
 

「日本２１世紀ビジョン」に関する専門調査会議事要旨 

                                      

（開催要領） 

１．開催日時：平成 16年９月 15 日（水）14:05～15:52 

２．場  所：内閣府本府５階特別会議室 

３．出席者 

      竹中 平蔵 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

 民間議員 牛尾 治朗 ウシオ電機（株）代表取締役会長 

  民間議員 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

 会長   香西 泰  内閣府経済社会総合研究所長 

専門委員 伊藤 隆敏 東京大学大学院経済学研究科教授 

同    伊藤 元重 東京大学大学院経済学研究科教授 

同    翁  百合 （株）日本総合研究所調査部主任研究員 

同    玄田 有史 東京大学社会科学研究所助教授 

同    田中 明彦 東京大学東洋文化研究所所長 

同    宮崎 哲弥 評論家 

同    八代 尚宏 （社）日本経済研究センター理事長 

同    吉田 和男 京都大学大学院経済学研究科教授 

※牛尾、本間両議員は、「日本２１世紀ビジョン」に関する専門調査会運営規則（資料３別紙 

 １）第２条第３項の規定に基づき、出席。 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．経済財政政策担当大臣挨拶 

３．議事 

 （１）議事の進め方について（案） 

 （２）「日本２１世紀ビジョン」の方向性について（案） 

 （３）今後の検討スケジュールについて（案） 

４．閉会 

 

（配布資料） 

資料１ 「日本２１世紀ビジョン」に関する専門調査会委員名簿 

資料２ 「日本２１世紀ビジョン」検討体制 

資料３ 議事の進め方について（案）（①運営規則、②会議の公開） 

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（案） 

資料６ 今後の検討スケジュールについて（案） 
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参考資料１ 我が国の経済・社会を巡る環境の変化について 

参考資料２ 長期予測資料 

参考資料３ 審議会・懇談会等の議論の整理 

参考資料４ 過去の長期ビジョンの例 

                                           

（概要） 

○ 冒頭、浜野統括官から説明。 

 

（浜野政策統括官）  去る６月４日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方

針 2004」において、「経済社会のさらなる発展のための戦略として、21世紀ビジョンを官民の

英知を結集して、経済財政諮問会議において平成 16年度中にとりまとめる」こととされている。

このため、先般経済財政諮問会議において専門調査会の設置が了承され、本日の開催に至った。 

   資料１は専門調査会の委員の名簿、資料２は「21世紀ビジョン」の検討体制、資料３は議事

の進め方について、資料４は「21世紀ビジョン」の検討の方向性、資料５は専門調査会におけ

る審議について、資料６は今後の検討スケジュールについてとなっている。また参考資料とし

て、１から４まで、我が国の経済・社会を巡る環境の変化について、様々な長期予測を整理し

た資料、審議会・懇談会等での長期ビジョンの検討課題について整理をした資料、「過去の長

期ビジョンの例」を整理したので、今後の議論の参考にしていただきたい。 

   専門調査会の専門委員として就任いただいた方は、11 名のメンバーで構成される。会長につ

いては、経済財政諮問会議の運営規則第９条に基づき、内閣府経済社会総合研究所長の香西委

員にお願いしたい。 

 

（香西会長）  このビジョンは今後四半世紀について展望し、これからの日本の姿を描いていく

ことが課題である。これまでも構造改革が進んできたわけであるが、将来を見ると人口問題、

国際関係の問題、財政問題等々難しい問題があり、厳しい条件の中で何とか新しい道を見つけ

ていくことができれば大変幸いである。そのために、皆さんからは是非新しい斬新な発想を出

して議論をしていきたい。では、竹中経済財政政策担当大臣より御挨拶をいただきたい。 

 

○経済財政政策担当大臣挨拶 

（竹中大臣）  大臣に就任してからもう３年５か月になるが、実は就任の当初からこういうメン

バーで、こういうプロジェクトを是非持ちたいとずっと考えていた。残念ながら目の前の行政

をまず優先させなければいけないという制約もあり、一度３年前にこういうプロジェクトをや

ってはどうかと提案したが、なかなか賛成も得られず延期されていた。その意味で待ちに待っ

たプロジェクトが、待ちに待ったメンバーを集めて、ようやく始められるという思いである。

是非とも改めてよろしくお願いを申し上げたい。 

   構造改革を進めなければいけないと、それについて十分か、不十分かという評価もいろいろ

あるが、常に３年間言われてきたのは、その先にどういう日本があるのかという問題であった。

いろいろ私たちなりに説明をしてきたつもりであるが、一方でビジョンが見えない、ビジョン
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がないと言われている。ではアメリカのホワイトハウスはそういったビジョンを出しているだ

ろうか、イギリスのブレア政権はそういうビジョンを出しているだろうか、これは出していな

い。しかし何となくビジョンが見えているような感じがする。恐らくアメリカでは、政権を担

っている人たちの背後にいるインテレクチュアルたちが、さまざまな形で、それこそブルッキ

ングスやＡＥＡのようなところで、いろんなビジョンを議論しており、それらが一体となって

国民に何らかのビジョンらしき情報を提示してきたのではないのか。 

翻って日本はどうであったか。こういうことは余りやったことはないが、大平内閣に大平政

策研究会というのがあり、そこで出された当時の環太平洋連帯構想等々が、気がついてみると

今では当たり前の政策の中に定着してきている。私がお願いしたいのは、そういった意味で四

半世紀先を見据えた日本のビッグピクチャーを描いていただきたいということである。新しい

時代を考えるときの基本的なコンセプトは何かということを是非大胆に描いていただきたい。

それに当たっては、是非とも何の拘束も受けないで議論をしていただきたい。御承知のとおり、

役所というのは様々な省庁の思いがあり、将来の政策を縛られたくないという思いがある。し

かしそこは諮問会議に直属している会議であって、是非何の拘束も受けないで思い切って議論

をしていただきたい。 

   参考までに、議論をしていただきたいテーマのようなものを一応提示したが、勿論十分では

ないところもあるので、大胆に超えて議論をしていただきたい。私自身も、できるだけ時間を

割いて、勉強のつもりで議論に参加したい。どうか、このプロジェクトが 25 年後に当たり前に

なっているような、そのコンセプトの生みの親になっていただきたい。 

 

○「日本２１世紀ビジョン」の方向性について 

（香西会長）どうもありがとうございました。では、全体についての意見を各委員からいただき、

大きな方向について皆さんから一言ずつでもいいから御議論いただきたい。 

   なお、資料５にある通り、方向性について、こういうことに気をつけた方がいいのではとい

うメモも出ており、更に何人かの委員からは書面という形で全体についての意見を承っている。

適宜参照していただきながら、まず全体の方向、あるいは重複する問題、各ワーキンググルー

プの横断的な事項、あるいは全体の方向といったようなことを議論していただきたい。 

 

（伊藤（元）委員）  全体の進め方について、私のグループで競争力と言われているが、経済活

力、産業活力ということを議論したい。その際、経済活力を確保する手段は、大きく分けると

３つしかないと思っている。 

１つはできるだけ多くの経済資源を民間部門に集めて、そこで活性化させる。これは恐らく

郵貯の民営化などの問題とも関わってくる。少子高齢化の中では、この部分が非常に大きなか

ぎになると考えられる。 

   ２つ目として、技術革新というのは、非常に長期的なトレンドの中で重要な役割を持ってい

て、そのダイナミズムをどれだけつくれるか。勿論、背景にある金融の在り方、あるいはコー

ポレート・ガバナンス、そういった社会の仕組みとも関わる。人材のところでもそれぞれ関わ

ってくる。 
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   ３つ目は、やはり日本だけでできることは非常に限られており、より海外との関係を深めて

いけるかどうか、個人的にはこの３つしかないと思っている。私の部会ではこのような点を考

えていきたい。 

 

（八代委員）  大臣にお伺いしたいが、今は厳しい改革を行っており、その改革が終わった後で

明るい未来が開けるというのが一つのテーマだと思うが、ものによってはかなり厳しい姿を描

かなければならないのではないか。例えば地域社会については、やはり過去の高い経済成長、

それから人口が増えてきた時代と違って、やや極端な言い方をすると撤退の時代というような

キャッチフレーズを使っていいのか。非常にマイナスイメージであるが、かつてのように人が

いるところに社会資本を投下して豊かな社会をつくるということは、人口減少社会では難しい

のではないか。ヨーロッパのように、社会資本のあるところに人が住む、そのための撤退の費

用はきちんとカバーしなければいけない。その意味で、人々の生き方がある程度変わることに

よって、豊かな地域社会、あるいは生活が実現できる。そのようなメッセージが、果たして受

け容れられるのか。そういった制約なくして、やはり長期ビジョンは開けないのではないか。

不良債権の処理と基本的に同じで、均衡ある生活を描くということは、それなりに過去の借金

を処理するといったイメージが必要ではないか。 

 

（宮崎委員）  私の参加しているパートで一つの大きな課題となっているのは、治安である。昨

今も大きな残虐事件が続く中、非常に社会不安が広がっており、この問題をどのように社会構

造や経済構造の問題とつなげていくかということは非常に重要な課題であり、社会的関心も深

いのではないかと思っている。これは、単純に刑法をどうするか、警察の治安体制をどうする

かということを超えて、地方分権や、更に言えば社会資本あるいは国家の財政的な資源をどの

ように配分するかということに深く関わっている問題であり、安心をどのように担保していく

かということである。古典的な夜警国家ではないが、安心・安全を保障しなければ、国の未来

はない、経済的な安定も望み得ない。この部分をこれから重視していくことは、経済的、社会

的な意味合いも大きい。 

 

（玄田委員）  日本経済、日本社会が一つの統一ビジョンを持つ時代は、すでに終わっているだ

ろう。日本は社会的にも経済的にも極めて大きな国となったので、一つの統一ビジョンを方向

づけるのではなく、個々人が自分のビジョンを持つためのきっかけをつくらないといけない。

そう考えると、結局はこの専門調査会も社会全体をどう巻き込んでいくのか、それは学校、家

庭、職場、バイト、居酒屋も含めて、個人のビジョンを持つためのきっかけを提示できるかと

いうことがポイントであろう。最近の印象では、20 年、30 年後の未来を思考するときに、原点

に戻るという方向が強まっているのではないか。いろんな会社の方に話を伺うと、一番大切な

ことはうそをつかない、一人前にする、段取りを踏まえる、結局あいさつが大事といったこと

をいう会社の方が、結局力強くてそうだなと思う。未来を思考して将来が不透明なときには、

原点に立ち返りながら議論のきっかけをつくることができたらいいのではないか。 
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（伊藤（隆）委員）  私はグローバル化のところですが、第１点は、グローバル化の問題は実は

ほとんどが国内問題であるということである。最近のＦＴＡの議論の中でもわかるが、農業問

題、外国人労働問題などがグローバル化を妨げており、その部分の改革なしには、やはり日本

が国際的にリーダーシップを取っていくのは難しい。その点で、ほかの３つのグループと緊密

に連携したい。個人的に外圧論は嫌いだが、国内的にも対外的な部分を解決してことが重要で

ある。 

   また、それほど顕著ではないが、教育の問題、公務員改革、企業のガバナンスなどとグロー

バル化は非常に密接に関係している。日本が国際的な活躍をできるかは、やはり国内に人材を

いかに供給できるかに係っている。その辺も国内問題である。 

   第２点は、国際的な貢献度合に比べて日本は損をしている。単にＯＤＡのお金をこんなに出

しているのに常任理事国にもなれないという話ではなく、制度づくり、あるいは基準認証の問

題、そういった非常に大きなところで日本はもう少し日本が楽になるようなことをできるので

はないか。これから特に高齢化、少子化、低成長の時代なわけで、うまく主張していかないと

つぶされてしまうのではないかという危惧を持っている。かつて強大な経済力を持ったイギリ

スが、いかにその後、経済的な順位は落ちても、国際的な発言権を確保していったのか、やは

り議論の仕方がうまい、制度づくりをうまくやったということだと思う。そういった点で、日

本がいかに貢献できるような仕組みをつくっていくかについて、今取り組んでおかないとこれ

から 25 年経ってしまったらもう遅い。だから、何ができるかを考えていきたい。 

   あと、アジアとの連携が一番に挙げられているが、いわゆるＧ７も忘れてはならない。欧米

とうまくいかないからアジアに戻る、そういった気分的なところがあるのは好ましくない。グ

ローバルというのはやはりグローバルなわけで、アジアに偏ることなく、全世界的にどういう

ことができるのか、あるいはどういうことをしていかないと日本は沈没してしまうのかといっ

た問題意識でやっていきたい。 

 

（田中委員）  経済財政諮問会議は何でも考えるのであろうから、国際政治、安全保障なども含

めて、グローバル化していく中での日本ないし日本人の在り方をどのようにするかということ

を考えることだと、今のところ理解している。 

   伊藤隆敏さんが言われたことと非常に共通する面も多いが、ちょっと違う観点から言えば、

今後 20 年で中国・中国人と、日本・日本人はどのように付き合っていくのかは、非常に大きな

テーマではないか。20世紀の後半、恐らく日本・日本人は、アメリカ・アメリカ人とかなりう

まく付き合ってきたと思うが、今後は、アメリカ・アメリカ人とうまく付き合いつつ、中国・

中国人ともうまく付き合っていかなければいけない。このようにするためにはどうしたらいい

かが、ポイントかなと思っている。 

   制約要因は非常に強いわけで、少子化など色々な面があるので、その中で、日本国民が自ら

のコントリビューションに比して不当な扱いを受けないようにするためにはどうしたらいいか、

日本国政府が一生懸命考える必要がある。国際機関の中でどれだけ発言力のある人材を我々が

持つことができるかが、かなり重要になるため、その面で言うと、ある種の 20年、25 年、中

国やアメリカの付き合いを可能にする。相手がナショナリスティックになったから、こちらも
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ナショナリスティックになるというのでは、余り話にならない。こうしたことのビジョンを考

えるとともに、国内的にどこを変えていかなければならないかということも、先ほど伊藤さん

が言われたように考えていく必要があるかなと思っている。 

 

（吉田委員）  経済財政展望ＷＧでの使命は、2030 年までの持続可能なマクロの状態をどう維持

するか、政府が経済を食いつぶす状況をどうつくらないようにするかだと思う。 

   持続可能な経済というのは、例えば一人当たり所得が減らずに維持される状況なのかなとも

考えられるわけだが、少子化で人口が減ることは、一人当たり資産が増加していくわけであり、

貯蓄をしなくて済む。すなわち、一人当たり消費で考えればもう少し楽な運営ができるのかな

と思われる。いずれにしろ、持続可能な成長というのは何かというのを探りたい。 

 

（翁委員）  先ほどグローバル化と国内問題と言われたが、競争力は、グローバル化に否応なく

日本が取り込まれる中で、この問題を考えていかないとならないと思っている。比較優位分野

を伸ばしていくのと同時に新規の産業がどんどん生まれて、新陳代謝がスムーズに行われる経

済であることが競争力の一つのポイントではないか。 

   もう一つ、大きなポイントになるのは人口減少であり、当然ながらマーケットの縮小、また、

人的な資源をいかに活用していくかが、大きなキーになっていくと思う。 

   今後の 30年を考えた場合に、やはり日本経済における資源配分の効率性をいかに図っていく

かが基本的に一番重要なことだと思っており、先ほど伊藤元重先生が言われていたように、公

的部門を見直して民間に持っていくことも重要な点であり、同様に民間部門におけるマーケッ

ト機能の不全ということをいかに正して、資源配分の効率性を図っていくかが基本的に重要な

論点ではないかと思っている。 

 

（竹中大臣） まず、八代委員が言われた点は、明るい未来を描いて頂く必要は全くない。先ほど

申し上げたように、何ものに拘束されずに、思い切り議論を展開して頂きたいと、それに尽き

ると思う。日本は過去だって別に明るい面ばかりだったわけではないし、今だってそうだし、

未来もそうだと、私たちはそういう社会の中に多分いるんだと思う。 

   撤退の時代というのは、非常に一つのピクチャーとして、なるほどと思わせる面があり、い

わゆる選択と集中が空間面で起こるというようなイメージでも良いのかもしれない。いずれに

しても、本当にコーションとして出さなければいけない面は、むしろ強烈に出して頂きたいと

思うし、これは政府が実施しているから、明るい面が必要だとか、そういうことは全くないの

で、本当に自由に御議論を頂きたい。 

   先生方が述べられた幾つかの点、どの点も誠にごもっともであるが、全てに関連する点で、

敢えて１つお願いと言うか、どうなのかなということでちょっと申し上げておくと、人々の素

朴な疑問や素朴な思いが、やはり常にあるのだと思う。要するに、日本はどうなるのだろうか

と。宮崎委員が言われた治安、日本は少し前のアメリカみたいになってしまうのだろうかと。

田中委員が言われたように、中国とアメリカに挟まれた日本はどうなってしまうのだろうかと。 

   どうなってしまうのかを、例えば経済学的に色々定義して、尺度をつくって、安全保障面か
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らの尺度でみてどうかというのは、我々は日頃行っていないわけではない。むしろ非常に素朴

な点に立ち返り、人口が不足して、外国人労働者が来るのだろうかと、そうしなければいけな

いのだろうかと、そういう素朴な思いが一杯ある。そういうものと、是非先生方の立場で素朴

に向き合って頂き、それでビッグピクチャーを描いて頂きたい。これは決して将来の予想をし

て下さいという意味ではなくて、将来のことは分からないが、そういうことを考える場合の一

つの物差し、国家のビジョンではなく、一人ひとりがビジョンを持つときの一つの物差なり尺

度だと思う。 

   伊藤隆敏先生が言われた、日本はこんなにやっているのになぜ評価されないのかと、日本人

は思っている。それに対して、伊藤元重先生が言われた民間活力の話や、郵政の話をすると、

本当に市場で大丈夫なのかと、全然違う次元の話が降ってくるわけであり、素朴な疑問は沢山

あるのだと思う。吉田委員、翁委員が言われたような視点も全くそれに関連していると思う。 

   常に議論を詳細に詰めていく中で、人々が持っているのであろう素朴な疑問に立ち返り、思

い切って議論して頂きたいということを是非お願い申し上げる。 

 

（牛尾議員）  大平政権時に研究会を作るお手伝いをしたが、大体 40 代後半と 30 代後半位の人

達により９つの会議が運営され、５つか４つ位は、非常に的確な未来を考えた。大平さんが亡

くなられてから中曽根政権がそれを引き継いで５年間に亘って実現した。それにより、提案の

半分位は実現したと思う。 

   それと並行的に、提案を作った知識人と官僚が中曽根政権の改革に積極的に協力したことは、

大きなサブ効果であったと思うので、議論を幅広くすることは非常に大事。 

   皆さんの話は非常に面白いお話ばかりだが、例えば技術革新を伊藤先生が記載される時に、

今日の技術革新のきっかけは、民営化や規制撤廃に大きく影響している。 

   従って、私は土光臨調の３公社の民営化、特に通信、電電公社の民営化と、交通、国鉄の民

営化が、今日の繁栄と技術革新の過半を占めていると思う。そういう意味では、郵政の民営化

が果たしてそれと同じような役割が果たせるのかと思っている。また、国立大学の独立法人化

も、知識の価値という点においては、相当大きな、20 年後の大きな機動力になるはずだと考え

ている。 

   今日の繁栄は、特に情報メディアとデジタルなどが繋がり、交通手段が非常に便利になり経

済が流動して、それが現在の日本の繁栄を作ったと思う。あの民営化がなければ、今日はなか

っただろうと思うので、郵政民営化と国立大学独立法人化を過大に期待していると思われてい

るが、あの当時も全然期待されていなかった。あの時は、国際電話と長距離電話が高いから民

営化すれば安くなるのだという目先の期待だけしかなかった。国鉄は山猫ストがなくなり楽に

なるのだと。それはネガティブなもので、救われればいいと思っていたが、携帯電話などでこ

んなに社会が動くことは全然予測していなかった。過大評価だと当事者は思うが、変われば、

それをきっかけに何ものかが生まれる、動き出すことが非常に大きな変化になっている。現状

から先を見通すだけではなくて、変化をどう利用して、どうバネにして次のものを求めるかに、

このような会の大きな意味があるのではないか。 
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（八代委員）  人々の日本はどうなっていくのかという疑問に答えるのが、やはり一番大きなメ

ッセージだと思う。単純に答えれば、過去と同じシステムを維持していけば、どんどん衰退し

ていかざるを得ない。しかし、高齢化やグローバリゼーションなどの環境変化にきちんと対応

すれば、新しい未来が開けるというのが当たり前だが、一つの共通テーマで、具体的にどうす

るのかということがある。例えば、宮崎委員の述べられた治安を考えれば、国民の安全とは、

経済学で言う最も基本的な公共財であり、これが守れない政府は意味がない。なぜ今守れない

かというと、過去の殆ど犯罪がなかった時代に基づいた警察治安体制で対応してきているため

である。他方で、そのままで警官を大幅に増やせるかというと、財政の制約からとてもできな

い。 

   そうであれば、選択と集中で警官は本当に警官でなければできない仕事に集中し、それ以外

のものは民間に任せる。まさに今回の駐車違反取締業務の民営化は、その第一歩だが、他にも、

例えば交通警察は何故警官が担う必要があるのかも含めて、官と民の役割分担を果たすことが、

まさに新しい未来に向かっていく一つのやり方ではないかと思う。 

   全体を見ると、例えば医療が抜けている。医療とは、例えば財政問題でもあり、産業問題で

もある。とくに、医療とはハイテク産業であって、高齢化の中では需要が増えていく。 

   そういう意味では産業として有望なのに、日本では医療を産業だとみなす発想がゼロである。

こういうものが、日本の競争力を低下させているひとつの要因ではないか。それから、国民生

活の面でも、安心した医療サービスの提供が重要である。そういう１つの問題を、例えば各グ

ループで共通に考える。教育は当然そうなっていると思うが、他にも幾つか抜けているのでは

ないかということで、もう一度横並びで見る必要があるのではないか。 

 

（竹中大臣）  抜けているものが沢山あるという点については、全くそのとおりだと思う。家族

の問題など、そういう意味では、いろんな資料、ドキュメンテーションにとらわれることなく、

幅広く柔軟に是非御議論頂きたい。 

   今、言われたことで、私自身、そんなに歴史に詳しくはないが、やはり歴史観とかを多分こ

れから考えていくには必要になると思う。 

   今、安全を巡る日本の制度の御指摘がありましたが、歴史を敢えて紐解けば、制度の基礎を

作ったのは明治維新時で、当時の人口は 3,800 万人位だった。割と小さな国を想定して、それ

が村社会につながるのかもしれないが、いろんな国の仕組みができている。従って、罰則も非

常に甘いし、人は余り犯罪を起こさず、互いの相互監視で何とかなるという制度を前提にして

いる。 

   しかし、これだけ人口が多くなって多様になってくると、コンプライアンスなどという言葉

を敢えて全面に出さなければならなくなっている。そういうものが今後どう変わるのかが、歴

史も踏まえて、是非いろいろ御認識賜わらなければいけない問題なのだと思う。 

   今、申し上げたようなことは、皆さん常にお考え頂いていることと思うが、そういう意味で

は、いろいろな分野の専門家からヒアリングをして頂きたい。ここにおられる皆さん方は、専

門調査会のメンバーであると同時に、各ＷＧのリーダーであるので、リーダーとしてのアント

レプレナーシップを是非発揮して、柔軟かつ大胆にやって頂ければありがたい。 
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（伊藤（隆）委員）  制度づくりのところで言い忘れたが、例えばＦＴＡの交渉において、日本

側が４人で、相手側が１人というような交渉場面がかなり多いいが、その際、国内調整が殆ど

行われていないことが多い。それは国内問題としてきちんと解決して、官邸できちんと統一見

解を作られて、ここまでは譲るというようなシナリオを書いてから行かないと、国際的に一番

イフェクティブな交渉にはならないと思う。 

   そういう点で、グローバル化に成功するために、やはり国内問題の解決に成功しないといけ

ない。それは制度も含めてということで理解して頂きたい。 

   それから、田中さんが言われた中国の問題は非常に大きい問題だと思う。かなり政治的な決

断も必要になってくるであろう。相手のあることなので、相手にも決断を促さなければいけな

い。国際政治に関わる箇所で、日本政府はこうした方がいい、中国政府もこうすべきだなんて

ことが書けるのであろうか。 

 

（竹中大臣）  私も３年５か月政府の中にいて、官邸がリーダーシップを取ろうと常にすると、

各省及び与党との調整をどうするかという問題、すなわち政治問題に直面する。しかし、そこ

ら辺も日本を変えていくときの最大のポイントであるので、そういう問題も是非念頭に置いて、

少しダイナミックに議論をしていただきたい。 

   また、是非、主査、副主査にＷＧの報告書を直接書いていただき、省庁の合議的なものを基

本的にはやらない形で書いていただきたいと思っている。楽しみにしているので、よろしくお

願いしたい。ありがとうございます。 

 

（竹中大臣退席） 

 

（本間議員）  今、伊藤元重さんの言った問題は、日ごろ我々が悩んでいる問題で、政府部内の

調整が一番大きな問題で前に進めない。フランクに日本の意思決定システムの問題点も含めて

書いていただき、後は大臣がしっかりとそれを政府部内につなぐ。初めから余り出口の部分の

ところを気にして、遠慮されるよりも、外から見た正常な感覚を入れ込んでいただければ、大

臣を先頭にしながら、政府部内の調整がスムーズにいくように努力するので、是非頑張ってい

ただきたい。 

 

○議事の進め方について 

（浜野政策統括官）  資料３に「議事の進め方について（案）」がある。 

   ２つあるが、「『日本 21世紀ビジョン』に関する専門調査会運営規則」は、この調査会の運

営の仕方について、会長の職務、委員が御欠席の場合の取り扱い、議事の定足数、過半数が出

席したときに開くという内容。次のページ、審議内容の公表で、この調査会が終了した後、遅

滞なく適当な方法で公表していくという内容。それから、「『日本 21世紀ビジョン』に関する

専門調査会の公開について（案）」で、議事の内容を世の中に公開していくということで、議

事要旨については、原則として調査会が終了した後、一週間以内に作成して公表する。配付資
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料は原則として公開。それから、この調査会自体は非公開とするが、内容については、会議終

了後、専門調査会長ないしは事務方から記者会見を行う。開催日程については、事前に周知を

する。以上です。 

 

（香西会長）  議事進行の仕方の公開のルール、その他について、お気づきの点があったら是非

おっしゃっていただきたい。よろしいか。それでは、こういう形で議論を進めていきたい。 

   専門委員会の中の議論として、21世紀ビジョンの方向をどう考えていくかということについ

て、更に自由に、いろいろな御意見をおっしゃっていただきたい。 

   資料５では、全体としてのトーン、どういう形がいいのか、これについては、既に大臣から

も、かなり自由度はあるということですから、逆に言えば、責任がこっちに来てしまったとい

うことで、政府の文章だから甘く書いてありますという言い訳ができなくなった。それは、各

ＷＧそれぞれにお願いするとして、ある程度トーンが合っていた方がいいと、決して統制する

つもりはないが、むしろ売りとしてどういうトーンで書けば、この報告はいいかといったよう

なことも含めて、御議論いただきたい。 

   次に、重複というか、横断的な事項というのを幾つぐらい考えておくか、それをどういう形

でＷＧの間で議論していくか、特別関係あるグループだけで集まることも考えられるし、いろ

んなやり方があるので、御意見も承りたい。それから、専門調査会全体としては、こういうセ

ントラル・アイデアでいったらいいのではないかというような御提案があれば、是非拝聴した

い。 

 

（伊藤（元）委員）  我々のグループで、どういう議論をしたらいいかなということを考えだけ

でメモにしてみたが、今、考えているイメージは、非常に単純なイメージで、１つは、確かに

状況は非常に厳しいが、我々のテーマである、経済活力とか、産業活力ということ、道はある

んだという議論をしっかりしていきたい。 

   その方法は３つあって、１つは、いわゆる民間部門へ、資源を集めていくということが、今

の改革の非常に重要な大きな柱になって、先ほど翁さんからも、少し補足してもらったが、民

間のいろんな企業の在り方とか、金融システムの在り方というところには、いろいろ見直しに

来ているから、それが全体としての活力ある民間の経済の運営に向かうということを、まず１

つの柱とする。 

   ２つ目は、個人的な思い入れもあるが、長期的なトレンドで見たときに、世界全体のトレン

ドを見たときに、技術革新の意味というのは、ますます重要になっていて、牛尾議員も言われ

たように、そこが非常に大事なのは、よく我々は、イノベーションとインベンションを分けて

考えるべきだという議論をするが、そういういろんな開発活動、イノベーション活動みたいな

ものが、マーケットメカニズムと非常に複雑に関わってきて、それが今の活力を生み出してい

るから、それが日本の中で考えるときに、どういう形のことが考えられるのかと、２つぐらい

お話しさせていただいた。１つは、そういう仕組みそのもの、例えば知的財産権や競争政策の

問題とか、それからもう一つはそれを生み出すリソース、事務局のメモの言葉を使うと、人間

力、そういうような、いわゆるリソースの、これは教育に関わってくる話だと思いますが、そ
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ういう話。 

   ３つ目は、伊藤隆敏さんのＷＧとの関わりが非常に強くなるが、やはり海外との相互扶助関

係を更に進めていくということ自身が、日本の産業、経済活力を進めていく上で非常に重要だ

というような話。 

   そういう中で、個別に議論しながら、その結果として、製造業は一体どんな形が描けるのか、

あるいはサービス産業はどんな姿になるのか、サービス産業にはいろんなものがあるから、少

子高齢化に関わるような、先ほど八代さんが挙げた、医療のような話から、例えばソフトウェ

アのような話もあるし、我々のところで議論するかわからないが、いわゆる食料、農業とか、

そういうような話もするのかどうか、これは我々のグループの中にそういう専門家の方が何人

も入っていただく、あるいはそういうヒアリングをしたいから、少し具体的に絵を描くような

ことができればと。皆さんの議論を聞きながら、少し話をさせていただきたい。 

 

（香西会長）ほかのグループからも、自分のグループでは同じ問題をこう考えているとか、何で

も言っていただきたい。 

 

（八代委員） 

   こういうものをＷＧの中で議論したいと思い私限りのメモをつくったが、全般的に、やはり

これまでのような高度成長、人口増時代の国土の均衡ある発展という考え方から、地域間競争

の時代に移っていかなければいけないんじゃないか。これは諮問会議で昔から言っていたこと

だが。また、例えば文化と環境の再生というようなテーマについても、国が日本固有の文化で

守らなければいけないと決めるのか、それともそれぞれの地域が、自分の地域の固有の文化と

いうものを守っていく、それに対して国が支援するということも考えられる。先ほど玄田さん

がおっしゃったように、もう少し多様な価値観というか、多様な個人がそれぞれビジョンを持

つというようなことを地域の段階でも考える必要があるんじゃないか。 

   教育についても、義務教育から高等教育までいろいろあるが、やはり選択肢の拡大というこ

とが基本だ。特に義務教育段階では国民をつくる教育という考え方が、いまだに根強いが、た

とえ義務教育であっても、利用者が選択する教育サービスという方向に、できる限り移ってい

く必要があるのではないか。勿論、規制は必要であるが、参入規制ではなく、行為規制と言う

か、できるだけ個々の選択に影響を及ぼさないような一般的な規制の方に変えていく必要があ

るのではないか。 

   それから、教育というものを独自に考えるのではなくて、労働との結び付き、特に若年者で

は職業教育の問題が大事だ。、それから中高年でも再訓練の問題は、福祉と訓練との関係も大

事であり、教育、労働、福祉というのを、ばらばらではなくて一体的に考えていく必要がある。 

   それから、大臣からも先ほど少しコメントいただいたが、家族ということが非常に議論があ

るが、これもできるだけ個人の選択というのを活かしていく方向が大事。 

   治安についても、警察だけを考えるんじゃなくて、もう少し、犯罪防止のワンストップ化と

いうのを書いているが、再犯の防止ということも非常に大事。刑務所を出ると、出た人に対し

ては完全自助努力というような仕組みになっていて、支援措置がほとんど採られていない。そ
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のために、必要以上に再犯を促すような面があるんじゃないか。例えば、刑務所の中で反省し

て、人々のために福祉をしたいと思っても、福祉関係の専門資格の中に、刑務所を出た人は就

けないというものがあるとか、一方で妨害をしているような規制もある。そういう意味では一

体的な形で考えるということが、刑務所、法務省の枠も超えて、全般的に治安ということを考

える必要がある。 

   少子化とか治安が脅かされているというのは、それ自体の問題もあるが、病気のときに出る

熱のようなものであり、全体のシステムが歪んでくるから、そういう形で問題が表面化してく

るんじゃないかという観点から考えていったらどうだろうか。 

 

（宮崎委員）  私が副主査をする生活・地域ＷＧに関しては、お話を伺って感じたのは、例えば

グローバル化ということに関して、モノ・ヒトの移動というものが非常に密になっていく、頻

度が高くなっていく、それにつれて、流動性が高くなるために、人々の安心というか、安全と

いうか、そういうものが脅かされていく。あるいは、制度に対する信頼というものが脅かされ

ていくという側面がどうしても出てくる。それをどうやって担保していくか。何か生活・地域

ＷＧに、そこの最終的なツケが一番回ってきそうな感じがしている。例えば、地方分権といっ

ても、国の中では移動の自由というものがあるから、しかも規制緩和ということは、移動の自

由をもっとモビリティーを高めていこうという方向になってくる。では一体、地方のアイデン

ティティーというのは、分権をすべき主体性というのは、何によって担保されるのかという問

題が必ず出てくる。 

   そういう規制緩和、構造改革、グローバル化には、当然のように光の部分と陰の部分がある。

いよいよそれが人々の生活実感として、あるいは治安問題、体感治安、あるいは教育問題で言

うならば、学力低下に対する不安という形で出てきている。 

   昨今のゆとり教育と称する、文部科学省が推し進めた教育改革というのは、実質的にはあれ

は教育の自由化という方向性の大きな流れを示したものだと理解しているが、世の中では必ず

しもそのようには取っていなくて、ゆとり教育は緩み教育であると。単に子どもを甘やかすだ

け、学力低下に拍車をかけるだけであるというような理解がされて、恐らくはこの 21 世紀ビジ

ョンがやろうとしている転換というのは、あらゆる場面でそのような理解のされ方をするので

はないか。そこで、そうではないというような制度配置上の、あるいは資源配分上の手当とい

うものを十分にしているということをあらゆるＷＧで、考えていただきたい。 

 

（玄田委員）  書きぶりのことと、キーコンセプトについて。最終的な想定読者は国民一般かな

という印象はある。というのは、地域とか生活について、比較的国民の方はより自分の身近な

問題だというふうに関心を持っていただける可能性はあると思うが、競争力とかグローバル化

とか経済財政の問題を自分の問題だと考えるためには、どうすればいいんだろうというのは、

とても大きな課題。具体的に言うと書きぶりで違和感があるのは、例えば少子化の問題を議論

するときに、今少子化が進んでいるので、女性に子どもをもっと生んでもらわなければ困ると

書いても、そうか、少子化が進むのか、それでは私は生もうという女性は、多分世の中に全然

いない。若年問題でも、労働力不足、社会保障制度の維持に鑑み若い人には働いてもらわなけ
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れば困ると書いても、そんな労働力不足だから私は働くという人はいない。だから、そういう

書きぶりになると、少なくとも素朴な疑問に答えることにもならないし、報告書に対する共感

というのは、なかなか生まれにくい。書きぶりというのは相当難しい。この間、あるベストセ

ラーを連発する出版社の方に、どうやったらベストセラーは書けるのか聞いたら、３つぐらい

あると言われた。１つ目は、具体的にだれに一番読んでほしいかというのをメッセージとして

持つこと。だれかに強いメッセージがないと、読んでもらえない。そういう意味ではかなり具

体的なイメージを、報告書全般であるべきなのか、ＷＧの中の報告書がなるべきか、それとも

その中のワンセクションになるかわからないが、一体だれにこの問題を一番読んでほしいのか

ということが必要。２つ目は、一言で言うと何が書いてあるのと聞かれたときに、答えるとい

うこと。素朴な質問に対して一言で言うと何かということを答えないといけない。よくワンフ

レーズと批判されるが、ワンフレーズになるのは読者が求めているからであって、一言で言う

と何だろうという素朴な質問に対してどう答えるかというのは、簡単ではないが、大きい課題。

３つ目は、書き手が妥協してはいけない、けれども、意固地になってもいけない。多分それは、

さっきの政治的な折衝とか調整という問題を超えて、かなりハードな問題だが、大事だ。もう

一つは、さっき八代さんの資料を見て、多様性というのがいろんな報告書のキーワードになる

が、実際いろんな企業で多様性を重視されている会社とか、地域とかあるときに、必ず同時に

出てくるキーワードは、多様性というのはばらばらではないとか、放任ではないとなって、あ

る会社では多様性をやるためには、ルールからプリンシプルに変えていかなければならないと。

つまり、今まではもう規則では決めていたのを、プリンシプルでやると。いろんな人がいても

いいんだけれども、これだけはみんなが守るとかそういうプリンシプルがないと多様性は多分

ばらばらであると。だから、最初に失敗する者が一番偉いでもいいし、そういうプリンシプル

がないと多様性というのは確保できないというベースがないと、なぜ今、改めてビジョンとい

うのを議論するかということにはつながらない。あともう一つ、安定ということをちゃんと議

論してほしい。本当の安定とか、本当の安心とは何かと。安定とか安心ということを、ちゃん

と何かとか、自分なりに考えるきっかけを提供しないといけないし、本当の安定とか安心を得

るためには、あるときにはある知識を持たなければいけないし、自分自身で行動しなければい

けないし、だれかと連携しなければいけない。そういう意味では 20年、30 年経って、今みん

なが不安なときに、安心とか安定を余り安易に求める傾向が、ちょっと強まっているから、そ

れに対して何か本当の安心とか安定は何かという様なことが、いろんな角度からできるとみん

なに読んでもらえるという印象はある。 

 

（伊藤（隆）委員） 元重さんのところで１つコメント。民間部門に集める場合に、全く自由放

任にするわけではないわけで、どういったルール、あるいは、金融で言うとスーパービジョン

になるが、政府としてどういう関わり方をしたらいいのか、何を機会の平等としての競争をき

ちんと保つために、政府は何をすべきなのかということを考えないと。ただ民営化すればいい、

あるいはただ資源を民間に移せばいいということではもう済まない時代。あるいは、そういう

分野にだんだんなってきている。だから、その点を少し言っていただきたい。それで、ルール

づくりというところで、国際化の方に、グローバル化ＷＧの方につながってくる。それから、
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外国人労働のところでは、勿論むやみやたらにだれでも入ってきてよいという自由放任という

か、全く自由化をすぐにできるとは思わない。ただ、今は、偏った人材を受け入れて、それ以

外の人材を受け入れないという仕組みになっている。ある資格の人は入れるけれども、ある資

格の人は入れない。入れない資格、これは書いてないわけだが、そこに実は日本にとって非常

に重要な人たちがいるんじゃないかと。書いてあるところも、よく読むと、こんな人がたくさ

ん入ってきていいのかというような資格がある。だから、そういうところで、どういう人たち

にまず日本に来てもらいたいのかということを考えることが、治安の問題とも関係してくるし、

教育の問題とも関係してくるし、単に外国人労働がいいんだと、もっと広めろというのと、あ

るいは、治安の問題があるからもっと厳しくしろというところの境目というのは、細かいとこ

ろを見ていかないといけない。 

 

（田中委員） 少し大きなところでは、先ほど竹中大臣が、政治の政策決定の仕組み、その他に

ついても踏み込んでよいと言われたが、これは日本 21世紀ビジョンですけれども、グローバル

化をやるとすると、ある程度は私どもの世界ビジョンとか、アジアビジョンというのを前提に

しないと、決まり文句のようにグローバル化はイネビタブルであるとか、世界はグローバル化

していくんだから、こっちはそれに合わせなければいけないという形でいくのでは、やや問題

がある。これから 20年、30 年のグローバル化というのは、必ずしも 90年代のグローバル化と

同じであるというわけではない。相当違うものになる可能性もある。その面で言うとグローバ

ル化と言っても必ずしも周りが変わっていくんだから、こっちはという話でもなくて、未来の

ことだから実は予測は難しいので、未来はこうなるだろうからというのも、やはり余りうまく

いかない面もある。日本とか日本人にとって、なってほしいアジアとか、なってほしい世界と

いうようなものを少し考えた上で、その思いに合わせて、日本もこうなるというような形の立

論の仕方の方が、日本人の多くの人に読んでもらえるし、説得力はある。それから、この時代

だからまた外国人も結構読むんじゃないかというふうに考えれば、そういう形で書いていった

方が、日本や日本人が何を考えているのかということを、より理解してもらいやすくなる。 

 

（吉田委員） 経済財政のところでは、最終的に一番重要になるのは、税率。消費税率がどうなる

かと。結局、政府はぎりぎり役割を果たしていって、できるだけ撤退していくというのは、ほ

とんど合意されているところだろうから、ぎりぎり下げられるところまで下げるとして、それ

でもファイナンスしなければいけない部分は消費税でしなければしようがないわけで、消費税

率がどうなるかというのは、それがクリティカルな答えになってくる。昔の計画なら、何百兆

円の社会資本蓄積をするとか、そういう話があったわけだろうが、そういうのは全くナンセン

ス。それと各グループで経済財政に関連するところはたくさんある。技術進歩率、経常収支、

人口、労働力化率をどう見るか、八代先生のところから、数字を出していただけるものなのか

どうか。結局、モデルで整合性のあるものをつくるということになると思うが、その辺の前提

条件も考え合わせながら御議論いただきたい。皆さんのところでつくられたビジョンが数字と

してどんなふうになっているのかというのがあると非常にビジュアルになる。特に技術進歩率

が楽観的に見られるということになると、いろんな問題解決になってくるとので、その辺も是
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非お考え合わせいただきたい。 

 

（牛尾議員）  １つ質問。政府がどんどん撤退していくというのは、それはみんな合意はしてい

るが、ゆっくりしか進まない可能性も強いし、本当に少なくなってきたときには、必ずしも日

本人が本当に民営化でいいと言うかどうかというのは、余り確信はない。今は、余りにも縛ら

れ過ぎているから、脱出感でそういう機運は合意されているが、実際身にしみて自立しないと

やっていけないということが強制されていくと、玄田さんが言っているように、そういう人は

余り多くないから、本当に日本というのは今はいいと思っている改革が、果たして 25 年もつの

か、不安を感じる。地方なんかに行くと、そういうことでも、首に縄を付けて引っ張るような

ことでビジョンを書くのか、そういうこともおもんばかって書くのかで、全然報告書の体裁が

違う。最近、特に、企業の経営をしていると、うまくいっている企業と、うまくいってない地

方の企業の経営者の思想の落差は、大きくなっている。そういうのを見ていると、日本はどう

収斂するんだろうかと思う。今は改革がうまくいってないから、改革が合意されているけれど

も、本当に改革が動き出したら、この国の国民というのは何に、改革しない政党は支持されな

くなるんじゃないかという気もする。その辺を余り楽観的に考え過ぎると危険という気がする

が。 

 

（吉田委員）  基本的なところで結構、例えば、地方分権をすると、義務教育費を地方に渡して

しまうと、地方で何人学級つくるかというのが勝手になる。だから、地方で改革をやるか、む

しろ効率化をやるか非効率化をやるか、非効率化が必ずしも悪いとは限らないが、そういうの

を決めていくことに制度上はなる。そうすると、ビジョン全体としてそれをどういう見るかだ。 

 

（牛尾議員）  八代さんや宮崎さんが言うように、地方が撤退したり、相手が半分ぐらいいなく

なってしまうんじゃないかという気がする。だから、成長する場合はいいが、人口が減少する

ことを肯定してしまってこの計画を書くのか、何とかこれを止めるんだという前提で書くのか

で全然違う。外国で、全部力のある国は、もう 2050 年まで人口が増えると予測されている。日

本だけが粛々と減っていて、それを認めた上で書くのか、とにかく、子どもを生みたいと思う

ような社会をつくるには、どう言えばいいかということを、もっと真剣に考えるとか、その辺

のところが、今、考えていることになるという感じで楽観的なところに流れ過ぎているのでは

ないか。 

 

（香西会長）  このビジョンでは、非常に素朴な質問に答えなければいけない。 

 

（伊藤（元）委員）  私のところで民間のところにできるだけ資源を持っていかなければいけな

いと申し上げたのは、そんな楽観論ではなく、むしろ逆。このまま放っておいたら、多分もう

25 年後には日本の経済はほとんど没落しているだろう。それを、いかにそうならない方にして

いくかということで議論するから、むしろ多分非常に悲観論だろうと思う。 
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（八代委員）  少子化問題について考えなければいけないのは、なぜ少子化になるかということ

である。つまり、働き方とか子育ての面において、子どもを持ちたい人が持てる状況を確保す

る。それでも合計特殊出生率が別に 2.1 にならない可能性は十分あるが、それは仕方がない。 

   今、子どもが持ちたいのに持てないという人が現にかなりいる。そういう状況をなくしてい

くのが少子化対策の第一。少子化対策の第二は、人口が減少しても安定した社会構造をつくっ

ていくということである。人口が増えなければ安定しない社会というのは、それ自体非常に危

険。 

   それから、吉田委員が言われた件との関連で言うと、人々に直接聞けばいろんな意見がある

が、そういう意見が整合的かどうかというのが大事である。そういう個々の希望というのは、

全部足し上げたらそれは発散するという可能性もある。幾らそれが人気のない報告書になった

としても、整合的な政策を示す必要がある。 

   その点で、例えば、ある程度満足して働けるような状況になったときの、労働力化率のイメ

ージは何％ぐらいになるのかということなどについては、事務局と相談して考えてみたい。 

 

（香西会長）  定量作業については、事務局としてはどういう、これは結局ＷＧからどんな注文

が来るかというのをまず待っている段階だとは思うが、ある意味で助走している範囲ではどう

いう形になっているか、一言、二言説明していただきたい。 

 

（大守研究所次長）  過去の経済計画とか長期展望で、いわゆるフレームという数字を使ったも

のも出た経緯もある。何か試算のようなものがあると議論が深まったり、あるいは、世の中に

対するアピールも深まるという意味での効能はあると思う。ただ、今回どういうふうにしてい

くかということについては、専門調査会、ほかＷＧにおける先生方の御意見を踏まえながら考

えていきたい。 

 

（香西会長）  ある程度の御注文等があれば、やはりある程度は事務局で考えていただこうと思

う。時間的制約その他は仕方がないとして、大きな問題があれば、議論のたたき台はそれを使

うということはあってもいいのではないか。 

 

（翁委員）  多少郵政民営化のことに関わっていて、やはり郵政改革が何で必要なのかというこ

とが、いかに国民にわかりにくいことなのかということが、今回非常によくわかった。やはり

公的な介入や公的金融などが、どういう形で日本経済、ひいては日本国民一人ひとりにとって、

どういう問題をもたらしているのかということが少しわかるような、そういった書き方ができ

たら良いと思う。 

  多分、競争力は、やはりいろんな資源がきちんと配分されて、効率的に配分されていって、

初めて持てるものである。そういったところをうまく書きたい。それから、人口の問題だが、

この会議では 20～30 年のことをテーマにしている。そういう意味で、多分ここ 20～30 年とい

うのは、今から政策努力をしたところで、その効果が見えてくるのは、多分もう 30年後の話な

ので、一応は 20 年、30年というのは、今のことを前提に書かざるを得ない。ただ、その後の
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ことについても、よりどういうピクチャーが描けるのかということを念頭に置いた書きぶりに

しておく必要があるだろう。 

   外国人労働者の問題というのは、極めてすべてのグループに横断的に関わる重要なトピック。

ブーレンストーミングなどが少し途中の段階でできたら良いと思う。 

 

（香西会長）  やはり構造改革とか規制の問題とか、制度づくりの問題は非常に大事だと思うが、

一種の経済学、ファンダメンタリズムでいくと、市場に任せればいいという、コーリーのよう

に、原理主義的に言うと、それしか説得してもらえないという素朴な疑問が非常に累積してい

ると思う。 

   ところが、例えば、市場効率というのをうまく測ることができる手段について、何か素朴に

わかりやすく、具体的に言うのは、なかなか難しい。それを、将来について言うというのはな

お難しいが、ある種の説得法というか、広い意味の分析法というのが、こういう機会に何かつ

くられていくと、それも非常にすばらしい生産物になるのではないかと思う。将来の姿はこう

なるだろうとか、こうあるべきだということのほかに、それを説得する論証法というか、証拠

の出し方とか、場合によっては計量的な方法とか、そういうこともこの機会に各グループで考

えていただいたら、方法論的な遺産が残ると思う。 

   それから、横断的話題は配布資料に例示という形で挙がっているが、外国人労働など、これ

は是非横断的な話題として取り上げたいというものを選んでいただきたい。 

 

（本間議員）  今回の委員の先生方というのは、ある意味では共通の土壌の中で選ばれたという

側面があると思う。恐らくこの専門委員会で大きく意見の対立が生じるということは、余り予

想されないので、１つの日本の良識としてのビジョンが描くことができると思う。ただ、問題

はそこが現実にどのように生かし切れるかどうかということである。今の問題設定で、私が幾

分不安に思っているのは、政府そのものの分析、これが弱いのではないかということである。 

   我々大体考え方のイメージがあっても、現実にそれを具体的な施策としてやっていこうとす

ると、政府とは何ぞやといったときに、政府というのはいろんな人がおり、そして政治の関わ

りがある。 政府の生産性とか、政府の強さというのは一体何なんだということを立ち入ってや

らなくていいのかではないか。ここは、やはり今後、経済組織における、市場と政府の本質的

な議論、ここはどこでやるのか。仮に認識が一致しても、具体化していくときに時間がかかる

というのは、やはりシステム上の問題があるわけで、是非政府の経済学をどこかで議論をきち

んとやっていただきたい。 

   もう一つ、抽象的な言葉で政策を語るということが、余りにも政府、あるいは、与党の中で

多過ぎる。定性的な文言の中で、お互いの解釈をぶつけ合って、そこで具体の施策につなげて

いくという、非常にあいまいな決着の付け方で半歩進めばいいということなのだろうが、ここ

をブレイクスルーするためには、やはり定性的な議論から定量的な部分をどのように付け加え

るかということが、この 21 世紀のビジョンの調査会において、一番求められるところではない

かと思う。 

   そういう意味で、内閣府の専門分析能力大丈夫かということも含め、これは改めて、ここを
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支える戦力化を、是非この機会を使ってお願いできないかと思う。 

   もう一つ、最後だが、総論的にビジョンを並べ立てても、この国は動かない。何を柱にして

打ち出すかということを、例えば、４本とか５本をはっきり打ち出して、それを具体的に、集

中的に具体化をするような運びが必要である。やはりメリハリを付けた提言が柱として出てこ

ないと、ほとんど何もこの研究会の成果が具体化されないということになる。是非戦略的にこ

ういうことを目玉の事項というものをきちんと出していただきたい。 

 

（香西会長）  この専門調査会は、諮問会議の下に付いているわけで、諮問委員会の議員の先生

方から御指導いただきながら進めていきたい。 

 

○今後の検討スケジュールについて 

（香西会長）今後、どういうスケジュールで考えているかということについて、一応事務局から

案を御説明いただきたい。 

 

（浜野政策統括官）今月中には、各４つのＷＧの検討がスタートするものと考えている。 

   とりあえず、現在のところ最終的には、今年度中に諮問会議においてとりまとめるというこ

とになっており、来年の３月には何らかの形で報告をとりまとめるということが、一応時間的

な最後のゴールである。とりあえず 12月、今年の末ぐらいまでに、それぞれ４つのＷＧで基本

的な方向性のようなものを出していただき、それを一度経済財政諮問会議の方にも報告をして、

少し議論いただくというようなことで進めてはどうか思う。 

   各ＷＧの議論が始まった後、来月の上旬ないしどこかの時点で、もう一回この専門調査会を

開いていただき、各ＷＧの進め方や共通事項について、10 月早々にももう一度開いていただく

という段取りで考えていってはいかがかなと思っている。 

 

（香西会長）  とりあえず第１回をやって、各ＷＧのメンバーをそろえていただいて議論してい

ただくのが、まず第一。 

 

（牛尾議員）  各ＷＧのメンバーは決まったのか。 

 

（香西会長）  交渉中の方もまだいるようだが、概ね固まりつつある状況である。 

 

（江利川事務次官）  今日は非常に面白い、楽しい話を聞かせていただいた。 

   自民党と議論するときに言われるのは、小泉総理の構造改革は、いわゆる個別撃破的な手法

で施策を進めているが、一体この先に何があるのかということを常に聞かれる。ビジョンの必

要性は大きい。 

   ただ、非常に日本にとって残念なことは、そういうビジョンを作った大平総理は、総理期間

中に亡くなられている、小渕総理も同様である。田園都市構想の場合には、幸い中曽根総理が

そのビジョンを政策に生かしてくれたため、うまく活用された。 
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   今回は、ＷＧには若手の先生方に入ってもらうことになっている。役所も 40 前後の人をトー

タルで 15人ぐらい、各ＷＧ４人ぐらいずつ入れていただいている。若い人が中心であるため、

ここで考えられたことが、学界、実業界、あるいは、官界の中で、将来にわたって背負って実

現していただけることになる。既存の枠組みにとらわれることなく若い英知を結集してつくっ

ていただきたいと思っている。 

   各役所から来た人たちには、私の方から、自分の出身省庁にはとらわれないようにと、そし

て省庁の利害代弁者にならないようにということを、かなり強く申し上げた。しっかりやって

くれるものと思っている。時代を超えて、四半世紀の日本の絵が描けるようなものを是非お願

いしたい。 

 

（香西会長）  意見を聞いていると、だんだん期待が大きくふくれ上がってきて、答えるのが難

しくなってくるが、とにかく本日は大変勉強になった。 

   今日の議論を踏まえて、これから更に検討を進めていきたい。具体的にはまずＷＧ、皆様主

査、副主査の下でやっていただきまして、節目節目でこの専門委員会を開くという形で進めて

いきたい。それで、10 月上旬かどこか、次回におきましても、最初のＷＧの会合を経た後で、

その上でまた共通問題なり全体の方向なりを議論していただきたい。 

   長期ビジョン、なるべくいろんな人に読んでもらえる良いものにしたい。いろんなバージョ

ンがあってもいいのかもしれない。ビジョンなき国民は滅ぶというのが、シェークスピアの言

葉だそうだが、このビジョンのお陰で日本が生き残ったということになれば素晴らしいと、大

きな夢だけをいただき、この会のスタートを自ら祝っておきたいと思う。 

   なお、本日一応説明として記者クラブにも、本日の模様等についてお話をさせていただくこ

とにしたいので、御了承願いたい。 

（以 上） 


