
「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 
グローバル化ワーキンググループ第 1 回会合 

（議事要旨） 
 
 
日時：平成 16 年 9 月 22 日（水）18：00～20：00 
 
場所：合同庁舎 4 号館 4 階第 4 特別会議室 
 
出席者： 
       伊藤 隆敏    国立大学法人 東京大学大学院経済学研究科教授       

      植田 和弘    国立大学法人 京都大学大学院経済学研究科教授  

      田中 明彦    国立大学法人 東京大学東洋文化研究所所長        

      浦田 秀次郎   早稲田大学社会科学部教授 

      大辻 純夫    トヨタ自動車（株）海外渉外部部長                 

      神谷 万丈    防衛大学校総合安全保障研究科・国際関係学科教授      

      関 志雄    （株）野村資本市場研究所主任研究員            

      国分 良成    慶應義塾大学東アジア研究所所長              

      小沼 士郎    外務省経済局政策課総括補佐兼調査室首席事務官  

               兼 内閣府事務官（企画官）           

      神保 謙    （財）日本国際フォーラム研究主幹             

      鈴木 敦夫    防衛庁長官官房企画官兼防衛局防衛政策課 

               兼 内閣府事務官（企画官）        

      十市 勉    （財）日本エネルギー経済研究所常務理事・首席研究員   

      深川 由起子   国立大学法人 東京大学大学院総合文化研究科教授      

        松永 明      経済産業省通商政策局情報調査課長 

                  兼 内閣府事務官（企画官） 

      村井 正親    農林水産省大臣官房秘書課監査官 

                              兼 内閣府事務官（企画官） 

      弓削 昭子    国連開発計画（UNDP）駐日代表  

 
議事次第： 
（１）議事の進め方について（案） 

（２）「日本 21世紀ビジョン」について 

（３）グローバル化ワーキンググループにおける審議の論点について 

（４）グローバル化ワーキンググループにおける審議の進め方とスケジュール 

（５）その他 

 
配布資料： 
資料１ 「日本 21世紀ビジョン」に関するグローバル化ワーキンググループメンバー名簿 

資料２  議事の進め方について（案） 
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資料３ 「日本 21世紀ビジョン」検討体制 

資料４ 「日本経済 21世紀ビジョン」での検討の方向性 

    （平成 16年７月 29日 経済財政諮問会議配布資料） 

資料５  専門調査会における審議についての論点メモ 

    （平成 16年９月 15日 第１回専門調査会 伊藤隆敏委員提出資料） 

資料６  グローバル化ワーキンググループの審議スケジュール（案） 

 

参考資料 「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会（平成 16年９月 15 日）における

配布資料 

 
審議内容：      
【事務局より冒頭説明】 

 ・議事の進め方について事務局から説明 

 ・「日本 21 世紀ビジョン」についての説明（配付資料にそって） 

  「議事要旨については、原則としてワーキンググループ会合終了後１週間以内に作

成し、公開する。ワーキンググループ会合は非公開とする。」 
  →出席委員全員一致で了承 

 

【各委員からの発言】 

 

○ 当ワーキンググループのメンバーの専門性から考えてテーマは大きく分けて 4 つ挙

げられると思われる。１つ目は国際経済、経済戦略である。具体的に言えばアジアとの経

済連携、経済統合といった事であり、FTA も含めた形で検討される。またアジアのみな

らず、世界的の中で貿易や投資でどういうポジションを日本がとるのかということもひと

つの大きな課題となる。２つ目は安全保障、国際政治である。グローバル化や、中国の台

頭でアジアの中での日本のポジションも変わっていることも含めて、総合安全保障も１つ

の大きなテーマとなると考えられる。それから 3 つ目が環境問題・エネルギー問題である。

エネルギーは安全保障にも関わってくると思う。4 つ目はソフトパワーと言われるような、

例えば、制度作りにおいて日本がいかにうまく力を発揮し、リーダーシップを執っていけ

るかという点である。 
 グローバル化で問題になるのはむしろ国内問題である。国内問題を解決しないとグロー

バルなリーダーシップを発揮できない。例えば FTA を結ぼうとすると、外国人労働者の

受け入れ問題や農業問題等が出てくる。これについてはできるだけ各ワーキンググループ

間の連携を図り相互に意思疎通を図っていきたい。 
 改革を進めていかないと非常に日本は苦しいのではないか。そのため、必ずしもバラ色

のビジョンを描くだけということではないだろう。出来上がるビジョンは「何もしないと
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こうなる。こうすれば良くなる」といった論理の組み立てになると思う。 
 
○ 竹中大臣の意図は、構造改革の行く先に何があるのかを示したいというものである

と思う。その中で、本ＷＧでは、国際的なことだけ考えていたのでは駄目であり、他

のワーキンググループと共通する問題について国際的観点からの提言をできるだけク

リアーに出す必要があるだろう。つまり、国際的境遇が日本にとって有利になるには

どうしたらいいか、そのために国際関係の上では構造的なパワー、構造を作るパワー

といったものをどのようにして生み出すかを考える必要がある。日本はこれだけの経

済力があるにも関わらず、客観的な状況は必ずしも良くない。これを改善するにはど

うしたらいいかということである。 
 
○ 地球温暖化問題は、自然科学的な知見が政治を動かしたところがあり、これがダイ

レクトに政治の舞台になり、それから経済的利害問題が出てきた。1992 年の地球サミ

ットから 1997 年に京都で行われた地球温暖化防止京都会議までには一定の外交、政治

的意味での到達段階であるが、その後は、まさに国際政治経済問題そのものになって

いるようなところがある。日本としては、政治的リーダーシップを執りながら、経済

的にも望ましい形での温暖化対策をとるというようにならなければならない。 
  近隣のアジア地域の急速な発展に伴って、アジア地域で、サスティナブルディベロ

ップメントをどのように実現していくのかという点が重大なテーマとなってきている。

サスティナブルな地域を日本で作るということを併せて議論しなければ積極的な方向

が出てこないように思う。 
 
○ 日本経済が強かった 1980 年代の重要なコンセプトは「環太平洋」であり、それが

1980 年代末から 1990 年代にかけて「アジア太平洋」という概念に固まっていった。

その象徴が APEC であった訳である。その後、小渕内閣の時の「21 世紀懇談会」で強

調された一つの概念が「東アジア」という概念である。これはアジアの通貨危機を経

て、アジアがどうあるべきかという時に出てきたコンセプトであり、まさに東アジア

との関係で日本を捉えなおさなければいけないという発想であった。 
  この１、２年の間の議論を見ていると、中国に議論が収斂してきているが、一言で

言えば、感情に流されないというのが原則であるはずが、私の見るところ、中国が動

いたのは事実だが、最近、議論が中国の動きにかなり惑わされて動く向きが多い。い

ずれにせよ、アジア、中国との関係をグローバルな価値の中でいかに構築するかが重

要になってくると思う。 
 
○ 東アジアのコミュニティの中では、中国の台頭があり、この事との関係をどうやっ

ていくのかが大きな一つの課題である。安全保障面からは、ＡＳＥＡＮ＋３が開かれ
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たものになる必要がある。経済分野でも、例えば中国とＡＳＥＡＮとのＦＴＡ交渉を

見ても、我々がＥＰＡといって追求している、レベルの高い、例えば投資分野とかビ

ジネス環境とか主要な知的財産を含んだものではない。逆にこういう分野で中国の影

響力が高まることによりＡＳＥＡＮが低いレベルで安住しては、東アジアにとって困

る。そういう観点から、重層的に例えばＡＰＥＣやＡＳＥＭなりに関与して、ＡＳＥ

ＡＮをしっかりと高め、引上げていくことが極めて重要になってきていると思う。 
 
○ グローバル化というコンセプトは昔から使われていた言葉であるが、とりわけ 9.11
の事件がグローバル化という意味合いを安全保障の世界でかなり変えたと言える。通

常我々が使う言葉で言うと、非対称的な脅威が出てきた。「ならず者国家」であるとか、

テロリストを中心としたアクターが安全保障上の脅威となった場合、いわゆる我々が

言うところの「昔の空間軸」を超えてやって来る。従って、防衛大綱の見直しが今年

末くらいにかけて進められ、日本の防衛構想全体をどのように見直すかという議論が

行われているが、我々がまさに空間横断的脅威をいかに捉えて日本の政策としていか

に再構築していくかが、非常に今重要ではないか。 
 
○ 防衛庁には、これからは国防だけでなく、世界の平和活動を通じての秩序維持等の

役割がある。これは 9.11 以降意識されるようになった警察機能に近い分野等、多岐に

わたる。国が目指すものとして、安全保障政策以前に、言葉が適切かどうか分からな

いが、国益があって、国家にとっての利益が何なのか、という話があって、そこから

話が降りてくるというのが本来あるべき姿ではないか。現状は、基本にあるべきとこ

ろが必ずしも読めない。このような事も含めて考えてみれば、もっと広い視野から色々

な事を見る必要がある。 
 
○ アジアの経済連携、安全保障、環境問題等、全部色々な意味でエネルギーと接点が

ある問題ばかりである。中東はこれから大変難しい不安定な時代を迎え、アジア、と

りわけ中国、インド、ＡＳＥＡＮも含めてアジアではますますエネルギーがショート

する中で、日中間で資源をめぐる問題も生じており、日本としてどのような国家的戦

略ないしビジョンを持ってこれからのエネルギー問題や環境問題に対応するかを考え

る必要があるだろう。つまり、安全保障問題であるとか地域経済圏の問題を含めて総

合的に考えていかないと解決しないところに来ていると思う。また、今後ロシアのプ

レゼンスがますます高まるが、既に極東地域やサハリンを含めてロシアの石油とか天

然ガス等色々なものを開発していかざるを得ないということになると、日本にとって

対ロ政策をどうするかという問題が極めて重要になってくるだろう。 
 
○ 東アジアのリージョナリズムを考えていったときに、制度と市場の関わりはそれぞ
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れあると思うが、日韓間で見ると制度的にはＯＥＣＤ水準の制度の共通化は進んでお

り、かつ市場はそれをどんどん先取りして織り込んできているので市場の一体化はか

なり進んできている。よって、これをサンプルとして見つつ、日本のルールセッター

としての役割というのはどの辺にあるのか、どういう貢献ができるのかというのをア

ジアの経済連携及びグローバル化における内外リンクにおいて考えて行きたい。 
 
○ 2030 年はどういう時代なのだろうと考えると、望ましい、少なくとも悪くない状況

というと、周辺に脅威となるような国がなく、しかもその中で経済的に繁栄している

ような状況、こういうことが最低限言えるのではないか。そうすると現状の日本の制

約はなんだろうか。一つが人口の問題であるわけだが、少なくとも 2030 年ぐらいまで

は、アジア全体を考えると日本の人口問題は何らかの解があるかも知れない。その他

にも、安全保障、エネルギー等色々深刻な制約要因がある。アジアが繁栄していく中

で日本がどうやって生きていくのか、その際中国と、そして非常に重要なパートナー

である米国と、どういう関係を結んだ上で 2030 年に向けて望ましい姿をつくっていく

のかというのが、日本が考えていかなければならない課題だ。 
 
○ グローバル化は国内問題とのリンクという視点が重要だと考えている。農林水産業、

農業について、まさしく構造改革待ったなしの状況である。FTA、WTO とは別に日本

の農業構造の問題は瀬戸際のところまで来ている。今後の食料政策の観点から日本の

農業をどうするのかを考えていく必要がある。食料・農業・農村基本法の中にも食料

安全保障という考え方が盛り込まれているわけだが、そうした点から、どう国民や現

場にメッセージを伝えるのかというのが重要なキーになっているのではないかと思う。 
  今後アジアということで見た場合、中国をはじめアジア地域経済が FTA、WTO の進

展によりどのように変化していくのか、そうした変化の中でアジアの食料事情、食料

生産、消費の面でもどういった変化が起きていくのかも考えながら、日本の食料政策

について考えていくことが非常に重要だと思う。  
 
○ 地球的、世界的規模の問題の中には、非常に多くの開発問題、貧困問題、環境問題、

平和構築の問題などが含まれるため、日本のリーダーシップについて考える場合、ODA
は重要な要素である。世界の人々との共生という意味でも、ODA は非常に重要な意味

を持っている。貧困問題、平和構築、特に紛争後の復興などの面で、最近日本は世界

のリーダーシップを執っていると見られている。今までの ODA の蓄積と成果に加え、

今後どういう形で進めていくかということも重要であろう。 
2000 年に国連ミレニアム宣言が採択され、そのフォローアップとして「ミレニアム

開発目標」が 2015 年を達成年として定められ、貧困と飢餓を半減するなど様々な目標

に向けて各国が活発に動いている。また、2005 年には国連ミレニアム開発宣言採択か
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ら 5 年後のレビューが各国首脳レベルで行われる。そのような中で日本がどういう役

割を果たすのか、国際社会の一員としてどのような政策・戦略を提言するのか、どう

いう形で存在感を示すのかということは重要な課題ではないか。今年は ODA の 50 周

年、来年はこのミレニアム宣言のレビューサミットと同時に国連発足から 60 周年、そ

して 2006 年は日本の国連加盟 50 周年と、日本の役割と存在感が国際社会の関心の中

心となる年が３年間続いている。 
今各国が ODA を増やしている中で日本だけが反対の方向に進んでいては、国際社会

での日本の立場は益々悪くなるということが言えるのではないか。 
 
○ 「21 世紀におけるこの国のかたち」は、ヒト、モノ、カネ、情報というものが世界

を非常に活発に動き回っているおり、そのようなものが日本に大量かつ活発に入って

くる社会経済であり、そうでなければ将来の日本はないと思う。そのためにはやはり

開かれた経済社会を作らなければいけない。そういった経済社会を作るためには、私

は FTA、あるいはより包括的な経済連携構想・協定が効果的なのではないかと思う。 
また、ビジョンを書くことも大事であり難しいが、そのビジョンをいかに実現するか

ということについても具体的に分析できればと思う。なぜ、実現されていないかを考え

る必要がある。つまり、ビジョンを書くだけではなくて、実現に向けてのロードマップ

を描ければと思う。その中で実現を阻む要因を分析しなければいけないと考える。 
３番目には、国民的支持が絶対に必要である。この国民的支持を例えば経済連携に対

して、あるいは構造改革に対しての得るためには、そういった政策を実行することによ

って国民に対して具体的メリットがあることをかなり具体的に示さないとならない。 
 
○ 今は、日米通商摩擦がなくなり、WTO あるいは FTA という時代になってきている。

そういう意味では FTA にどう戦略的に対応するかが重要であると考える。それに加え、

FTA の制度設計に我々の立場としてどう関わってゆくのかというのも大きな課題と思

う。一言でいうと、FTA というのは脅威でありかつ、機会である。脅威であるという

のは、昔、貿易障壁が非常に大きな存在であった時に、それをテコにして現地に出て行

った地域でのケースである。今度は自由化が進むと必ずしも自分にとってメリットがあ

るわけではないという事態にもなってくる。そうすると、総合的にどのようにこれをチ

ャンスに変えてゆくのかという課題になるのではないか。 
 
○ 冷戦後の日本の安全保障政策の変容は、意外にきちんと分析した試みがないように思

う。「世界における日本のポジションがどうなるのか、現状のままではどんな悪いこと

が起こるかということを考える」という指摘に非常に共感する。私は、ソフトパワー関

係の面等で、既に悪いことは様々起こりつつあるのではないかと考えている。日本につ

いて非常に基本的な主張であるはずのこととか、ベーシックなデータにあたる部分を含
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めて、全然情報が浸透していない。さらに、イメージやシンボルの操作という点で日本

がかねて考えていた以上に弱いということを実感している。その根底には、日本の世界

の中での位置づけとか、「この国のかたち」なるものが欠如しているということがある

のではないか。 
  私は、日本は平和主義の根幹は維持しつつ、それを積極化すべきで積極的平和主義と

いうことを言っている。そういうことを仮に国家像として採用して話を始めれば、そこ

から自ずと安全保障政策の各論や、憲法論も出てくると思う。各論の積み重ねとして「こ

の国のかたち」を出すというのもいいし、それも地道な作業として必要と思うが、私は

日本に欠けているのは、各論の原点として大風呂敷的に「この国のかたち」を出すとい

うことであると考えている。 
 
○ 中国の台頭が、日本にとって機会なのか脅威なのかまだコンセンサスはない。脅威論

が急速に牽引論に変わったりして、去年のこの頃と比べても非常に違っている。日中関

係の基本は補完関係であり、本来 WIN－WIN であるべきと考えている。しかし、経済

問題に限って考えてもまだ色々な貿易障壁が残っているから、十分補完関係が生かされ

ていないのではないかと思う。この考えに基づいて、これから中国の活力を生かすため

日中 FTA が必要と考えている。色々な障害物があると思うが、いかにこれらを乗り越

えるのかが重要。一点付け加えると、これまでの話は、あくまでも中国経済が今後も順

調に発展していくというのが大前提であり、この前提が崩れると、逆に日本は大変なこ

とになるというリスクがあるのではないか。 
 
○ 基本的なところをまず押さえて、それから各論に下りていくという意見はそのとお

りだと思う。ただ、議論が説得力を持つには、各論で説得力のある「こうするとこの

ようなメリットがある」と、例示することが恐らく説得力を持ったレポートになる鍵

だと思う。各論の中で説得力を持つような例、ケースがあればぜひ書くことが望まし

い。 
 
○ 最終的な報告書のイメージに関しては、どこかの段階で、専門調査会でどういうフォ

ーマットの報告書にしていくかということを話し合う必要がある。中間報告は、ある種

骨太な方向性を出すということではないかとは思っている。最終報告をどうするのかに

ついては、専門調査会で相談して、場合によると大臣のご意向も伺ってやる必要がある

のではと思う。単なる提言集というよりは、少し提言の部分に加えて、国民が読んで、

ある部分について納得のいく説明が付いているものが必要ではないか。そうすると、あ

る程度説明の付いたもの、出来れば長くないものというような感じではないか。いずれ

にしろ専門調査会でどこかの段階で確認してフォーマット決めないといけないのでは

ないか。 
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 ○ 経済、安全保障、環境といった形でまとめて、その後でいわゆるソフトパワーとい

うところも入ってきて、最後に有機的にそれぞれの連携を図るということが必要にな

って来る。 
 
○ 本ＷＧではないが、今度の 21 世紀ビジョンのとりまとめにあたっては、政策課題の

それぞれについても提示することも必要だが、これを意思決定したり、実行したりす

る日本の仕組み自体についても少し考えないといけないという意見があった。つまり、

提言を出した時に、これを日本の国としてどうやって決めてゆく、あるいは実行して

ゆくのかといった時に、今のシステムで良いのかということも考える必要があろう。 
 
○ 米国との関係を考えると、環太平洋から始まってアジア太平洋になって、今は東ア

ジアという、段々縮小してきているようなイメージであまりよくないかなとも感じる。

ぜひ、米国、ヨーロッパとの連携も図りつつというような形のものにする必要がある。

確かにアジアは大切だが、グローバルな観点も忘れないようにしたい。 
 
なお事務方から今後のスケジュールについて説明及び提案があった。 

  （了） 


