いう視点が重要。

○ 	 将来、製造業はせいぜい22％くらいであり、サービスとかフィーという考え方で経済をつ

くることが大事です。例えば、日本の企業と海外の企業で契約を交わすときに、日本は法

務部の人が行うが、向こう側はやはりロイヤーを雇う。やっている仕事は大して変わらな

いが、法務部の人は月給の中でやっていて、ロイヤーはとんでもないお金をもらってやる。

いい悪いは別として、やはりこの種のことに関してフィーを支払う。それが実は経済を、

サービス産業を回していくという考え方であり、この種のことをやる人たちをやはりきち

っと育てていくことも重要。それが実は21世紀、日本が知識立国になっていくというプロ

セスである。要するにサービスがただだという日本の概念から脱皮して、グローバルの中

では、この種のことにお金を払って、その種のプロフェッショナルをつくって、その人た

ちが存在することによって文化的な競争力も高まるし、経済も回るというようなコンテク

ストが重要なような気がする。

○ 	 法というものは弱者を救済するものであると。だから、何か起こったときに事後的に救済

してくれる守りの盾であるという、そういう丸め方をしたが、最近は弱者救済ではなくて、

パワーとしての法律という面がかなり出てきているのではないか。だから、いろいろなビ

ジネスをするときに、法律を知っている、知らないはパワーを持つ、持たないという関係
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になっていて、使いこなせる方がパワーは高まると。そのとき、日本の法体系を見てみる

と、民法はフランスだとか刑法はドイツだとかと言って、全然フィロソフィーが違うもの

を後で解釈で何とか塗っているが、これではやはり競争力がつかないのではないかという

のが問題意識なのではないか。

○ 	 近代以後の法治国家は、人治か法治か、人の恣意ではなく法律により統治するのだと言う 

ことが基本にあって、おそらくはその延長として国際的にもルールに基づいて動く、とい

うことが国際社会の中にも基本にあると思うが、日本は島国であり、一つの社会の中で、

ルールによって決めていくというのとは異なった部分をもったままうまく社会を運営でき

てしまったというところがあるのだろうが、今日、否応なく国際化が進展していく中で、

特に外国との経済的な競争も含めて考えれば、まさにパワーとしてのルールなり、パワー

としての法律なりを使って、諸外国と張り合っていくということが重要になっているとい

うことがあると思う。

１５頁の「国際ルールを主導」のところでは、日本が説明責任を果たしていないのが悪い

といったトーンの記述が主になってしまっている。そういう点もあるとしても、ここで強

調したい趣旨は、国際ルールを積極的に日本が主導していかないといけないということ。

日本製品の品質や性能がいくら良くても、欧米有利の国際規格ができていれば売れないと

いうことがあり、日本に不利のない公正な国際ルールの形成に日本が積極的に参画するこ

とは競争力を考える上で極めて重要。規格以外の国際ルールや広くは交渉等を含めて、国

際ルールとその運用を日本に不利のない公正なものにすることが重要と言うことを明確に

すべき。このため「国際ルールを主導」のところでは、この趣旨を全面に出して強調した

書き方にして欲しい。

○ 	 会社法や倒産法などの専門の先生方のお話を伺う機会があるが、一つだけ法律のリテラシ

ーに関して、ちょっと法律のリテラシーをこれから引き上げていくために必要なことが行

われていないと思うことのがある。それは、審議会の座長などは、その道の権威の人だが、

そういう人たちの書いているものを読むと、大体縦書きであり、絵とかグラフというのは

まず出てこない。経済学だとサミュエルソンの経済学以来、色刷りにして、とにかくわか

りやすくしようという試みは随分やっていて、これはアメリカ流なのかもしれない。イギ

リスでは余りそんな教科書はないと思うが、専門家でない人たちもある程度のリテラシー
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を高めるということであれば、そういう特に偉い先生方がわかりやすい教科書を書くとい

うことは重要ではないか。

実は、そういう色刷りの法律のわかりやすい本というのが司法試験の参考書にある。そこ

ではたくさんの人が司法試験に合格しているらしい。えらい先生がそういうわかりやすい

もの、入門的なものを書いていただくような、そういう風土というのは一つやはり大切な

のではないか

もう一つは、エンフォースメントの話というのがどうしても欠けがちになっている。どう

してもルールのつくり方とか、どういう態度でつくるかとか、そういう話はあるが、実は

ルールはできたがエンフォースメントができていないという話は山のようにある。金融で

は、エンフォースメントのための体制がいっぱい必要な部分と、さほどでない部分とあっ

て、事後チェック型社会にしていくためには、悪意の人たちがいっぱい混じっているよう

な、そういう部分についてのエンフォースメントのところをお金と人をかけて、ちゃんと

体制づくりをしないと、本当に単なる無責任、無秩序社会に転落してしまうと、まさにこ

のことになってしまうと思うのでそこは強調した方がいいと思う。

○ 	 日本の場合は議院内閣制だから仕方ないのかもしれないが、本来の立法機能を、政治的中

立が期待されている行政が担っているのが実態である。関係者間の利害調整、法案策定、

関係者への根回しなどをほぼ行政が全部やっている。国民にとっては、利害調整がどうい

う形で行われたのか分かりにくいが故に、法律に対する意識が希薄になってしまっている

のではないか。実質的なルールが行政の中で決まってしまうという状況が、日本人の法律

に対する意識を考える上で、本当にいいのか疑問に思う。 

もう一つ、官への依存体質というのが、日本人のメンタリティーとして非常に強いことも

問題。行政も、国民のそうした体質を考慮すると、何か問題が起きるとすぐに事前規制に

走ってしまうということになる。大きな方向として事前規制から事後規制へという流れが

ある中で、日本人の官依存体質をどう考えるのか頭に置いておく必要があると思う。

○ 	 健康寿命80歳の実現に向けたシニア労働市場の整備と具体的な方策について、コメント等 

あれば。

○ 75 歳程度まで生き生きと働けるシニアの労働市場を整備しようと、具体的にどうするとい 
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う話になってくると思う。「10年から15年程度の有期雇用契約や」というような事例が出

ているが、こういうような労働契約の自由化というものが、高齢者においては一つは当然

あってしかるべきだろうということを思う。もう一つは、やっぱり高齢者をうまく活用し

ている企業の表彰・事例というのを見てみると、みんな短時間ワークモデルというのをそ

れぞれオリジナルで持っている。つまりフルに働くのではなくて、ある程度時間は一般の

人より短いんだけれども、それをうまく回していって、ちゃんと会社の仕組みに乗っけて

いくというワークモデルを開発したところが高齢者活用に成功していると、割と共通性が

ある。短時間ワークモデルということも一つはあっていいと思う。そういうものも含めた

多様な雇用の契約の形態というものを認めていくというのが、一つは条件になるのではな

いか。

それから、事業協同組合型のワークモデルの話があるが、このベースになるのは、いわゆ

る高齢者の人たちが自分自身で身近に創業したり、自営業的な働き方というものを前提と

して、ベースにある程度視野を持っておかないと、生涯にわたって働いていくという構造

がつくれない。その中で、自営業の形の一つとして、こういう協同組合型でやっていく自

営業に近い組織というのもある

それから、もう一つは、現在の年金制度で、やっぱり働くと年金が減額されるという構造

になっているが、本当にこのままでいいかどうかということをやっぱり考えなければいけ

ない。今日、日経の中でもちょっとそういう書き込みがあったが、要するに年金はちゃん

とみんな同じように支給して、後で全体の所得の中で課税すればいいじゃないかという議

論があったが、そんなことも含めて議論しないと、働かなくて年金をもらっておいた方が

いいと思うような年金構造というのは、もう一段階改善する必要があるのではないかと思

う。

それから、もう一つは、高齢者の人たちの公共職業訓練を見ても、極めて清掃とかビル管

理とか、そういうものをやっているが、そういう職務に密接した縦割りの訓練だけでなく

て、今まで培ってきた技術を人に教えるという、教え方の技術を教えるみたいなことを訓

練としてやることは非常に有効だ思うが、残念ながらそのプログラムというのは訓練の中

にはほとんどどこにもないので、そういうものを盛り込んでいって、先ほどの高齢者の文

化創造立国のものづくりインストラクターの話ともつながるが、こういうトレーニングと

いうのは、高齢者の職業寿命を伸ばす意味で大変重要ではないかと思っていう。
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○ 	 多分世界の先進国の傾向は日本に遅れているだけであって、少子高齢化というのは全世界、

特に中国も含めて直面する話で、やっぱりポジティブにもう少し書く、日本がやっぱりそ

の新しいフロンティアを開拓していくのは明らかで、それがモデルになるはずだと思う。

そのときに、ポジティブな視点から言うと、エイジフリーばかりだが、ジェンダーフリー

もそうで、それからユニバーサルデザインとかヘルス産業とか、高齢者が自分たちが生き

生きとするだけじゃなくて、生き生きとするプロセスのサービス経済として新たなものを

生み出していくし、高齢者が使いやすいものが普通の健常者にとって使いにくいわけがな

いので、ユニバーサルデザインという世界の最先端も切り開いていくだろう。それは、コ

ンピューターサイエンスでもナノテクでもヘルス産業でも、すべてフロントランナーだと

思う。

○ 	 だれか教えていただきたいのだが、この前、ヨーロッパへ行って話をした際、特にフラン

スでは、60歳以上の労働参加率というのは極端に少なくていが、何で60 歳以上になって働

かなければいけないのかと言われた。つまり、このレポートをもし英語にして発表してヨ

ーロッパやアメリカに行ったときに、日本人は要するに死ぬまで働かなければいけないの

かと言われるかと思ったが、その辺はどうかね。非常に前向きなメッセージでいいと思う

が土地柄とか、あるいは実際の高齢者を少し長い目で、今の３年とか５年の話ではなく、

10 年、20年先を見たときにどうなのか。

○ 	 例えばイギリスは物価スライドで年金がずっと支給されるという制度でしたから、人々は

なるべくアーリー・リタイアメントして、セカンドハウスを建てたり、自分たちで好きな

暮らしをしてと、それが経済を生むという仕組みであった。しかし、ヨーロッパでもその

種のことは破綻しており、やはりもう１回労働回帰が始まっているということを聞いたこ

とがある。多分アーリー・リタイアメントは、80 年代ぐらいまでのスキームで変わったよ

うな気がする。

ただ、老後でも、自分たちの暮らしを自分たちで稼いで、自己完結型のサステイナブル

なものにしていくというイメージは、多分21世紀型だと思う。ただし、それが20世紀型の

労働を守り続けて、今までの物質社会を維持するために高齢者もそのワークホースの一員

になれというメッセージではいけない。
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○ 	 この前、財務省のキャンペーンで各マスコミに配った資料があって、よく見ていたが、要

するに国民負担率というのがあって、日本は40％で、スウェーデンは75％とか数字が出て

いる。75％ が国民負担率、要するに働いたお金のうちの75％を税か年金に払う。要するに

どういう社会かというと、若い人は25 ％あればよくて、あとは税や年金で払って、そのか

わり年とったときに返ってくる。自分たちが払ったものが地方公務員の背広になるような

ことはなく、きちんと戻ってくると考えると、そういうある種の循環型の社会というのも

高齢化社会のイメージであって、しかし、その場合には、もちろん税負担とか年金負担と

いうのは非常に多くなる。ここで書こうとしていることというのは、明らかにそれと逆の

世界だろうと思う。もちろん必要な年金や税金は払うが、やっぱりそこはできるだけ少な

くして、個々が頑張って、60歳、70歳になっても、人によるけども結構多くの人はむしろ

前向きにそれなりの働き方ができると。そういうふうに考えている日本人が多いとは思う

が、その辺はかなりクリアにしておくべき。

○ 	 高齢者問題を各国で議論するとき、頻繁に出てくるのは引退の自由を保障するという概念

があって、とそれなりの年齢で仕事を離れてリタイアするということは成功の証という文

化が各国とも根づいていると思う。いつまでも働いていると、お前ずっとさぼっていたん

だろうと言われかねないという、そういう価値観がやはりある。それはもともとの労働の

価値観における労働の苦役か自己実現かというようなことの文化にすごく根ざしていると

ころで、逆に言えば、ある程度日本の高齢者は就業意欲があって、それを実現していない

人たちが結構いて、その結果として就業率が下がっているということを考えれば、これは

また日本らしさの一つとして、書き方によっては十分表現できるのではないかと思う。

ただ一方では、この75歳まで働ける労働市場をつくるべきという話をほかの場でもちょっ

としていたが、一体いつまで働かせるつもりだというような意見も出てきたり、あるいは

同世代の人たちに話したときも、今まで20何年働いてきたけど、あと30 年働かないといけ

ないとなると絶望的な気分になるとか言われたこともあり、必ずしもポジティブにとらえ

られるわけではないと思う。

○ 	 先ほどのヨーロッパのモデルが破綻しつつあるというのはそのとおりで、必ずドイツでも

フランスでも選挙のたびに年金の問題というのは非常に大きな問題。特にドイツは失業保

険と年金がくっついて、早いうちから引退をするということができるようになってしまい、
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それが負担になっており、ドイツの国際競争力を阻害しているという議論が常にある。高

福祉、高負担というので選ぶというのは一つの生き方だから、それでみんな働くモチベー

ションが下がらないということであれば、経済に悪影響があるかというと悪影響は少ない

と思う。

日本の場合、人口構造が特異なために、中福祉でも高負担になってしまうという部分があ

る。ほかの国よりも高齢化のスピードが早いので、今の日本の社会保障の水準というのは、

ヨーロッパに比べるとそれほど高いわけではない。しかし、お年寄りの数がものすごく多

いので負担が大きくなってしまうという問題がある。数のバランスが違うということがや

っぱり前提にあるので、全体のシステムとしては、ヨーロッパ型のシステムを日本でとる

というのは、環境が違うということ、合意がとりにくいということの２つでやはり難しい。

そうすると、アメリカ型ほどではないにしろ、やはり自己責任だとか自己負担というものを

中心にやっていかざるを得ない。そうすると、やはり自分で働くということが中心になら

ざるを得ない。

○ 	 今のようなこと、少し背景も書いてみると、もう少し日本の産業のあり方とか働き方につ 

いて議論がクリアになると思う。

○ 	 要するに選択肢の広さというところが確保されていればいいと思う。というのは、結構逆

に40代後半から50代の始めくらいでもう見切りつけて引退して、どこかでいろいろなこと

を始めている例もある。今、山の中に行くと結構ログハウスをどんどん建てて、農業人口

がふえているところがある。65まで大企業にずっといるというのもありだし、途中でやめ

てインストラクターになっていくのもありだという話。そのどれかを選択した時に何か非

常に不利になるような、バイアスがかかるような税制なり年金の制度なりというのをなく

していくということ。多分日本は、先ほどのお話ですけれども労働区域と考えないという

ようなカルチャーがどっちかというと強い。アメリカなんかは、どっちらかというとハッ

ピーリタイアメントを強制されている。そうしないと神に祝福されないという感じである。

要するにほとんど強迫観念でリタイアしている。そういう国と違うわけであり、それぞれ

が選択肢を強制的に閉ざすような仕組みをなくしていけば、おのずとある比率で、多分今

言ったような形で人が別れていく。今それを五、六十で、要するになだらかに減っていく

はずの人間を65 とかで強制的に退職させているわけで、そこを取り除くようなことであれ
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ばいい。無理に65まで働かせるとか70 まで働かせる話でもなく、逆に働きたい人はこれを

妨げないということじゃないかと思う。65歳まで囲い込むという会社も出てきている。あ

れはあれでいいが、逆に言うと75までという話になってくると、65歳から後はどうのかと

いう話が出でくる。

○ 	 今までやってきた仕事をさらに何年も延長するというイメージがあるが、何かそこが違う

気がする。

いわゆる30年後をイメージすると、これはどうなっているかというと、恐らくほとんど

の家庭はテレビ電話が入っていて、今、情報リテラシーが叫ばれているが、30年後は、恐

らく日常的にネットワークとかを使う社会になる。歳をとって何が一番大変かというと、

物理的な距離移動であるとか時間拘束という点であるとすると、これはあくまで選択だが、

今までやってきた仕事を延長できる環境、これはありだと思う。しかし、第２就業みたい

な感覚で、今まで自分がやってきたことを例えばそれをだれかに伝えるような場、もしく

は自分が趣味としてやっていたことを仕事に生かせるような新しい就業の環境とかシステ

ムというものがあれば、もっと進んで自分が次の仕事につけるような人たちがふえてくる

であろうし、そういうことが、先ほどから述べられている教育の先生の足りない問題にも

直結してくる。

高齢者でもフリーターでも学べるＷＥＢ上の大学、これはだれが教えるのかという話にな

ると例えばネット上でオープンな公開形態をとりながら、全国から受講する人たちが課金

で直接その方々に受講料を払うようなシステム、これは恐らく30年後はもう完備されてい

ると思う。そういう形のマッチングをするような公的機関であるとか、民間のサービスも

登場している可能性もある。そういう形で、新しい就業のスタイル、モデルを確立すると

いうのが日本型で、新しくていいと思う。

○ 	 Newswe ekに、ヨーロッパの人たちは、よりよい生活のためには規制を受け入れて高い税金

を払っているという事実を見ようというアメリカに対する反省の記事。やはり米英がレーガ

ン、サッチャー革命以降の税金は低い方がいいとか、規制はない方がいいといった考えが、

本当にそうなのかという疑問もでている。一方で、ヨーロッパ型の高福祉、高税制負担とい

うものが活力を割いているという事実もある。

これは結構大事なポイントで、日本はどの辺に行くのかというメッセージ作りが必要だ。
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したがって、選択肢の多さもしかり、負担の公平性と高齢化社会、要するに日本が人類の

中で一番初めに突入していく新たな新天地では、こういう形のパターンがあるべきはずだ

というようなメッセージを日本から発信する必要がある。

○ 	 健康寿命が80 年なのに働くのは75歳程度というと、あと５年で死ぬのという印象を受けた。

この健康寿命80 歳という本当の価値は、例えば40 歳である程度貯蓄ができれば、若いうち

に遊ぼうということで10年間遊んで、50 歳からあとまた30年働けるわけで、お金がなくな

ったころにもう１回就職して働こうという、そういういろいろな働き方の選択肢ができて、

自己実現をしやすい人生設計ができるというのがこの健康寿命80年の本当の意味じゃない

かなと思う。

○ 	 報告書全体の話だが、今日の場でもまた繰り返し出てきたが、競争力ワーキングは、やっ

ぱり個人を強くエンパワーメントして育て活用して、その人たちがフロントランナーにな

るという話が一貫したトーンだと思う。

ただ、報告書になってしまうと、その部分がどうしても影に隠れてしまうので、一番ベー

スになるメッセージをどこかでやっぱり表現したほうがいい。

○ 	 確かに多様性を生かすことは一つの要素ではある。外国人の優秀な

人や優秀な労働絵よくという意味で、外国人の力を含めて多様性を生かすという点までは

賛成だが、外国人の価値観に基づいた目標を追求するというような日本の社会をつくると

いうのはいかがなものか。また、個性を生かし、その総体として良い社会を作るというの

は確かに良いことだが、全くばらばらで言いということでもなく、社会全体の公共的な視

点といったものも重要であるので、そこは誤解を与えないようにすべき。

○ 	 官と民の関係を見直すというところでは、世代の責任を果たすということはぜひ言及すべ

き。なぜ今、官と民を見直さなきゃいけないかということがより明快になってくるのでは

ないか。世代で生産をちゃんとしていくという姿勢で、官と民の関係を変えるということ

がはっきりする。

○ 年金と税制については、シニアが積極的に社会参加するインセンティブを持つような仕組 
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みとするよりも、ライフスタイルにニュートラルであるという書きぶりの方がいい。 も

う一つは、法律のリテラシーを広げる動きというのは、実際に起こってきているのか。例

えば金融のリテラシーの話というのは、まがいなりにもいろいろな動きが出てきていて、

例えば金融庁でも実施しており、あと例えば日本銀行の金融広報中央委員会とか、あとＮ

ＰＯもたくさん出てきたり、あと東証とか、そういういろいろなところがドライビングフ

ォースになろうとしていろいろな動きが出てきていて、それなりにそういう動きになって

きている。法律では、もちろん裁判員制度が導入されるが、法律のリテラシーを日rpゲル

ドライビングフォースが何になるのかなというところがちょっとわからないので、何を一

つのきっかけにすればいいのかということがもう少し書き込めたらと思う。

もう一つは、人口減少社会において金融がどういう意味を持つのかということを明らかに

できないか。つまり人口減少の中で労働と資本と考えたときに、金融の機能を高めて資源

配分を効率的にすることが、やはり国の力を強化していくということではないか。

それから、金融はまさにイノベーションを促進して、経済全体の活性化をするためのも

のであり、その辺りを表現できないか。

○ 	 「国際競争力ランキングの低下」については、表現によっては製造業全体の重要性がネガ

ティブに受け止められてしまう。広い意味でのソフトパワーが大事なのであって、その中

には製造業の中で発揮されるものも重要だ。

また、フロントランナーは大きい企業だけではないという話が出ていたが、そのことは重

要であり世界のトップテンにはいる２４％の企業だけでなく、日本の残りのシェアである

７６ ％を占める企業も重要であることを考慮すべきではないか。

○ 	 国際競争力の低下という際、ＩＭＤのランキングを基に議論をから入るのはどうか。それ

から、大量にものを生産・輸出して所得を、というのは、30 年前の白書の話。日本では、

オイルショックの後、それを克服する方向でやってきて、それなりの結果が出ている。し

たがって、その後の話をしなければいけないのであり、ここではオイルショック以前の話

をしているような感じがする。つくっている中身は少量化しなければいけないといった話

はこれまでも出ていた。しうたがって、大量生産というのがいけないのはそのとおりだが、

日本が本当にそうだったのかというと、そうでないところへ行こうともしていたが、さら

にその先でまたつまずいているということではないか。
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○ 	 今の点を含めて、特に最初のあたりのワーディングは非常に大事であり、コメントをいた

だきたい。

時間がなくなってきたので、もう１回ＷＧ会合を開催したいという話しがあれば別だが、

可能ならば、あと主査、副主査、それから事務局で引き受けて、今日いただいたコメント

も含めて、修正すると同時に、皆さんからさらにメールやファクス等で、コメントをいた

だけると非常にありがたい。もちろん今日の意見以外のところもコメントをいただきたい。

第９回のワーキング・グループ会合は開催せずに、そういう形でまとめて最終的な報告書

を出す前に、皆さんにもう１回御相談するということとしたい。

以上
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