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「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 5回会合 

（議事要旨） 

 

日 時：平成 16 年 11 月 9 日（火）19：00～21：00 

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長 

     大辻 純夫    トヨタ自動車（株）海外渉外部部長 

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

   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     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）        

     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） 

 

議事次第：議事（１）自由討議 

       （２）その他 

 

審議内容： 

 

○ 今日は外交安全保障、経済についての自由討議を行いたい。2030 年のビジョンとして、 

日本はその頃にはどういう姿になっているのが好ましいのか。例えば、少なくともそれまで

には常任理事国入りをしているのかということや、あるいは集団安全保障について、中国、

韓国、ロシアと真の意味での和解や平和条約はできるのか。歴史問題、領土問題を乗り越え

るために日本はどうしたらいいのか。あるいは、2030 年までに日米同盟はどうなっているの

がベストなのか。 

  もう一つは、今、経済はＡＳＥＡＮ＋３の統合に向かっているが、安全保障はアメリカと

の絆を強めている。この傾向は長期的に続くのか、あるいは、ある時点で日米ＦＴＡ、日米

の経済統合を強めるといった方向に舵を切るといったことになるのか。また、ＦＴＡや農業

問題等についてもご議論いただきたい。 

 

○ 2030 年の望ましい姿として、国連安全保障理事国には、入っていることが望ましい。数年

中に実現しなければ、30 年以上の長いスパンで極めて難しい状況が続くだろう。 

  東アジアのコミュニティとしての姿については、東アジアはまだまだ民主主義、自由と

いった制度が確実に広まっているとは言えない。ＡＳＥＡＮ内での経済や民主化の格差が
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ＡＳＥＡＮの一体性を弱める方向に働けば、これは問題。中国からの影響力の問題や、民

主主義のプロセスの問題もある。これに対し、日本はそれなりに応分の役割を果たさなけ

ればならないし、果たさないと東アジア地域の繁栄もなく、日本としての繁栄も確保する

ことは難しいのではないか。 

  安全保障理事会については、例えばＧ８は引き続き重要な役割を果たしていくだろう。

様々な国際機関も、国連などを補完する役割があり、こういったものを使いこなせるように

なっていればと願う。 

日米安保に基づく米国のこの地域でのコミットメントというものが戦略的均衡の上で極め

て重要だということは、ＡＳＥＡＮ地域もよくわかっていることであり、ＡＳＥＡＮ＋３で

の経済統合が深まる中で、日米安保の重要性というのは、併存できるものである。 

  2030 年はどうなるかわからないが、一つのオプションとしては、ＡＰＥＣがより政治フォ

ーラムのような形で発展をしていく可能性がある。アジアの国で開催する場合には、米国の

大統領がアジアの国を訪問する極めて重要な機会になる。 

  ＡＲＦ、これはＡＳＥＡＮが中心になって作っているフォーラムであるが、その発展を考

えて行く上で、ＡＳＥＡＮ＋３の経済統合と併存した形での米国のこの地域への安全保障分

野の関与は重要である。他方、米国の経済もＡＳＥＡＮにとって引き続き重要であるので、

様々な面において、東アジアのコミュニティというものはこの東アジアだけで閉ざされては

いけない。何が開かれているものかという定義は難しいが、開かれた形のものである必要が

あると思う。 

  日米のＦＴＡは真剣に検討しなければならないと思う。ただ、今は世界の中の日米同盟と

いう形の協力の深化というものが順調に行きつつあるのではないか。かつての対米追従とい

う議論は若干収まってきた。日米ＦＴＡというのは重要ではあるものの、まだまだオプショ

ンではない。 

 

○ 中国の軍事力の拡張そのものは問題ではなく、むしろその方向性、すなわち、正しい方向

なのか、間違っている方向なのかというところが重要であるという議論がある。ここで、具

体的に正しい方向とそうでない方向とは何を意味すると考えるべきか。また、正しい方向に

持っていくために、日本はどのような影響力を持っていると考えればよいか。 

 

○ 中国の軍事力の増大について、一番分かりにくくかつ問題なのは、何を目的にして、一体ど

こまで何を目指していくのかという、いわば透明性の問題である。中国の場合、最近では国防

白書という形で多少は出ているものの、一体何を目指していくのかが不透明である。いわゆる

積極防御とか、抽象的な言葉では出ているが、具体的な方向性が見えてこない。まずは具体的

に、他のいわゆる先進国並みの国防政策の透明性というか、そういったものをまず出していく

ことが一番良いと思う。 

 

○ 2030 年ぐらいまでということは、これから先 25、6 年のことを考えるということである。 

政治面で過去 25 年を振り返ってみると、アジアで言えば、例えば韓国は権威主義体制であ

ったのが今は民主主義になっている。韓国に限らず色々あったが、これが二十何年経つと皆



 3

一応、問題はあるにしてもデモクラシーになっている。 

 25 年位経つと結構変わるかもしれない。相当ワイルドに将来を考えることも必要ではない

かと思っている。 

 

○ 今持っている軍事力が必ずしも問題ではなく、むしろ長期的にどう考えるのかというとこ

ろを、今後の方向性ということをお互いに示していくことが、少なくともお互いの安心感に

つながっていくといくのではないか。 

 

○ 外国人労働者の問題について、現在、安価な労働力として外国人を研修生制度などで比

較的単純な労働に従事させている例が見られるが、これらはいわゆる衰退産業に多く、外

国から労働者に来てもらうよりも、直接投資という形で、海外に出ていった方が良いので

はないか。労働者に来てもらうことと、直接投資という形で産業を海外移転することは、

ある意味では代替関係にある。衰退産業の場合は、むしろ積極的に海外に移転した方がよ

いのではないか。 

 

○ 基本的にはそのとおりだと思う。ただ、短納期で仕上げなければならないものや、高付加

価値製品で相当監督をしながらやらなければならないものもある。 

 

○ 衰退産業に、労働者が移動してくれば、衰退産業じゃなくなるかもしれない。 

 

○ 技術のない労働者を持ってきても、一人当たりＧＤＰは増えないのではないか。 

 

○ バブルの後期、大体 80 年代後半から 90 年代にかけて、特に南米やイラン系の外国人労 

働者が日本には大変多く、当時の統計でいくと、大体 30 万人ぐらいの外国人労働者がい

て、不法就労を入れると推計で大体 100 万程度いた。今後は、あの頃とは違う理屈で外国

人労働者を拡大していこうとしているものと思うが、当時と比べた今回の外国人労働者受

け入れ問題との違いはなにか。 

もう一点、さらに拡大して、いわゆる社会の二層化ということを考えた時に、シンガポ

ールとか、香港などでは社会の二層化が起きているように思える。明らかに人種によるク

ラスが分かれた形で社会生活を営むことを常識とする世の中がある。仮にＧＮＰを維持し

て労働力全人口の 20％を外国人労働者に頼った場合、確実にそういう現象が起こる。そう

なると社会的なインパクトと言うか、国民の価値観に迫るようなものを総合的に検討する

ことが必要になってくると思う。他方で、今やっている看護師とか、介護士とか、プラス

αの産業別の高度な人については、限定的に徐々に拡大していく路線だと思うが、中長期

的に考えた場合、彼らは徐々に増加して行くが、そのプロセスや段階について、どういう

方針が考えられるのか。今後も 20 年間現在の方針を続けていくということでいいのか、

それとも、どこかで今の方針とは全く異なる受け入れ方に変えていくのか。 

 

○ １つの議論としては、1990 年代初めの時は、恐らく入管の問題と就労管理の問題があり、
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入管が甘い上に就労管理もしなかった。就労者を大量に入れるのであれば、入国管理から

就労管理まで一貫してやることが必要だと思う。入れることをオープンにした上で、管理

もセットでやって初めて送り出し側・受け入れ側にも納得いくものになると思う。 

  それから、社会の二層化の問題だが、私自身も３Ｋの職場などに 100 万人も入れること

に対してちょっと躊躇がある。そこは社会的コストになるのではないか。 

 

○ イラン人の問題と日系人の問題は全然別で、イラン人はたまたまビザを取らなくても来

れたため、観光ビザで入って来た。しかし、日系人の場合は労働力が足りないため、意図

的に入れた。在留資格とか、就労資格をきちんと議論せずに、例外を作って入れていった。

したがって、制度づくりがきちんとされていないため、日系人の子供たちの教育などの問

題が出てきている。また、外国人集住地区の問題もあって、非常に外国人労働者の割合が

高い地域では、日本語が通じないコミュニティが形成され、そういうところで育った子供

たちは、教育も受けられないため、将来良い職にも就けないということになる。教育とい

うのは非常に重要で、ニーズや多様性に応じた教育を行うべき。 

二層化について、私は結果としての二層化は仕方ないのではないかと思う。ただ、重要

なのは機会の平等ということで、上昇志向のある人が、努力して上がれるというシステム

があればよい。職業としていろいろな職業があるのは当然で、家事手伝いがあっても私は

問題ないと思う。全部ホモジーニアスで、平等であるというのは全く幻想で、日本社会だ

ってそんなことは全然なく、ＩＴの億万長者もいれば、フリーターもいる。だから、その

辺は機会の平等を追求していくしかないのではないか。 

 

○ 「食料安全保障」という言葉は一体いかなる意味を持っているのか。通常、安全保障の

議論は、「どのような脅威から何を守るのか」と「それをどうやって守るのか」というこ

とを考えるわけだが、食料安全保障というのは、何を脅威だとみなしているのか。一体い

かなる状況になれば食料が日本に入ってこないという状況が生まれるのか、あまり思い浮

かばない。 

 

○ 確かにそういう可能性の議論でいくと、我が国への食料輸入が途絶するような国際環境と

いうのが現実に起こり得る可能性は非常に低いかもしれないが、例えば地球環境問題にみら

れるように、中長期的に自然条件が変化していくことも考えられ、そうなると従来以上に自

然災害も発生しやすくなるということもあり得る。そのようなことを前提に、我が国におい

て今の国民の食生活を今後も維持することを考えれば、国としては、国内生産と安定的な輸

入の双方についてしっかりとした政策を採っていかなければならない。 

 

○ ビジョンと言う時に 25 年後の農業・農村はどうなっているか、もちろん高齢化してい

るから、農村人口も激減している。そうすると、株式会社を参入させておくことで、農業

人口が減少しても機械化でかなり効率的にできるだろう。紆余曲折はあるにしても、恐ら

くそうなるだろうと大体想像がつく。 

農業への直接保証とは、毎年やるものなのか。それともＥＵのように一回限り、渡し切

りみたいな形で退職金みたいなものを払うことにするのか。それから国境措置については、
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例えばＥＵ並みでよいのか。国際的に見た許容範囲は、どの辺か。ビジョンとして、その

辺はどうか。 

 

○ 確かに直接支払いといっても、制度の仕組み方はいろいろあると思う。日本の農業が持

っている様々な条件を考えると、できる限りの構造改革などの努力をしても、どうしても

内外価格差は残ってしまう。そうなると、ある程度継続的に支援をしていく仕組みは必要

ではないか。しかし、モラルハザードが起こらないような仕組みづくりをどうするかが問

題。あくまでも、農家戸数を維持するのではなく、産業としての農業をどう自立させるか

という視点が非常に重要だと思う。そういうことを十分に頭に入れながら具体的な制度設

計をしていく必要がある。 

 

○ 貿易交渉の戦略を構築するにあたって、今、お話があったように、本当に守るべき所と、

そうではない所を、冷静にきちんと分けて議論をすることが非常に重要になってくると思

う。 

 

○ 意志決定の際に、政治的なリーダーシップが必要だという時、正しい方向のリーダーシ

ップでないとまずいわけで、正しい情報に基づいて、正しい国益の概念に基づいて決断で

きるような仕組が重要。省庁の枠を越えた決断ができるような体制が重要。 

 

○ ＦＴＡ交渉などで、大所高所から見てここは譲歩するが、こちらは取るというような判

断が重要。 

 

○ 今回ＷＴＯなどでは、これまでは事務方が事務的に詰めてトップに正式決断を求めると

いう感じだったのが、実務能力のある閣僚が出てきて、上で決めて下におろしてくるとい

うことになっている。これはいろいろな意味で、政治のリーダーシップを考える上でも今

後の交渉などをやっていく上で大きな課題になるのではないかという気がしている。 

 

○ アジアもだんだんそうなってきている。 

 

○ ちょっと話が前後してしまうが、農業の方については、これだけ危機的な状況なので、

当然、スピード感をもって実行しなければいけない。そこで、農業関係者全員のコンセン

サスとか、危機意識も重要であるため、できればシンクタンクか何かを作って、もっとハ

イレベルなリーズナブルな議論が出来る場が必要だと思う。 

 アジアの地域連携について、農業に関してはマルチを優先すべきかどうかお伺いしたい。 

 それからもう一つ、大体の日本の貿易関係者は外国人労働者について、体制を整備した上

で受け入れざるを得ないと考えていると思うが、一般の国民から見ると、やはり外国人が

ものすごい勢いで大量に流入してくることは、閉鎖的な日本の社会が受け入れるためのコ

ストや不安、心理的なアレルギーも大きいと思う。日本語をある程度しゃべってもらう教

育は重要。また、二世の代になった時の就業機会の確保なども重要だと思うが、そのほか
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にもっとコミュニティとしてやらなければいけないことはないか。あるいは国のレベルで

外国人が大量に入ってくることを想定した時に、今からやらなければいけないことが何か

ほかにないか。 

 

○ 国内の農業改革と世界の農業のグローバル化は、スピードを持ってやる必要があるが、

グローバル化の方は各国の調整した上でのルール作りとなるため、若干テンポに違いが出

ることは否めない。マルチとバイの関係については、恐らく基本的にはＷＴＯというもの

がまずあるべきだろうと個人的には思う。ただ、現実問題としてバイのＦＴＡの方がどん

どん進んでいる状況であり、当然そういった流れを受けて対応していく必要があるのだろ

うと考えている。今後ＦＴＡの締結に向けて交渉が予想される国との間で、どこが争点に

なるか大体わかるはず。そうなるとそれを見越して、農業なら農業の分野でどういったと

ころを譲るのかどうかという戦略を立てて、また、農業以外の他の分野についても検討を

進め、全体のパッケージをきちんと作り、日本としての戦略というのを構築していくこと

が重要だと個人的には考えている。 

 

○ 外国人労働者を受け入れるにあたって日本語は重要。またコミュニティーという面で考 

えると、例えば家族で来るということであれば、子供の教育という問題が大きい。医療機

関も大きな問題。それ以外で言えば、就労管理が重要。管理するというと人権の問題を言

う方がいるかもしれないが、そこはきちんと管理をするというシステムでないと、大量に

入れるのは難しいのではないかと思う。 

 

○ 2030 年の日本を考えると、機会の均等が保証されての上でだが、日本の社会は二層化す

ることで活力を維持して行くものなのか、今のような、出来るだけ平等な社会を続けてい

くことになるのか。グローバル化に対応するにあたって、日本の社会も変革が求められる

と思うが、その辺はどう考えればよいのか。 

 

○ 私の直観的な反応で言えば、二層化よりは、多層化がよいのではないか。賃金格差とか

生活水準の格差がそれなりにあるのは良いが、それが両極端に分かれ間がすごく飛んでい

るようなことは、それ自体がよくないと思う。だから、なだらかにいろいろなものがあっ

て、そこに機会の均等があるというのが多分、実質的に機会の均等を保障することになる

のではないか。これが下層と高層で間が非常に空いているようだと、機会が均等であると

言っても、下から上へのジャンプは難しい。様々なレベルの職種が様々に存在し、その間

のモビリティが非常に高いというのが、良いと思うが、このようなことは実現できるか。 

 

○ 実現するように努力するしかないと思うが、その意味でも教育は非常に重要で、教育を 

受けたい人が受けられるようなシステムになっているということが重要。 


