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「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 

  議 事 録 （平成 16 年第 1 回） 

（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） 
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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） 

 

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 

 

 

（本文) 

（浜野政策統括官） それでは、ただいまより「『日本 21 世紀ビジョン』に関する専門調査会第１

回会合」を開催いたします。私、内閣府の浜野と申します。よろしくお願いいたします。本日は、

委員の皆様におかれましては、お忙しい中を御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

少し遅れておられる先生もおいでになるようでございますが、後ほど御参加されることになるか

と思います。 

去る６月４日に閣議決定されました、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004」にお

きまして、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というふうにされております。 

このため、先般、経済財政諮問会議におきまして、専門調査会の設置が了承され、本日の開催

に至った次第でございます。 

ちょっと資料の御説明をさせていただきたいと思いますけれども、資料のつづりを見ていただ

きますと、 

資料１が専門調査会の委員の名簿。  

   資料２が「21 世紀ビジョン」の検討体制。 

   資料３が、議事の進め方について。 

   資料４が「21 世紀ビジョン」の検討の方向性というものでございます。 

   資料５が、専門調査会における審議についてというメモ。 

   資料６が、今後の検討スケジュールについてというものでございます。 

参考資料といたしまして、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とい

う大きなもの。 

それから、長期予測のいろいろな資料を整理したもの。 

それから、審議会・懇談会等での長期ビジョンの検討課題について関係した議論の整理をした

もの。 

参考資料４として「過去の長期ビジョンの例」を整理しておりますので、今後の御議論の御参

考にしていただければと存じます。 

それでは、まず、専門調査会の専門委員として御就任いただきました方の名簿を資料１に掲げ

てございます。個々に御紹介するのは省略させていただきますけれども、こういうメンバーで

11 名で構成されております。 

また、本日は、経済財政諮問会議の有識者議員でございます、牛尾議員にも御出席をいただい
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ております。後ほど本間議員も御出席というふうに伺っております。 

それから、この専門調査会の会長につきましては、経済財政諮問会議の運営規則第９条に基づ

きまして、内閣府経済社会総合研究所長の香西委員にお願いすることになりました。   

香西先生にごあいさつをいただいた上で、以後の議事進行をお願いしたいと存じます。よろし

くお願いいたします。 

 

（香西会長） それでは、ただいま御紹介がありましたけれども、今度、この専門調査会の会長を

拝命いたしました。大変私には身に余る仕事だと思いますけれども、委員の皆様の御協力によっ

て、何とか仕事を終わらせたいというふうに考えております。 

既にお話がありましたけれども、このビジョンは、今後、四半世紀について展望して、これか

らの日本の姿を描いていくということが課題になっております。これまでも構造改革が進んでき

たわけですけれども、将来を見ると、いろいろ難しい問題があると、人口問題、国際関係の問題、

財政問題等々山ほどあるわけでありますけれども、その中で、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、大変幸いであるというふうに考えておりまして、そのために皆

さんからは、是非新しい斬新な発想をどんどん出していただいて議論をしていきたい。 

私は、大変微力でありますけれども、会長としてできるだけ活発な議論を発展させていくよう

に努力したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、ただいまから議事ということになるわけでございますけれども、本日は、竹中経済

財政政策担当大臣に御多忙のところを御出席いただいておりますので、ごあいさつをいただきた

いと存じます。 

 

（竹中大臣） 御紹介をいただきました、竹中平蔵でございます。本当にお忙しい皆様方に、これ

だけのメンバーがお集まりいただいたことを、まずもって感謝を申し上げます。 

それから、とりまとめ役をお引き受けいただきました香西会長、改めましてですけれども、是

非ひとつよろしくお願いをいたします。 

大臣に就任してから、もう３年５か月になってしまうんですが、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、ずっと私は思っておりました。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さまざまな制約もあり、一度、実は３

年前にこういうプロジェクトをやってはどうかということを出したことがあるんですが、なかな

か賛成も得られず、延び延びになった経緯があります。 

その意味では、私自身、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ございます。 

お集まりの先生方は、私が本当に若いころからいろいろ御指導いただいたり、一緒に議論させ

ていただいた、本当に尊敬申し上げている方々ばかりでありまして、是非とも改めてですけれど

も、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

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、不十分かという御評価もいろいろ

あるわけですけれども、常に３年間言われてきたのは、では、その先にどういう日本があるのか

という問題でありました。 

これは、いろいろ私たちなりに説明はしてきたつもりでありますし、一方で、ビジョンが見え
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ない、ビジョンがないというふうに言われるときに、では、アメリカのホワイトハウスはそうい

うビジョンを出しているんだろうかと、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

のだろうか。 

これは、出していない。かつて社会主義政権でそういうことをやったところはあるのかもしれ

ませんけれども、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ＡＩＡのようなところで、いろんなビジョンを議論して

いて、それが一体となって、国民に一つの何らかのビジョンらしき情報を提示してきたのではな

いのかなと思います。 

翻って日本はどうであったのか。こういうことは余りやったことはないんですけれども、唯一

牛尾会長がいろいろ、もう既に皆さんと御懇談をしておられるかもしれませんが、あるいは大平

内閣において、大平研究会というのがあって、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をしてきている。 

私がお願いしたいのは、是非、そういう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ございます。 

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と思います。 

役所というのは、御承知のとおり、いろんな省庁の思いがあって、将来の政策を縛られたくな

いという思いがありますが、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、こういう議論をしていただきたいというテーマのようなものは、一応お示しはし

ておりますけれども、勿論十分ではないところがたくさんありますし、それも大胆に超えて、是

非議論をしていただきたいというふうに思います。 

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させていただきたいと思います。 

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と、そのことを改めてお願いを申し上げたいと思います。どうかよろ

しくお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

（香西会長） どうもありがとうございました。通常ですと、これで議事をどう進めていくかとい

うようなことを議論すべき段階なんですけれども、本日、たまたま大臣がもう少しの時間残って

いただけるということでありますので、この機会に、むしろ全体についての各委員からの御意見

を言っていただいて、大きな方向について、是非皆さんから一言ずつでもいいですから、御議論

いただいて、それを皮切りといたしたいと思います。 

なお、資料の５にありますけれども、方向性について、こういうことを気をつけた方がいいの

ではないかというようなことも多少メモが出ておりますし、それから何人かの委員の皆様からは

書面という形で全体についての御意見を承っております。それを適宜参照していただくというこ

とをしながら、まず、皆様から御議論を伺っていきたいと思います。 

私の希望としましては、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わけですが、とにかく
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順次お一人ずつお話を聞きまして、できれば１～２分ぐらいのタイミングで御意見を、何につい

ても結構ですからお願いしたいと思います。 

それでは、伊藤元重委員の方からスタートしていただいてよろしいでしょうか、１～２分とい

うことで、全体について何でもおっしゃってください。 

 

（伊藤（元）委員） 全体の進め方について、今、特に意見を申し上げることはないんですけれど

も、私のグループで、競争力というふうに言われているんですけれども、経済活力とか、産業活

力ということで議論させていただきたくて、メモがあって、是非また読んでいただいてコメント

をいただければいいんですけれども、ほかのところとも関係があるので一言だけ申し上げたいと

思うのは、経済活力を確保する手段というのは、大きく分けると３つしかないのかなと思ってい

ます。これもまた、ほかにもあればお教えいただきたいんですけれども、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と。これは恐らく郵貯の民営化とか、い

ろんな問題と関わってくると思うんです。それで少子高齢化の中では、ここの部分が非常に大き

なかぎになると。 

２つ目は、そういう中で、余り詳しくお話しする時間はありませんけれども、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、そこのダイナミズムをどれだけ

つくれるかと。 

これは勿論、背景にある金融の在り方とか、あるいはコーポレート・ガバナンスとか、そうい

う社会の仕組みとも関わると思いますけれども、それから人材のところでそれぞれに関わってく

ると。 

３つ目は、やはり日本だけでできることというのは非常に限られていますから、より海外との

関係を深めていけるというのができるかどうかと、この３つしかないのかなというふうに個人的

に思っておりまして、ここをどういうふうに考えていくかということで、私の部会では考えてい

きたいと思っております。 

 

（香西会長） ありがとうございました。続いて八代さん。 

 

（八代委員） 大臣がおられるうちに、是非一つ御意見を伺いたいんですが、やはり今は厳しい改

革をやっていると、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

うんですが、ただ、ものによっては、かなり厳しい姿を描かなければいけない面もあるんではな

いか。 

例えば、私が担当している地域社会でありますけれども、これはやはり過去の高い経済成長、

それから人口がどんどん増えてきた時代と違って、やや極端な言い方をしますと、先日も諮問会

議の皆様とお話をしたんですが、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ど

うか。つまり、それは非常にマイナスイメージであるわけですけれども、言いたいことは、かつ

ての高い成長の時代のように、人がいるところに社会資本をどんどん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んではないか。やはりヨーロッパのように、社会資本

のあるところに人に住んでいただくと。そのための、例えば撤退の費用というのはきちんとカバ

ーしなければいけないんですが、そういう意味で、過去の住みたいところに住んで、そこを後で
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社会資本が追いかけていくというような状況は、二度と実現しないんだと。 

むしろ、そういう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

活が実現できると、そういうようなメッセージというのが、果たして受けられるのかどうかとい

うことですね。しかし、そういう制約なくしては、やはり長期ビジョンは開けないんではないか。 

それは何と言っても、今からどうするかというより、今、自治体が非常に大きな財政赤字もあ

りますし、国の債務もありますし、そういう負債を背負っているところから、今スタートしてい

るわけですから、やはり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、

不良債権の処理と基本的に同じだと思いますが、そういうようなイメージが必要なのかなと思い

ます。 

しかし、そういうことが明るい未来を描くために、逆行するということになれば、それはそれ

でまた別の考え方を取らなければいけないんじゃないかと、そういうふうに思っております。 

 

（香西会長） それでは、次にどんどんお話いただいて、一巡してから、また大臣からコメントを

いただくようにしたいと思います。宮崎さんどうぞ。 

各委員の方、申し訳ないんですが、さん付けで全部呼ばせていただきます。 

 

（宮崎委員） 遅れて参りまして申し訳ありません。 

私の参加しているパートで一つの大きな課題になっていると思うのは、治安でございます。昨

今も大きな残虐な事件が続いておりますけれども、非常に社会不安が広がっておりまして、この

問題をどのような形で、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が、私が担わせ

ていただきますパートの非常に重要な課題であり、社会的な関心も深いのではないかと思ってお

ります。 

これは、単純に刑法をどうするかとか、あるいは警察の治安体制をどうするかということを超

えまして、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というものをどのよう

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ますし、また、安心ということをどのよ

うに担保していくかと。その厳しい財政事情の中で、安心を担保していくというのは非常に難し

い、ナローパスというか、狭い場所を突いていかなければならない課題だと思っていますけれど

も、古典的な夜警国家ではありませんけれども、安心・安全ということを保障しなければ、国の

未来というものはないと。経済的な安定ということも望み得ないということになっていくと思い

ますので、ここの部分というものを、これから非常に重視していくということは、経済的、社会

的な意味合いというのも大きいと思っております。 

 

（香西会長） どうもありがとうございました。では、玄田さん。 

 

（玄田委員） 日本経済とか、日本社会が一つの統一のビジョンを持つという時代は、もうとっく

に終わっているんだろうと思います。日本は社会的にも経済的にも極めて大きな国になったので、

みんなが一つの統一のビジョンを方向づけをするというのではなくて、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だろうと。 

そう考えると、この調査会でも、結局は社会全体をどう巻き込んでいくのかと、健全な議論の
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中に巻き込んでいくのか、それは学校であったり、家庭であったり、職場であったり、バイト、

居酒屋も含めて、健全な議論をするための、個人のビジョンを持つためのきっかけを提示できる

かというところがポイントだろうというふうに思っています。 

そのときに、最近の印象では、未来 20 年後、30 年後を思考するときに、今、原点に戻るとい

う方向が強まっているんではないかと。いろんな会社の方にお話を伺うと、一番大切なのは、や

はりうそをつかないことだとか、一人前にするとか、段取りを踏まえるとか、結局あいさつが大

事だとか、何かそういうことをおっしゃる会社の方が結局力強くて、そうだなと思うことがあっ

て、未来を思考して将来が不透明なときには、きちんと原点に立ち返りながら議論のきっかけを

つくるということができたらいいんではないかなというふうに思っています。 

 

（香西会長） それでは、伊藤さんどうぞ。 

 

（伊藤（隆）委員） 遅れてきまして、済みません。 

私は、グローバル化のところなんですけれども、第１点はグローバル化の問題というのは、実

はほとんど国内問題なんです。最近のＦＴＡの議論の中でもわかりますように、農業問題、外国

人労働の問題といったところがグローバル化を妨げているわけで、そこの改革なしには、やはり

国際的に日本がリーダーシップを取っていくというのは難しいという点で、ほかの３つのグルー

プと緊密に連携して、私は個人的には、グローバルに活躍するために日本の国内を改革しなけれ

ばいけないというような外圧論というのは嫌いなんですけれども、ほぼ同時に国内的にも対外的

なところも解決していくということが重要で、そういうところをうまく、書き方の問題だと思う

んですけれども、皆さんと協力して書けるといいなと。 

ただ、やはり国内問題が解決しなければ、グローバル化もできないということだと思います。 

あとは、それほど顕著にはなっていませんけれども、教育の問題であるとか、それから公務員

改革とか、企業の中のガバナンスの話とグローバル化というのは非常に密接に関係していまして、

日本がいかに国際的に活躍できるかというのは、やはり国内的にそういった人材をいかに供給で

きるかというのに係っていると思うんです。その辺も国内問題であるということだと思います。 

第２点は、非常におおざっぱな言い方をすると、国際的に貢献度合に比べて、日本は損をして

いると、国益をマキシマイズしていないと思うんですね。これは単に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、そういう単純な話ではなくて、制度づくりである

とか、あるいは基準認証の問題、そういったところから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ができるんではないかと。これから特に高齢化、少子化、低成長の時

代なわけですから、やはりうまく主張していかないと、それこそつぶされてしまうんではないか

というような危惧を持っています。 

だから、イギリスを例に出すのがいいかどうかわかりませんけれども、かつての強大な経済力

を持った国が、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くかとい

うのは、やはりそれは議論の仕方がうまいとか、制度づくりをうまくやったと、そういうところ

があると思うんです。 

そういった制度のところ、あるいは基準認証、いわゆるグローバル・スタンダードといったと

ころで、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というのを今やっておかないと、
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これから 25 年経ってしまったらもう遅い、トゥ・レイトなんですね。だから、そこにどういう

ことができるのかということを考えていきたいなと。 

あとは、アジアとの連携というのが一番に挙げられていますけれども、グローバルというか、

いわゆるＧ７的な先進国のところも忘れてはいけなくて、アジアと同時にＧ７という欧米と、そ

れから欧米とうまくいかないからアジアに戻るんだと、そういった気分的なところがあるのは非

常に好ましくないと思っていまして、そこの両方をやらざるを得ないということで、その辺もア

ジアに偏ることなく、グローバルというのは、やはりグローバルなわけですから、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

といったような問題意識でやっていきたいと思います。 

 

（香西会長） 田中さん、お願いします。 

 

（田中委員） 私も伊藤先生のところでグローバル化のワーキンググループということで考えると

いうことだと思うんですけれども、これは経済財政諮問会議の下のワーキンググループですけれ

ども、経済財政諮問会議は何でも考えるんでしょうから、国際政治とか、安全保障とかというよ

うな部分も含めて、このタイトルで言えば、グローバル化していく中での日本ないし日本人の在

り方をどういうふうにするかということを考えるということだろうと、私は今のところ理解して

おります。 

伊藤隆敏さんがおっしゃったことと非常に共通する面も多いんですけれども、ややちょっと違

う観点から言うと、やはり固有名詞的に言って、今後 20 年中国・中国人と、日本・日本人はど

うやって付き合っていくのかということは、非常に大きなテーマではないかというふうに思って

います。 

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

たんだと思うんですが、今後は、アメリカ・アメリカ人とうまく付き合っていきつつ、しかも中

国・中国人ともうまく付き合っていかなければいけない。こういうふうにするためにはどうした

らいいかという辺りが、かなり具体的な面で言うと、そういうところが私はポイントかなという

ふうに思っています。 

制約要因は非常に強いわけで、少子化とかいろんな面がありますから、その中で、先ほど伊藤

さんがおっしゃったように、日本国民が自らのコントリビューションに比して不当に変な扱いを

受けないようにするためにはどうしたらいいかというのは、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どうかということ

が、かなり重要なことになりますから、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、こっちもナショナリス

ティックになるというのでは、余り話にならない。こういうところを考えていくビジョンを考え

るとともに、ある種、国内的にどういうところを変えていかなければならないかということも、

先ほど伊藤さんがおっしゃったように考えていく必要があるかなというふうに思っています。 

 

（香西会長） それでは、吉田さん。 
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（吉田委員） 経済財政展望グループでは、私のところの使命というのは、30 年までのサステー

ナブル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

するかということだと思うわけです。 

サステーナブルな経済というのは、どういうのかと、一つの側面とすれば、例えば一人当たり

所得が減らない、維持されるような状況なのかなというふうにも考えられるわけですが、少子化

で人口が減るということは、一人当たりの資産というのが増加していくわけですので、貯蓄をし

なくて済むと。 

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。いずれにしろ、可

能なサステーナブルな成長というのは何かというのを探りたいというふうに考えています。 

 

（香西会長） ありがとうございました。翁さんどうぞ。 

 

（翁委員） 私は競争力のところで伊藤先生と御一緒させていただくんですが、さっき伊藤隆敏先

生がグローバル化は国内問題とおっしゃいましたけれども、まさに競争力というところは、やは

りグローバル化に否応なく日本が取り込まれて、グローバル化の中でこの問題を考えていかない

とならないというふうに思っております。 

やはり、比較優位分野を伸ばしていくと同時に新規の産業がどんどん生まれて、新陳代謝がス

ムーズに行われるような経済であるということが競争力の一つのポイントではないかと思って

おります。 

グローバル化ともう一つ、やはり大きなポイントになるのは人口減少でございまして、これは

当然のことながらマーケットの縮小ということと、あと人的な資源をいかに活用していくかとい

うことが、一つの大きなキーになっていくと思います。 

やはり、私は今後の 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

に図っていくかということが基本的に一番重要なことだと思っていまして、さっき伊藤元重先生

がおっしゃったように、公的部門を見直して民間に持っていくということも一つ重要な点でござ

いますし、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ということが基本的に重要な論点ではないかと思っております。 

 

（香西会長） 委員からひとあたり御意見があったんですが、大臣、もしよろしければ、この機会

に。 

 

（竹中大臣） 御意見ありがとうございます。 

まず、八代委員がおっしゃった点については、直接の御質問だったので、明確にお答えしてお

く方がいいと思うんですけれども、明るい未来を描いていただく必要は全くありません。先ほど

申し上げましたように、何ものに拘束されずに、思い切り議論を展開していただきたいと、それ

に尽きると思います。 

あえて言えば、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います。 

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ますし、
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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よいのかもしれません。 

いずれにしても、そこは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

していただきたいと思いますし、これは政府がやっているから、明るい面が必要だとか、そうい

うことは全くありませんので、そこは本当に自由に御議論をいただきたいと思います。 

先生方がおっしゃった幾つかの点、どの点も誠にごもっともなんですけれども、すべてに関連

する点で、あえて１つお願いと言いますか、どうなのかなということでちょっと申し上げておき

ますと、いわゆる人々の素朴な疑問とか、素朴な思いというのが、やはり常にあるんだと思うん

です。要するに、日本はどうなってしまうんだろうと、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んだろうかと。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んだろうかと。 

どうなってしまうんだろうかということを、例えば経済学的にいろいろ定義して、尺度をつく

って、安全保障面から尺度してというのは、それはそれで我々は日ごろやっていないわけではな

いわけですね。経済学的にはやっているんですけれども、むしろ非常に素朴な点に立ち返って、

人口が足りなくなって、外国人労働者が来てしまうんだろうかと、そうしなければいけないんだ

ろうかと、そういう素朴な思いがいっぱいあるわけですね。 

そういうものと、是非先生方の立場で素朴に向き合っていただいて、それでビッグピクチャー

を描いていただきたい。これは決して将来の当てっこをしてくださいと、将来予測をしてくださ

いという意味ではなくて、それは将来のことはわからないわけですけれども、そういうことを考

える場合の一つの物差し、玄田先生が言われたように、国家がビジョンを持つということではな

いわけで、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いうことだと思います。 

伊藤隆敏先生が言われた、日本というのは、こんなにやっているのになぜ評価されないのと、

みんな日本人は思っているわけですね。それに対して、将来どういうふうになっていくんだろう

かというようなことは大変重要だと思っていますし、伊藤元重先生が言われた民間の活力の話、

しかし、一方で郵政の話なんかをすると、本当に市場で大丈夫なのかと、これは全然違う次元の

話が頭から降ってくるわけでして、素朴な疑問はたくさんあると思います。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んだと思います。 

これはちょっとお願いと言いますか、常にいろんな議論を詳細に詰めていく中で、そういう

人々が持っているであろう素朴な疑問に立ち返って思い切って議論していただきたいというこ

とを是非お願い申し上げます。 

 

（香西会長） それでは、牛尾さんからも何か一言ありますか。 

 

（牛尾議員） 大平政権のときに、ああいう会をつくるところをお手伝いをしたんですが、大体

40 後半と 30 後半ぐらいの人たちが、９つの会議でかなり５つか４つぐらいは、非常に的確な未

来を考えたと。 

大平さんが亡くなられてから３年間、この提案は塩漬けになって、中曽根政権がそれを引き継

いで５年間にわたって実現したと。半分ぐらいは実現したと思います。 

そういうことと並行的に、それをつくった知識人の方々と、それをつくった官僚の人が中曽根

政権の改革には非常に積極的に協力してくれたということは、大きなサブ効果であったと思いま
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すので、議論を幅広くするということは非常に大事だろうと思います。 

今のお話を聞いていて、本当に皆さん、非常に面白いお話ばかりですが、例えば技術革新を伊

藤元重先生が記載されるときに、やはり今の技術革新のきっかけは、非常に民営化とか、規制撤

廃に大きく影響しているわけですね。 

ですから、私は土光臨調の３つの事業の民営化、特に郵政、通信の民営化と、交通、ＪＲの民

営化ですね、今日の繁栄と技術革新の８割を占めていると思うんですね。 

私はそういう意味では、そういう角度からは議論していませんが、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。 

私は、国立大学の独立法人化というのは、知識の価値という点においては、相当大きな、通信

の改革と同じように、20 年後の大きな機動力になるはずだと。 

私は、今日の繁栄というのは、特に情報メディアと、デジタルなんかがくっ付いて、交通手段

というのは非常に便利になって流動して、それが現在の日本の繁栄をつくったと。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、そういうところに郵政の民営化と、大学の民営化

をかなり過大な期待を持って言うんですが、あの当時も全然期待されていなかったわけです。あ

のときは飢餓感だけで、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んだという非常

に目先の期待だけ、国鉄は山猫ストがなくなって、楽になるんだと、ネガティブなもので、それ

で救われればいいと思っていたのが、携帯電話やそんなものが、こんなに社会が動くことは全然

予測していなかったわけですね。 

だから、人間というのは大したことないので、全く何もわかっていない。そういう意味では、

変われば、それをきっかけに何ものかが生まれるんだというので、大学の先生はそれは過大評価

であると、当事者が思うんですけれども、周りから見れば、何か動き出すということが非常に大

きな変化になっている。 

だから、これは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

のものを求めるかというところに、こういう会の大きな意味があるんではないかなと思います。 

以上です。 

 

（香西会長） もう一巡する時間はないかもしれませんが、あと数分は大臣がいらっしゃると思い

ますので、質問、発言等ありましたらよろしくお願いします。 

 

（竹中大臣） 今、独立行政法人とありましたけれども、この会は東京大学の比率がすごい高いで

すね。こういう会議は最近では珍しいかもしれないですね。 

関係ないことで申し訳ありません。京都大学も是非頑張っていただいて。 

 

（香西会長） では八代さん。 

 

（八代委員） 大臣から明確にお答えいただきましてありがとうございました。 

やはり、人々が日本はどうなっていくのかということに対して答えるというのは、やはり一番

大きなメッセージだと思いますが、非常に単純に答えれば、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。 
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しかし、高齢化であるとか、グローバリゼーションとか、そういう環境変化にきちんと対応す

れば、そこは新しい未来が開けるんだというのが当たり前ですけれども、一つの共通テーマで、

では具体的にどうするのかということですけれども、例えば、先ほど宮崎委員のおっしゃった治

安ということを考えれば、国民の安全というのは、経済学で言う最も基本的な公共財であって、

これが守れない政府は意味がないわけですが、なぜ今、守れないかというと、過去のほとんど犯

罪がなかった時代のままの警察治安体制で対応してきている。では、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、やはりおっしゃった選択と集中で、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というのは、

その第一歩ですが、まだまだやることはあって、例えば交通警察なんていうのはなぜ警官がやる

必要があるんですかというようなことも含めて、そういう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います。 

それから、ちょっと各論で別なことを言いますと、全体を見ますと、例えば医療というのが抜

けているわけでありまして、医療というのは、例えば財政問題でもあり、産業問題でもあると。

医療というのはハイテク産業であって、どんどん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わ

けでして、こういうものが、やはり日本の競争力を落としているんではないかと。それから、国

民生活の面でも、当然ながら安心した医療サービスの提供というのは重要であると。 

そういう１つのものを、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い

ますけれども、ほかにもそういうものが幾つか抜けているん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んではないかと思います。 

 

（竹中大臣） 八代先生が言われたように、抜けているものがたくさんあると、全くそのとおりだ

と思います。これは、前回も御指摘をいただいたかもしれませんけれども、家族の問題とか、そ

ういう意味では、何ども言いますけれども、いろんな資料、ドキュメンテーションもありますけ

れども、とらわれることなく、幅広く柔軟に是非御議論いただきたいと思います。 

今、おっしゃったことで、私自身どうかなと前から思っていることは、私自身、そんなに歴史

に詳しいわけではありませんけれども、やはり歴史観とか、そういうものも多分これから考えて

いくには必要になってくるんだと思うんです。 

今、安全を巡る日本の制度の御指摘がありましたが、歴史をあえてひもとけば、日本の制度の

基礎というのをつくったのは明治維新のときで、明治維新のときの人口というのは 3,800 万人

ぐらいだと。割と小さな国を想定して、それが村社会ということにつながるのかもしれませんけ

れども、いろんな国の仕組みができているなと、従って、いろんなことの罰則も非常に甘いし、

人は余り犯罪を起こさないと、お互いに相互監視で何とかなるというような制度を前提にしてい

ると。 

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

あえて全面にふりかざさなければいけなくなっていると。 

そういうものが今後どう変わっていくかというのが、恐らく歴史も踏まえて、是非いろいろ御

認識賜わらなければいけない問題なんだと思うんです。 
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今、申し上げたようなことは、もう皆さん常にお考えいただいていることだと思いますけれど

も、そういう意味では是非ヒアリングを、こういう専門家、歴史、哲学、そういう専門家からヒ

アリングをしてみようではないかとか、それも全く自由でありますので、そこは大いに、むしろ

ここにいらっしゃっている皆さん方は、専門調査会のメンバーであると同時に、それぞれのワー

キンググループのリーダーでいらっしゃいますので、リーダーとしてのアントレプレナーシップ

を是非発揮していただいて、柔軟かつ大胆にやっていただければ、私としてはありがたいと思い

ます。 

 

（香西会長） どうぞ伊藤隆敏さん。 

 

（伊藤（隆）委員） 私は、心情は一橋大学です。肩書は東京大学ですけれども、それは余談です

けれども。 

制度づくりのところで、一つ言い忘れたんですけれども、これもかなり細かい話ですけれども、

例えばＦＴＡの交渉をする場合に、日本側が４人で、相手側が１人というような交渉の場面とい

うのは、かなり多いんですね。出ていった４人、財務省、通産省、外務省、それから農水省と、

その４人が内輪もめを始めるとか、あるいは向こうから言われたことは、各省が代表して答えて、

それは国内のものを持ってきて言っているにすぎないとかいうことで、国内調整がほとんど行わ

れていないということが多いので、それはやはり国内問題としてきちんと解決して、それを官邸

できちんと統一見解をつくられて、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、国際的に一番エフェクティブな交渉にはならないと思うんです。 

そういう点で、先ほど私が言ったことをもう一度言いますけれども、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

していただきたいと思います。 

それから、田中さんが言われた中国の問題というのは非常に大きい問題だと思うんです。田中

さんは答えをお持ちなのかもしれないので、期待しているんですけれども、これはかなり政治的

な決断も必要になってくるでしょうし、相手のあることですから、相手にも決断を促さなければ

いけない。そこもどこまで書いていいのかというのは、どうなんでしょうかね。国際政治に関わ

るところで、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んです

か。 

 

（竹中大臣） まず、一橋大学の同窓生としては、是非頑張っていただきたいと思います。国内調

整で官邸がリーダーシップと、ちょっと問題を広げてしまって申し訳ないんですけれども、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。しかし、各省庁が、

いわゆる抵抗をすると。各省庁が抵抗するのはなぜかと言うと、その裏側に党の組織があるから

であると。 

国内問題という場合には、政府の内部の問題と、実は与党の問題、党のまさに政治問題になる

わけですけれども、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ってい

ただきたい。 

閣僚になっても歯がゆい思いは常にしなければいけないわけで、そこら辺も日本を変えていく
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ときの最大のポイントになる。そういう点は、もう伊藤隆敏先生はよく御存じのとおりでありま

す。 

今の最後の御質問ですけれども、ちょっと書きぶりそのものは、いろんな具体的な問題による

んだと思うんですけれども、私は是非ここの委員の主査、副主査の方々に直接書いていただいて、

そういうものに対して、いわゆる省庁の合議的なものを基本的にはやらなくてよいような形で書

いていただきたいと思っていますので、分析は追っていただくということになるのかもしれませ

んけれども、そこは、むしろ余り合議するようなものであるならば、これだけのメンバーの方々

に執筆していただく必要はないわけでありますので、最後の最後に具体的にどういう問題が出て

くるかにもよりますけれども、余り気になさらないでやっていただけるような環境は作りたいと

思います。 

 

（香西会長） 大臣は公務で、そろそろ御退席でございます。どうも本当にお忙しい中を割いてい

ただきまして。 

 

（竹中大臣） いえ、楽しみにしていますので、ひとつよろしくお願いします。ありがとうござい

ます。 

（ 竹中大臣退室） 

（香西会長） それでは、本間先生、何かおっしゃることはありますか。 

 

（本間議員） 遅れて参りまして、申し訳ありません。 

今、伊藤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

前に進めない、そういう事態、そういうことをフランクに日本の意思決定システムの問題点の辺

りも含めて書いていただいて、後は大臣がしっかりとそれを政府部内につなぐと。初めから余り

出口の部分のところを気にされて、遠慮されるよりも、どんどん新しい外から見ての正常な感覚

を入れ込んでいただければ、そういうことを追い風にしながら、我々が具体的に大臣を先頭にし

ながら、政府部内の調整がスムーズにいくような形で努力するということだろうと思いますので、

その辺は是非頑張っていただきたいと思います。事前にそこを丸めていただきますと、かえって

やりづらいなという感じは、私は、直接的には思っております。 

 

（香西会長） どうもありがとうございました。それでは、通常の議事に移っていくようにしたい

と思います。 

事務局よりお願いします。 

 

（浜野政策統括官） ちょっとよい議論が行われているときに、水を差すようで恐縮なんですけれ

ども、議事の進め方ということを簡単に御説明させていただきます。 

資料の３というのがございまして「議事の進め方について（案）」というものがございます。 

２つございまして、「『日本 21 世紀ビジョン』に関する専門調査会運営規則」というのが、も

う一枚めくっていただきまして、書いてございます。この調査会の運営の仕方につきまして、会

長の職務、それから委員が御欠席の場合の取り扱い、それから議事の定足数と言いますか、過半
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数が出席していただいたときに開くというようなこと。 

次のページに行きまして、審議内容の公表ということで、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ことにしてはいかがかということでございます。 

それから、公表につきましては、もう一枚めくっていただきまして「『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）」というのがございますけれども、ここにございます

ような形で議事の内容を世の中に公開していくということにしてはどうかということでござい

まして、基本的には親委員会と言いますか、経済財政諮問会議の扱いと同じでございますけれど

も、議事要旨につきましては、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

と、かなり詳しい議事要旨を諮問会議では公表しております。 

実は、諮問会議本体は３日後公表ということにしておりますけれども、ちょっと事務の都合上、

これは先生方に一回ごらんいただいた上で公表するということでございますので、人数もたくさ

んおられますし、お忙しい先生方ばかりでございますので、一週間以内ということで御協力を賜

わった上で努力をするということにさせていただきたいと思います。  配付資料は原則として公

開。 

それから、この調査会自体は非公開というふうにいたしますけれども、この内容につきまして

は、会議終了後、調査会長ないしは事務方から記者会見をする。 

それから、開催日程については、事前に周知をするというようなことで、御了解いただければ

進めてはいかがかというふうに思います。 

以上でございます。 

 

（香西会長） では、議事進行の仕方の公開のルール、その他については、以上のようなことでよ

ろしいかどうか、何か御意見がございましたら、是非、今の機会に、こういうルールも公表され

てしまうので、後で直すは大変ですから、今、お気づきの点があったら是非おっしゃっていただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。それでは、一応、こういう形で議論を進めていきたいと思います。 

そうしますと、既に大臣に御参加いただいて、いろんな点が明らかになりつつあるわけであり

ますけれども、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ということであり

ます。 

一応、資料の５というのがありまして、前回、民間議員の方々とお話の後で少し考えて、こう

いうことかなということを一応書いてあります。全体としてのトーン、どういう形がいいのかと

いうことですが、これについては、既に大臣からも、今、委員の方からも質問もあり、大臣のお

答えもありまして、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てし

まったということでもあるわけですので、その方向で考えることになると思いますが、ワーキン

ググループ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、これも決し

て統制するつもりはないんですけれども、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と、それが１点であります。 

それから、次に、やはり重複というか、横断的な事項というのを幾つぐらい考えておくか、そ
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れをどういう形でワーキンググループの間で議論していくか、あるいは特別部会というか、特別

関係あるグループだけで集まるというようなことも考えられるでしょうし、いろんなやり方があ

ると思いますので、そういったことについての御意見も承りたいと。それから、まだ全体はこう

いうふうにやりますということを私の方から提案するところまで至っていないものですから、大

変申し訳ありませんけれども、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

たらいいん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。大体その３点であります

けれども、御自由に御意見をおっしゃっていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

本日までに、既に４人でしたか、全体の考え方について御意見を提出していただいたものは、

お手元にありますので、いただいていない方も、後からいただいても結構ですけれども、是非お

互いにそういう形で議論をかわしていきたいというふうに思っております。 

それでは、先ほど時間がなかったこともありますから、伊藤元重さんの方からもう一度、少し

詳しく、大分詳しい資料をいただいているようですし、それに関わらなくてもいいんですが、全

体としてこういうことを考えていて、よそのグループにはどういう注文があるとか、全体の中で

はこういうふうに扱ってほしいとか、そういったようなことについて何かお話がありましたらど

うぞ。 

 

（伊藤（元）委員） まだ、全体のことまで考えるだけの余裕がないものですから、我々のグルー

プで、これから集まっていくので、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少し

メモにしてみたんですけれども、繰り返しになるかもしれませんけれども、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、やはり是非我々のグループの中で議論してみたいと

いうのは、確かに状況は非常に厳しいんですけれども、我々のテーマである、経済活力とか、産

業活力ということであると、道はあるんだということを議論をしっかりしていきたいと。 

先ほど申しましたように、その方法は３つあって、１つは、いわゆる民間部門へリソースを集

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、先ほど翁さんの方からも、

少し補足してもらいましたけれども、そういう中で、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わけですから、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んだということを、まず１つの柱とする。 

２つ目は、これは私の個人的な思い入れもあるんですけれども、やはり長期的なトレンドで見

てときに、日本とか、そういうことではなくて、世界全体のトレンドを見たときに、やはり技術

革新の意味というのは、ますます重要になってきていて、先ほど牛尾議員もおっしゃっていたよ

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んですけれども、やはり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

出しているわけですから、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んですけれども、１つは、そういう仕組みそのもの、例

えば知的財産権の問題ですとか、あるいは、いろんな競争政策の問題ですとか、それからもう一

つはそれを生み出すリソース、つまり事務局の方から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けれども、そういう話。 

３つ目の話は、伊藤隆敏さんとの部会との関わりが非常に強くなるわけですけれども、やはり
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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、非常に日本の産業、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になるのかなと。 

そういう中で、個別のものについて少し議論しながら、できるだけ先ほどの大臣の話で、素朴

な疑問に答えるとすると、その結果として、製造業は一体どんな形が描けるのかとか、あるいは

サービス産業とはどんなふうな姿になるのかと、サービス産業にはいろんなものがありますから、

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と思いますし、それから、場合によっては、これも我々のところで議論する

ことなのかどうかわかりませんけれども、いわゆる食料とか、農業とか、そういうような話もす

るのかどうかとか、少し産業の具体的なイメージ、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と思いますから、そういう

形で、少し具体的に絵を描くようなことができればと。 

それぐらいのことまでしか考えておりませんので、また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と思います。 

 

（香西会長） 伊藤さんから、そういうお話があったんですが、それについてコメントとか質問と

か、こういう点はどうしてくれるんだというような御注文があれば、お互いに出し合う、トップ

バッターでお気の毒かもしれませんが、いかがでしょうか。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と思います。 

八代さん、何かございましたら。 

 

（八代委員） 自分の方で精一杯なので、まだなかなか人の注文までは思いつかないので。それで

は、私のところを補足してもよろしいですか。 

私の方もメモをつくりましたが、これは言うまでもなく、宮崎さんとか玄田さんに全く見てい

ただいていない、私限りもので、こういうものを中で議論したいと思いますが、全般的に、先ほ

ども申し上げましたように、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。これはも

う諮問会議で昔から言っておられたことでありますけれども、それに従って、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、やはり国がこれが日本固有の文化で守らなければいけな

いというふうに決めるのか、それともそれぞれの地域が、それぞれ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、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ということでございます。 

教育についても、これも義務教育から高等教育までいろいろあるわけですけれども、やはりこ

れも選択肢の拡大ということで、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

だに根強いわけですけれども、やはり利用者が選択する教育サービスという方向に、義務教育で

あってもできる限り移っていく必要があるんじゃないか。 

勿論、規制は必要であるわけですけれども、参入規制ではなくて、やはり行為規制と言います

か、そういう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

要があるんじゃないかということであります。 
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それから、やはり教育というものを独自に考えるんじゃなくて、労働との結び付き、特に若年

者ではそういう職業教育の問題、それから中高年でも再訓練の問題、ある意味では福祉と訓練と

の関係も大事でありまして、教育、労働、福祉というのを、ばらばらじゃなくて一体的に考えて

いく必要があると思います。 

それから、大臣からも先ほど少しコメントいただきましたけれども、家族ということが非常に

議論があるところでありますが、これもできるだけ個人の選択というのを生かしていく方向が大

事ではないかと思います。 

先ほども議論が出ました治安ということについても、警察という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ますので、やはり再犯の防止というこ

とも非常に大事じゃないかと。刑務所を出ますと、もう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取られていない。そのために、必要以上に再犯を

促すような面があるんじゃないか。これはもう聞きかじりですけれども、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、例えば、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、そういう一方で妨害をしているような規制もあるわ

けで、そういう意味ではちゃんと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と思います。 

やはり、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りますけれども、

やはり病気のときに出る熱のようなものがあるんじゃないか、全体のシステムが歪んでくるから、

そういう形で問題が起こっ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と

思っております。 

 

（香西会長） 宮崎さん、どうぞ。 

 

（宮崎委員） 私が副主査をやらせていただきますワーキンググループに関しては、今お話をずっ

と伺っていて感じたのは、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と。それをどうやって担保し

ていくかということが、何か生活・地域のワーキンググループに、そこの最終的なツケが一番回

ってきそうな感じが私はしているんですけれども、例えば、地方分権と申しましても、国の中で

は移動の自由というものがあるわけですから、しかもどちらかというと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とすると、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わけです。 

そういう規制緩和、構造改革、グローバル化というのには、当然のように光の部分と陰の部分

がある。これは、いろいろな社会学者、経済学者がおっしゃっていることだと思うんですけれど

も、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わけです。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
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の大きな流れを示したものだというふうに理解しているんですけれども、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である

というような、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と。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んだということを皆さん、このワーキンググループだけでは

なくて、あらゆるワーキンググループで、そこの配慮というか配意というものを考えていただき

たいと思います。 

 

（香西会長） 玄田さん、どうぞ。 

 

（玄田委員） どんどん難しくなってきて、何をしゃべればいいかだんだんわからなくなってくる

んですけれども、書きぶりのことと、キーコンセプトについてちょっとだけ。 

先ほど、素朴な疑問に答えてほしいという大臣の話を、そのまま素朴に受け止めると、最終的

な想定読者は国民一般なのかなということかなという印象はあります。それでいいのかどうかは

よくわかりません。 

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んですけれども、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

きな課題かなと思います。 

そうしたときに、もうちょっと具体的に言うと、書きぶりとしてとても違和感があるのは、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いう文言が、現実にいろんな政府の報告書にも出てくると。ただ、それ

は女性からすると、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、労働力不足だったり、社会保障制度が維持できなくなるから若い人には働いて

もらわなければ困ると書くと。そんな労働力不足だから私は働くという人はいないわけです。 

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、一

生懸命つくる報告書に対する共感というのは、なかなか生まれにくいと思うと、もう書きぶりと

いうのは相当難しいかなという気がします。 

ちょっとまた余談めいてくるんですけれども、この間お酒を飲んでいて、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って書けるんですかと聞いたら、それは言え

ないと言われたんですけれども、３つぐらいあると言われました。 

１つは、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たないと、だれに

も読まれないと。日本人全員に読んでほしいとか、日本の女性みんなに読んでほしいというもの

は、だれにも読んでもらえない。だから、これはだれにも読まれなくても、香西会長が満足すれ

ばいいんだと。もうだれかに強いメッセージがないと、今、日本人全体見てもそんな人はいない

ので、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、ワーキング

グループ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りませんけ
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れども、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だろうと思います。 

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、やはり答えられないといけない。

素朴な質問に対して、100 ページの報告書を準備しようが、それは読まないわけで、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。よくワンフレーズ、ワンフレーズと批判さ

れますけれども、ワンフレーズになるのはワンフレーズを求めているからであって、ワンフレー

ズですべていいとは限りませんけれども、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、これまた簡単ではないですけれども、大きい課題かなという気がします。 

３つ目は、これが一番好きなんですけれども、ベストセラーを書く条件というのは、宮崎さん

なんかはそう思われるかもしれませんが、妥協してはいけないと、けれども、いこじになっても

いけないと言われて、書き手が妥協してはいけないんだけれども、いこじになってはいないけど。

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ろうと

思うんですけれども、すごく大事かなと、それは私は理解できないからベストセラーの本を書け

ないんですけれども、それがとても大事なことかなという気がします。 

ちょっと長くなりますが、もう一つは、さっき八代さんの方が資料を見せていただいて、多様

性というのがいろんな報告書のキーワードになるんですけれども、実際いろんな企業で多様性と

か、ダイバーシティというの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よねとか、放任ではないねとなって、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。

つまり具体的に言うと、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。つまり

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。これだけは絶対妥協しな

いとか、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、何でもいいんですけれども、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ことがないと、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かなというふうな気がします。 

あともう一個、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、やはり今でも公務員になりたいと、何でだと、安定しているでしょうというのが、いか

に間違っているかということをちゃんと言わないと、これから組織がどうなるかわからなくて、

もしかしたら失業するかもしれないけれども、そういう不安感の中で生きることが楽しいと思う

ようじゃないと、公務員になると不幸になるよということをちゃんと伝えないと、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まずいだろうし、

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ということで、私はそういう

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みたいなことが、

いろんな角度からできるとみんなに読んでもらえるかなという印象はあります。 

ごめんなさい、ちょっと長くなりました。 

 

（香西会長） どうやらベストセラーができそうなグループが、少なくとも１つはあるという、心

強い発言でした。 
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伊藤隆敏さん、どうぞ。 

 

（伊藤（隆）委員） 元重さんのところ、１つコメント、当然、伊藤元重さんはわかっていると思

いますけれども、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んですけれども、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

ると思うんです。だから、その点を少し言っていただけるとよろしいかと思います。 

それで、ルールづくりというところで、国際化の方に、グローバルの方につながってきてくれ

ると思うんです。 

それから、各論に入っていいかどうかわからないんですが、外国人労働のところで私が考えて

いるのは、勿論むやみやたらにだれでも入ってきていいよ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私は思ってないし、だれも思ってないと思うんです。 

ただ、今の仕組みというのが、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んです。それは、在留資格というところをホームページで読んでいただく

とわかるんですけれども、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と。入れな

い資格、これは書いてないわけですけれども、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、こういう人たちをもっと入れてもいいんじゃないのというのが、その書いて

ないところにあるわけです。 

あと書いてあるところも、よくよく読んでいくと、えっ、こんな人がたくさん入ってきていい

のというような資格があるわけです。恐らくたくさんあると思うんです。 

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きますし、あるいは教育の問題とも関係してきますし、そ

ういうところをかなり細かく見ていかないと、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わからないというふうに思います。以上です。 

 

（香西会長） 田中さん、どうぞ。 

 

（田中委員） 今、伊藤隆敏先生のは細かいところだったんですけれども、少し大きなところの話

で言うと、これは伊藤隆敏論点メモに書いてあることなんですけれども、先ほど竹中大臣、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ろしいということがありますけれども、こ

れは日本 21 世紀ビジョンですけれども、私はやはりグローバル化ワーキンググループというか、

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、このグローバル化というか、何というか、ただひたすら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は、やや問題があると思うんです。 

だから、21 世紀のこれから 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
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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わけです。ですか

ら、その面で言うとグローバル化と言っても、周りが変わっていくんだからこっちはという話で

も必ずしもなくて、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ので、どちらかと言えばやや傲慢不遜ではあるけれど

も、日本とか日本人にとってみると、世界のグローバル化とか、アジアの経済一体化というのは、

こうなってもらった方がいいと、どちらかというとこちら側で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、その世界やアジアがこうなってほしいという思

いに合わせて、こちらもこうなるというような形の立論の仕方の方が、仮にどのぐらいの人に読

んでもらうかということにもよるけれども、日本人の多くの人に読んでもらうという面からいっ

ても、説得力はあるような気もするし。 

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

いやすくなるんじゃないかと思うんです。周りが変わるから、こっちがそれに合わせなければい

けないということを書いていると、この人たち一体何考えているんですかねという感じに多分な

るような感じがするという、やや原則論です。 

 

（香西会長） 吉田さん、どうぞ。 

 

（吉田委員） 経済財政のところでは、最終的に一番重要になりますのは、当然だと思うんですけ

れども、税率ですね。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でしょうから、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、これはもう

消費税でしなければしようがないわけですから、消費税率がどうなるかというのは、ある意味で

それがクリティカルな答えになってくるのかなという気がするわけです。 

それだけというのも、何となくさみしい気もするんですけれども。昔の計画でしたら、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でしょうけれども、そういうのは全くナ

ンセンスなわけですから、若干さみしいけれども、そういう話かと思うわけです。 

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わけです。技術進歩率をどう見

るか、もっと支援するところだと思いますし、経常収支をどう見るか、伊藤隆敏先生のところで

すね。それから、人口、労働力化率をどう見るか、八代先生のところから、こういうのは数字を

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

ると思うんですが、その辺の前提条件も考え合わせながら御議論いただければ幸いと。 

最終的には、それほど厳密に整合性を取らなければいけないとは思いませんけれども、しかし、

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し。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思いますので、その辺も是非お考え合わせいただきたいと思いま

す。 

 

（香西会長） どうぞ。 
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（牛尾議員） １つ質問があるんですけれども、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けれども、もう亀の歩みのように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、余り確信はないんですね。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

は合意されているけれども、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、私は実際やってみて不安を感じるん

です。地方なんかに行くとですね。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、そういうことも慮って書くのか、全然体制が違うと思うんです。 

最近、特に、経営なんかしていますと、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というのは、もうだんだん離れていっているわけです。そういうのを見

ていると、日本というのはどう収斂するんだろうかということについて、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しまして、その辺を余り

楽観的に考え過ぎると危険なんじゃないかという気がするんですが、どうなんでしょうか。 

 

（吉田委員） ただ、基本的なところで結構、例えば、地方分権なんかやってしまいますと、義務

教育費を地方に渡してしまいますと、地方で何人学級つくるかというのが勝手になるわけです。

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

いとは限らないわけですが、そういうのを決めていくことに制度上はなるわけです。 

そうすると、それをどういうビジョン全体として見ることになるかですね。 

 

（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んですかね。成長する場合はいいけれども、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

かで全然違うと思うんです。違う国はほとんど、ヨーロッパの一部の国を除いて、全部力のある

国は、もう 2050 年まで人口増えているんです。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、遮二無二、とにかく、宮崎さんや玄田さんがいい表現で、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、いろんなことが交錯しながら、今、考えていることでなるようになるという感じで楽

観的なところに、ちょっと流れ過ぎているんじゃないかという気がするんですが、どうでしょう

か。 

 

（香西会長） 非常に素朴な質問で、答えなければいけないんですけれども、どうぞ、伊藤さん。 

 

（伊藤（元）委員） これは、また皆さんに是非議論していただきたいと思うし、意見が違う方が

あると思いますけれども、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

けないというふうに申し上げたのは、そんな楽観論じゃなくて、むしろ逆なんです。このまま放
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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と。それが悲観

的過ぎるかどうかは、是非御議論していただきたいんですけれども、それぐらい少子高齢化の、

子どもを増やすことができるかどうかはまた別ですけれども、今のトレンドでいったときに、世

代間の話を持ち出すまでもなくて、かなり悲観的なところから出発していて、だから、放ってお

いても大きな制度になるだろうと。今のシステムをやればね。それを、いかにそうならないよう

な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。それが悲観的

過ぎるというんであれば、是非御議論していただきたいと思います。 

 

（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

あって、人々が満足して少子化になるといったら変な話なんですが、つまり子どもを持ちたい人

が持てる状況を確保する。働き方とか、子育ての面においてですね。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わけで、それは仕方がないんじゃないか。 

ですから、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わけでして、そうい

う状況をなくしていくのが少子化対策の第一であって、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、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なわけですから、そういうイメージで私は地域社会を考えているわけです。 

それから、吉田さんの言われた件との関連で言えば、整合性ということが大事で、確かに国民

というか、人々に直接聞けばいろんな意見があるわけですけれども、そういう意見が整合的かど

うかというのが大事であって、これを経済計画をつくる会かどうかというのは、ちょっと難しい

んですが、何らかの形で計画のいいことというのは整合性であって、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しますよということは示す必要があるんじゃないかと思うん

です。幾らそれが人気がない報告書になったとしてもですね。 

ですから、その２点で、ちょっと労働力化率の数字が出せるかどうかわかりませんが、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％ぐらいかとい

うのは、事務局と相談して考えてみたいと思っております。 

 

（香西会長） １つは、定量作業については、事務局としてはどういう、これは結局ワーキンググ

ループ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んですけれども、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けると。 

 

（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

も出た経緯もありますし、私どものそういうプロセスに関した経験でも、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

あると思いますが。 

ただ、今回どういうふうにしていくかということにつきまして、専門調査会、ほかワーキング

グループにおける先生方の御意見を踏まえながら、考えていきたいと思っております。 

 

（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

んですが、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
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を使うということはあってもいいんではないかと思っております。 

翁さんだけまだ残っているんですが、済みません。 

 

（翁委員） 改革との関連で、私は多少郵政のことに関わっていて、やはり郵政改革って何で必要

なんだということが、いかに国民にわかりにくいことなのかということは、今回非常によくわか

ったなという気がするんですが、その意味で競争力のところに、必ずしもそこだけの話ではない

と思うんですけれども、やはり公的な介入とか、公的金融なんかが典型的なんですけれども、そ

ういったものがどういう形で日本経済にとって大きな、または日本の経済、ひいては日本に暮ら

している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なという気持ちはすごくあります。 

多分、競争力というところは、さっき私も申し上げたんですけれども、やはりいろんな資源が

きちんと効率的に配分されていって、初めて可能になることなので、そういったところをうまく

書けないかなという気持ちは強く持っているところです。それから、人口の問題ですけれども、

一応この会議では 20～30 年のことをテーマにしているんですね。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と。ただ、

その後のことについても、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んだろうという気がしております。 

さっき伊藤隆敏先生がおっしゃった、外国人労働者の問題というのは、すべてのグループに横

断的に関わる重要なトピックだと思っています。そういう意味では、一度ブーレンストーミング

というか、そういうことが少し途中の段階でできたらなという希望を持っております。 

 

（香西会長） どうもありがとうございました。私も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んですが、一種の経済学、ファンダメンタリズムでいくと、市

場に任せればいいんだという、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んです。 

ところが、例えば、市場効率というのをうまく計れる手段があるかというと、口ではいろいろ

言えるけれども、何か素朴にわかりやすく、具体的に言うというのは、なかなか難しいんですね。

それを、将来について言うというのは、なお難しいところがあると思うんですけれども、ある種

のそういう説得法というか、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んじゃないかというような期待も持っているわけで、

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、それをどうやって説得するか、みん

なが納得できるかということに足りるような、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

な遺産が残るという印象を強く持っております。 

それから、もう一つ、翁委員からも言っていただきましたし、ほかの方からも言っていただき

ましたけれども、共通話題というか、横断的話題について是非議論したいということは、各グル

ープから出てくることですが、これについては資料に、例えば、今の段階ではまだ各グループが

スタートしていませんので、例示という形でここでは３つ挙がっているんですか、資料５のあれ
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にあるんですけれども、これの選択も是非やって、これだけはやろうと。少なくとも外国人労働

が入っていることは明らかなんですが。それから、人口の少子化、高齢化ということも入ってき

ますが、科学技術とか生産性ということも入っているんだと思うんですが、これも適当なときに、

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と思っておりま

す。それについての御意見も、今日でなくても、また個別にお伺いしてもいいかなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

ほかに、よろしいでしょうか。どうぞ。 

 

（本間議員） お話伺っておりまして、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、そういう側面があるんだろうと思うんです。そういう意味では、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はないかと。

そこの意見集約を全体に図っていただきながら進めていくときに、１つの日本の良識としてのビ

ジョンが描けるんだろうと思うんです。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。今の問題設定で、私が幾分不安に思っておりますのは、政府そのものの分析、これが弱

いんではないかと。 

我々大体考え方として、今の初期値としての日本は市場化の方向でそういう工夫をしながら、

規制改革、そういうことのイメージはあるわけですけれども、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いるわけ

ですし、役所があるわけですし、そして政治の関わりがあるわけです。そうすると、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制度論で、本当にやらなく

ていいのかどうか。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

はどこでやるのかなという感じを受けていまして、伊藤元重さんのところか、あるいは、吉田さ

んのところなのか、あるいは、国際的な比較も含めて伊藤さんと田中さんのところでやるのか、

これをしっかりやりませんと、例えば、政府と与党の関係とか、そういう本質論に関わってくる

わけです。生産性が低いということは調整のスピードが非常に、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、これは吉田さんのところが一番いいと思うんだけれども、きちんとやって

いただけないかなという感じを持ちます。 

もう一つ、私が経済学者として諮問会議にコミットしていて一番の問題は、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と。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んですけれども、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いう感じを持っております。 

そういう意味で、私、内部で見ておりまして、内閣府の専門分析能力大丈夫かということも含

めて、これは改めて、これは内部の話でありますけれども、昔私が研究でやったころのノウハウ

なんかほとんどなくなっているんじゃないですか。これはきちんとした、ここを支える戦力化を、

是非この機会を使ってお願いできないかということです。 

もう一つ、最後ですけれども、総論的にビジョンを並べ立てても、この国は動かないと思いま
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す。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、今、牛尾議員のお話もございましたが、少子高

齢化というのを外生変数として扱うのか否かと。これは、例えば、フランスのように、二分二乗

法的な考えを入れて考えていくとか。あるいは、子どもを生んだ人に対して、社会保障制度を大

胆に改革するとか、そういうことまでやるのかどうか。やはりメリハリを付けた提言が柱として

出てまいりません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のでは

ないかということがございますので、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

んと出していただけないか。これは私の個人的な要望も含めてでございますけれども、よろしく

お願いしたいと思います。 

 

（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、諮問会議の議員の先生方か

ら御指導いただきながら進めていきたいということですので、本間先生からも今後是非。財政の

問題、吉田さんのところで大丈夫でしょうか、いろいろ考えていただかなければと思います。 

それでは、次の議題ということでありますけれども、今後各ワーキンググループ、あるいは専

門委員会全体、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、一応事務局から現在

考えている案を御説明いただきたいと思います。 

 

（浜野政策統括官） それでは、資料６というのがございますので、現在考えております、今後の

専門調査会の検討スケジュールについて御説明いたします。 

本日、第１回の専門調査会がスタートいたしまして、今、主査、副主査の先生方と事務局と御

相談をしていただいておりますが、今月中には、各４つのワーキンググループの検討をスタート

していただけるものと思います。 

とりあえず、現在のところ最終的には一番下のところにございますように、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まして、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ございます。 

そこに行くのに、今こういうふうにしたらどうかと思っておりますのは、とりあえず 12 月、

今年の末ぐらいまでに、それぞれ４つのワーキンググループで基本的な方向性のようなもの、中

間報告と書いてございますけれども、お出しいただきまして、それを一度親委員会の経済財政諮

問会議の方にも御報告をして、少し御議論もいただくというようなことで進めてはどうかという

ことでございます。 

先ほど会長の整理の中にもございましたけれども、各ワーキンググループがスタートいたしま

して、各ワーキンググループ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まして、各ワーキンググループの進め方とか。それから、共通

事項について、さっき例示の紙がございましたけれども、そういうことにつきましても少し、ワ

ーキンググループを進める上で共通的な認識をつくっていただくという意味で、10 月早々にも

もう一度開いていただくと、そういう段取りで考えていってはいかがかなというふうに思ってい

るところでございます。 

 

（香西会長） これについて何か御意見等ございましたら、是非伺わせていただきたいと思います。
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いかがでしょうか。 

とりあえず第１回をやって、各ワーキンググループのメンバーをそれぞれそろえていただいて

御議論いただくのが、まず第一だと思います。 

特によろしいですか。 

 

（牛尾議員） 各ワーキンググループのメンバーは決まったんですか。 

 

（香西会長） 最終的にほぼ決まっているんですかね。ただ、交渉中の方もまだいらっしゃるんで

すね。 

よろしゅうございますでしょうか。ほかの議題でも結構ですけれども、何か御発言ございます

でしょうか。 

次官も何か一言、本日御列席いただきましたので、御感想でも何でも結構ですが。 

 

（江利川事務次官） 私も勉強させてもらおうと思って来ております。また今日は非常に面白い、

楽しい話を聞かせていただきました。 

自民党と議論するときによく言われますのは、小泉総理の構造改革をやると、いわゆる個別撃

破的な手法で小泉総理は施策を進めているわけでありますが、一体この先に何があるのかという

ことを常に聞かれるわけです。ビジョンづくりの必要性は大きいと思います。 

ただ、非常に日本にとりまして残念なことは、そういうビジョンをつくりました大平総理大臣

は、総理期間中に亡くなられてしまいました。幸いその田園都市構想については、中曽根総理が

政策に生かしてくれたものですから、うまく活用できました。 

小渕総理も、実は「21 世紀日本の構想」というのをまとめられましたけれども、これまた非

常に残念なことに、亡くなられてしまって、それを政権に生かそうということができなかったん

です。 

今回は、牛尾先生から言われている話と絡むんですが、ワーキンググループには若手の先生方

に入ってもらう。役所も 40 前後の人をトータルで 15 人ぐらい、各ワーキンググループ４人ぐら

いずつ入れていただく。若い人が中心であるため、ここで考えられたことが、学界、実業界に散

らばり、あるいは、官界の中で、将来にわたって背負って、実現していけるような人間が集まっ

てやっていこうとなっております。まさにその意味では若い英知を結集してつくっていただきた

いと思っています。 

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ておりまして、そういう

つもりでやってくれるものと思っております。政権が変わっても、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と思っております。よろしくどうぞお願いいたし

ます。 

 

（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

くなりますが、とにかく本日、私も皆様の御意見を聞かせていただきまして、大変勉強になった

ところであります。お忙しい中、本当にありがとうございました。 
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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わけでありますけれども、具体的

にはまずワーキンググループ、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と。先ほど説明のあったとおりです。それで、10

月上旬かどこか、次回におきましても、最初のワーキンググループの会合を経た後で、その上で

また共通問題なり全体の方向なりを御議論いただきたいと思うところであります。 

長期ビジョン、ベストセラーになるかどうかわかりませんけれども、なるべくいろんな人に読

んでもらいたい。だから、いろんなバージョンがあってもいいのかもしれないと思ったりいたし

ます。せっかくですから、何とかいいものにしたい。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ですから、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

すばらしいと、大きな夢だけをいただきまして、この会のスタートを自ら祝っておきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本日一応説明として記者クラブにも、第１回目ですので私も出て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と思いますので、御了承ください。 

それでは、ちょっと早いかもしれませんが、大体以上で本日の議題を終わりたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

それでは、お忙しい中どうもありがとうございました。 

 

（以 上） 


