
 
 

「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 10 月 4 日（月）14:00～15:55 

２．場  所：内閣府庁舎（中央合同庁舎第 4 号館）2 階共用第 3 特別会議室 

３．出席者 

 民間議員 牛尾 治朗 ウシオ電機（株）代表取締役会長 

 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    井堀 利宏 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    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第２条第

３項の規定に基づき、出席。 

 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）各ＷＧの審議状況について 

（２）横断的事項の論点について 

（３）今後の審議について 

（４）その他 

３．閉会 

 

 

（配布資料） 

資料１ 各ＷＧの審議状況について 

資料２ 「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３ 横断的事項についての論点の例（案） 

資料４ 「日本２１世紀ビジョン」に関する対外活動関係について（案） 

資料５ 今後の専門調査会の検討スケジュールについて（案） 
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参考資料１ 第 1 回専門調査会における全体の進め方に関する御意見 

参考資料２ 「日本２１世紀ビジョン」に関する専門調査会議事要旨 

 

                                    

（概要） 

○各ＷＧの審議状況について 

（香西会長） ９月中にすべてのワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）が

開催された。本日はまず、第１回会合の審議状況や今後の課題などの見通し等に

ついてお話をいただきたい。  

（吉田委員） 主な課題の１つは、経済財政の基本コンセプト、それから人口減少

時代をどう乗り切るか、そして経済財政の特に財政の健全化のシナリオの提示と

いったところが重要課題となってくる。 

今後、議論を行うが、計量モデルも使って計算できるようなので、それとどの

ようにシナリオを合わせていくのかが重要だと思う。 

第１回会合では、2030 年までを見たときに人口減少を要件とせざるを得ない中

でどう考えていくかという意見があった。 

経済に関しては、成長率という発想よりも、個人一人当たりの所得が維持でき

ればいいという意見があった。人口が減少する中で、その調整をするのに外国人

労働を入れるか、資本で調整するか、ＴＦＰで改善するかという意見であった。 

また、リスクシナリオも描く必要があるという意見があった。 

将来のイメージについては、結局一人当たり所得を維持できればいいと考えれ

ば、サステーナブルでステーブルな経済社会が基本となり、中身のある文化国家

的な内容になっていく必要があるという意見があった。特に次世代の幸せを考え

たシナリオになるべきで、財政問題で先送りしないということになると思う。 

労働力をカバーする方法は、高齢者、女性、外国人。それぞれ労働力化率をど

こまで見込めるかという議論もあった。 

また、資本に関する意見としては、政府系金融機関を廃止して、効率の高い資

源配分を促進する。貯蓄率が下がっていく中で、資本でカバーできるのも限界が

あるので、金融を通じて効率の高いところへ資源配分が促進されるようにすべき

という意見があった。 

生産性については、2.5 ～3.0 ％の成長を維持できるだけの生産性の上昇を一

応見込めるという意見もあった。 

もう１つの主な課題としては、持続的な社会保障制度の再構築。重要なポイン

トは世代間公平という観点。また、世代内公平を考える際には、就業形態やライ

フスタイルに対応した制度が構築される必要があるという議論もあった。 

そのほか、平均的には高齢者の所得は十分であり、今後方向転換が必要という
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意見もあった。 

世代間移転で社会保障を行うには、相続、贈与といった世代間の私的なトラン

スファーも考える必要がある。 

年金制度については、積立制度への移行は目指す必要があるという意見もあっ

た。 

また、2030 年までを考えるのであれば、少子化は与件になってしまうが、少子

化をどこまで食い止められるかという問題も考えていく必要があるという議論

もあった。 

さらには、若者の就業、雇用形態など世代内でどのような公平を確保して安定

を図るかという議論や外国人労働も受け入れる必要があるという議論もあった。 

経済全体のシナリオについては、財政再建が大きな問題。プライマリーバラン

スだけでは成長率の高い状況が続くことが考えられるので、プライマリーバラン

スの黒字化が必要という議論があった。黒字化することで、先送りしない必要が

あり、それを実現する財政運営が必要である。 

受益と負担との関係の問題。一人当たり所得の増加率が 2.5 ～3.0 ％とすると、

政府支出は増やせないので、国土開発という形の従来のやり方は限界があるとい

う意見があった。 

貯蓄投資バランスが変化するとマクロ経済運営に影響を与えるが、基本的な問

題は、貯蓄率が低下することである。それに対して投資率も下がるため、それは

貯蓄不足になるとは限らないというのは楽観的という見通しの意見もあった。ま

た、海外からの資金によるバランスの回復もなかなか難しいところである。 

長期的な財政金融政策の枠組みについては、全体の意見としては金融政策によ

って、経済安定、財政安定のシナリオをどう描くかというのがポイントになる。 

また、アンケート調査を実施してみてはどうかという意見があった。 

（伊藤（元）委員）  競争力ＷＧでは、前半は様々な問題についてＷＧメンバーや

外の有識者の話を伺いながら、その後の何回かの議論の中でまとめていきたい。 

   ＷＧメンバーからは、「デジャブ」の反対語である「ブジャデ」という造語が

ある。毎日見ているものの中に、実は見えていない部分があり、そこをきちんと

見ることが大事だという意見があった。日本の今後の競争力や活性化を考えると、

何か外から理想的なものを持ってきて、それを日本にはめ込もうというのはほと

んど不可能である。したがって、今、日本の足元を見て、日々の中で日本の持っ

ている強み弱みをよく議論し、強いところは生かし、弱いところを補強すること

が非常に重要だろうという意見が多くあった。 

今後は前半の３回のＷＧの中で、新規産業の創出や科学技術、人間力というテ

ーマでヒアリングを行い、日本の強み弱みをもう一回点検して考えてみたい。 

それから、報告書の対象読者は、やはり国民であり、もう少し国民に訴えるも
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のにしたいという話があった。 

「競争力」とは何かという議論があり、多くの方は、むしろ活力ある経済社会

というイメージで議論している人が多く、そうなると例えば生活・地域ＷＧのと

ころと重複するテーマが出てくると思うが、それはそれで良いと思う。 

個別テーマとして、製造業と非製造業という形で産業分類をしてみたが、むし

ろ日頃見ている現象を今までとは違った視点で見ることで、様々なものが見えて

くる、産業の見方についても、できたら将来に希望が持てる形のものを議論して

いきたいという議論があった。 

また、方向としては、やはりフロントランナー方式のようなものを全面に出す、

つまり強いものをもっと強くするという視点を出したいという意見もあった。 

また、高齢者とか、ニート等と言われている現象は、必ずしもマイナスにとら

えるだけではなく、むしろプラスに転じるためにはどういうことが必要かという

ことが諸々議論された。 

今後、もう２～３回ほど更に個別のテーマでいろんな議論をした上で、最終的

な報告書にまとめていきたい。 

（香西会長） 予定では科学技術についても、テーマ別討議の中に一つ入っている

が、私の印象では、諮問会議の委員の中では、科学技術について関心が非常に強

いようなので、議論のほどよろしくお願いをしたい。 

（八代委員） 生活・地域ＷＧの審議状況について説明する。「２．第１回ＷＧで

出た主な意見」に書いてあるとおり、一応共通の考え方の合意はできたという印

象である。国土の均衡ある発展という考え方は維持できず、地域間競争が大事だ

ということは、各省の委員の人も含めて基本的には合意できたのではないか。た

だ、過疎地域よりも都市の郊外の方が高齢化によってスラム化してしまうという

ことで問題との意見もあった。  

文化という要素も地域の活性化の中で大事である。お祭をしているところに

過疎はないという話もあるが、地元のバイタリティーがあるところは公共事業

がなくなったとしても生き残っていけるのではないか 

第１回会合では地方財政の専門家の方があまり参加していなかったが、地方

の財政配分と分権について、さらに深い議論が必要である。 

また生産者の視点対納税者の視点という問題提起もあった。これまで日本で

は納税者の視点が非常に少なかった。地域間の所得再分配が非常に行われてい

るために、それぞれの地域では納税のコストというより、使うことによってど

れだけ人々の生活を豊かにするかという視点が過剰であった。それをバランス

取る必要があるということでは、地方の財政配分の問題となる。 

治安面については、刑法犯罪が増える一方、財政が悪化しており、民間活用

や地域住民との連携がポイントとなる。ある委員から、戦前の特高警察のイメ
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ージもあって、警察による盗聴が認められていないという意見もあった。個人

のプライバシー保護と犯罪を抑止できないことのコストベネフィットをきち

んと考える必要がある。防犯カメラについてプライバシーの侵害だという意見

も強いが、逆に防犯カメラで、犯罪が未然に防止されている面もあり、そうい

う点をきちんと訴えていく必要がある。 

教育の問題については、国全体の教育と地方の教育の分担が問題である。ど

ういう形で地方が教育について貢献できるのかということで議論していく。 

今後の予定として、インターネット調査を考えており、現在、事務局と委員

が協力して作成している。この調査項目をきちんとつくれば、ある意味では報

告書ができてしまうという面もある。 

その後、各委員から専門に応じてプレゼンしていただき、並行して、メイン

となる文章及び各論を作成し、できれば各委員に担当してもらうという形で報

告書をつくっていく方向を考えている。 

（伊藤（隆）委員） グローバル化ＷＧ審議状況について説明する。 

スケジュール等については、３回開催で経済、安全保障、環境・エネルギー

の話をすることになっている。その後の日程は調整中である。 

第１回のときも話したが、グローバル化ＷＧで農業問題や外国人労働者問題

を取り上げることが不可避だが、これは他の３つのＷＧと重なる問題なので、

できるだけ事前にすり合わせをしたい。 

日本という国のあるべき姿、あるいは国益、どこまで可能なことなのかとい

う意味で、何を重視していくか、プライオリティーをどこに付けるのかといっ

たようなことを議論した上で各論に落としていくべきという意見が多かった。 

地域としては、アジア、特に中国が重点的に取り上げられると思っているが、

グローバルな仕組み、あるいはアメリカ、ヨーロッパとの関係というのも視野

に入れたときに、そちらを犠牲にしてアジアというわけではない。中国につい

ては、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係を構築していくために何が必要なのかを議論する。 

安全保障については、現在非常に大きく動いているので、長期的なことを考

えるにしても、目の前のことを考えざるを得ないという点で非常に難しい。 

地球環境問題については、京都議定書が批准発行しそうな状況なので、その

後何が必要なのかといったことを経済的、政治的に考えていく。 

更に、国際機関、それから国際的な制度づくりに貢献していく、あるいはそ

こで主導権を取り、今後の日本の国際的な発言権を確保していくことが重要だ

ということを議論した。 

あと、分量等はどのようにバランスを保つのかについて質問したい。 

（香西会長） 一巡したので、各ＷＧに横断的な事項と報告書のフォーマットや分

量については後回しにし、内容的な問題について質疑応答という形で議論したい。 
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（吉田委員） 財政戦略とマクロ・フレームとの関係でＩＳバランスをどうつくっ

ていくかが基本となり、その結果出てくる成長率を甘受するしかないと思うが、

この点について御意見をいただきたい。 

（八代委員） ＩＳバランスと財政というときに、現状の日本は企業部門が著しい

貯蓄超過であり、非常に異常な状況である。だから財政が赤字で海外部門が黒字

にならざるを得ないのであり、これで財政再建をやったら大変なことになる。 

ポイントは企業の投資を増やすことと家計の消費を増やすことであり、そう

しないと全体の部門間のＩＳバランスが改善しないのではないか。 

財政の現状は、歳出削減は進んでいるが同時に税収も落ち込み、結果的にな

かなか改善しない。それには税制改革もあるが特に消費の問題があるのではな

いか。 

昔、日経センターで長期ビジョンを作った時には、投資が貯蓄を上回り経常

黒字がなくなることが望ましいシナリオであり、逆に、貯蓄も減るが、民間部

門が縮小し投資がそれ以上減り、経常黒字が拡大するのが悪いシナリオであっ

た。経常黒字がなくなると大変だという方もいるが、むしろ逆で、民間部門の

極端な貯蓄超過、特に企業部門の貯蓄超過が、やはり問題と考えている。 

（翁委員） ＩＳバランスと国債管理政策の関係で、これだけ高齢化が進んで、家

計部門の貯蓄超過が縮小していくと、やはり国債管理政策上は非常に難しい局面

に入っていく。現在、国債は海外が３％ぐらいしか買っていないが、海外に相当

国債を買ってもらわざるを得ないという世界を想定した国債管理政策が重要で

ある。 

郵政改革によって国債管理政策だけでなく、国全体の債務のマネジメントを

どう考えていくかということが非常に重要になっていく。郵政改革は１つのき

っかけだが、財政収支の見える部分だけでなく、政府保障の乱発をいかに縮小

していくかということも、民間の自立ということと併せて考えていかなければ

ならないテーマである。 

（伊藤（隆）委員） 質問が２つあり、１つはマクロモデルについて、成長率や利

子率といったパラメータの組み合わせについて、実際に政府債務がどれぐらい、

どういう経路をたどるのか、発散する場合もあるということを計算すると考えて

よいのか。その場合に、かなり難しい状況が出てくるが、それも発表するのか。 

２点目は、本当に外国人は国債を買うだろうか。円建てで 1.5 ％では外国人

は買わない。ドル建てで非常に高いスプレッドでないと外国人は買ってくれな

いのではないであろうが、そういうものを出すことがいいことなのか。むしろ、

プライマリーバランスを黒字にして借金を返していくしかないのではないか。

国有財産を切り売りして借金を返していった方がいい。 

（伊藤（元）委員）  地方の第三セクターの惨たる状態や、中小都市の財政状況が
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かなりひどい状況になっているのを見てきた。財政バランスというのは、プレー

ヤーがいっぱいおり、仮に全体で辻褄があっても、地域ごとの問題は非常に大き

くなっている。国と地方の役割分担をしっかり行い、効率的な政府を作ると一行

書いてあるが、今、地方分権の問題が非常に大きな議論になっている。そこをど

の程度書き込むかは、将来の、いわゆる財政健全化のリアリティーにかなり関わ

ってくるのかなと思っている。 

（井堀委員）  マクロモデルを回すときの１つの大きな点は、生産性の向上をどの

位とみなすかである。25 年位の中長期スパンで機械的に技術進歩率を外生的に与

えると、与え方次第では、バラ色のシナリオも、悲観的なシナリオにも書ける。

技術進歩率をどう置くかに関していろんな議論がある。日本のこれからの潜在的

な成長率を決める大きな要因である技術進歩に関して、競争力ＷＧの観点から何

か出てくれば非常に助かる。 

（大守次長）  モデルに関して、ビジョンのための準備作業をしている。ただ、30

年先であり、クリスタルボールがあるわけでもないので、各ＷＧで方向性が出て

きたものを組み合わせて、シナリオにする。また、その過程で整合性のチェック

をするという発想で複数のモデル、ケインズ型モデルと、供給面が見られるよう

なモデル、を準備している。 

（八代委員）  一番単純な解決は、日本の産業別生産性みたいなものを国際比較し

て、一番低いところが人並みに上がったら、どれぐらい全体の生産性が上がるか

というやり方もあるのではないかと思う。競争力というと製造業のイメージが強

いが、これからの日本では、サービス産業の競争力、生産性が鍵になり、特に格

差が大きいのではないかと思う。サービス産業は潜在力があるが人材育成のシス

テムがないというコメントがあるが、この意味がよくわからない。製造業のよう

な人材育成システムをサービス業で考え求めるのは元々無理な話であり、これは

内部労働市場と外部労働市場の役割が全然違うため。むしろ、規制改革会議でい

つも言っていることだが、サービス産業で注目すべきは、社会主義経済だから生

産性が低いということであり、製造業は純然たる市場経済だから強いという政府

の介入の度合いみたいな形にもう少し注目していただきたい。医療、福祉、教育、

法務のような分野が規制の固まりで、諸外国に比べて生産性の規制の原因になっ

ている。ここがまともになれば、日本全体の競争力はかなり高まるのではないか。 

（井堀委員）  地域と生活の守備範囲について、先ほど地方財政の話が出て、地域

間の再分配政策に関して見直しが必要だという話が出た。もう一つの生活の方は、

個人ベースをターゲットに議論されたものだが、個人をターゲットにした社会保

障改革を、生活・地域ＷＧでどのぐらい扱ってもらえるのか。 

   経済財政展望ＷＧでは、社会保障改革の話が出てくるが、多分世代間の話が中

心になり、積立方式に移行するか別にしても、現在の財政、社会保障制度が持っ
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ている将来への先送り等が財政赤字と同様にいろんな形で問題になる。もう一つ

は、個人間の再分配政策をどういう形で構築したらいいかということが当然議論

になると思うが、それは生活・地域ＷＧの話だと思われる。地域の再分配をやめ

るときの一つの代替案は、今まで地域をターゲットにした再分配を見直し、個人

をターゲットにした再分配に変えていくという方向だろうと思う。多分、個人の

場合は地域よりも、情報の非対称性が強くて、誰が本当に弱者かよく分からない。

今までは、誰が本当の弱者かよく分からないから地域をターゲットにして再分配

しておけば、それほど変な再分配にはならなかった。地域間でいろんな経済環境

の変化により、地域が貧しさの代理変数でなくなりつつあるから、地域間の再分

配をやめようという話だったと思う。そうすると、本当に個人にターゲットを移

したときに、弱者がきちんと個人ベースで抽出できるのか、あるいはそれに合っ

た社会保障制度はどうなるのか。これは、生活保護の話とも絡んでくると思うが、

その辺りも扱っていただけるといいのかなと思う。 

（八代委員）  井堀委員のご指摘は、かなり盲点を突いている。社会保障制度の在

り方は財政の問題であり、なかなか無理ですが、その受け手が地域か個人か、あ

るいは家族かという問題意識は是非考えてみたいと思う。社会保障改革が進むこ

とで、個人、あるいは家族がどういう形で自己防衛することになるのか。その時、

民間の保険会社やリバースモーゲージという話は出てくると思う。ただ、地域か

個人かというところについては、もう一つ、社会資本の規模の利益という問題が

当然ある。一人ひとりが個々に住むということはかなり難しく、ある程度まとま

って住むことで社会的共通資本を共有化できる。今の地方というのは、その最適

規模を考えると、余りにも小さくなり過ぎているのではないか。その意味で撤退

ということを言い、社会資本がある程度充実している所に個人を移したらどうか

というのが、基本的に生活・地域ＷＧの発想である。その時に社会保障の役割を

どうするかというのは介護保険や医療といった現物サービスについては、やはり

ある程度社会資本の規模が重要だと思うが、純然たるトランスファーである年金

については、ちょっとこちらの生活・地域ＷＧでは対応出来ないと思う。 

（八代委員）  海外問題、国際摩擦は国内問題であって、特に農業問題はまさにそ

うであるわけで、ＦＴＡの問題を解決するためにも、ある程度国内の農業改革を

グローバル化ＷＧで議論されるわけですね。ある意味では産業との絡みにもなる

ので、その辺りの役割分担はどうなるのか。 

（伊藤（隆）委員）  こちらが聞きたいところだが、農業問題は、競争力ＷＧや生

活・地域ＷＧの問題でもある。その辺、農業という産業問題と、農家・農民とい

う地域問題をうまく分けて議論しないと、うまく解決できないと思う。グローバ

ル化ＷＧで書き込んでいいということであれば、農業問題について書きたい。 

（伊藤（元）委員）  意欲のあるところに書いて頂きたい。あらゆる産業が国際化
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と国内の問題の狭間で揺れており、例えば農業はそちらで挙げて頂き、国内問題

ということで躊躇されないで、どんどん書かれた方がいいと思う。 

（香西会長）  また後で、相互関連のある所についても、やり方等お話をしたいと

思うが、意欲のあるところということは非常に大事なクライテリアで、それがま

ず第一だと思う。 

（伊藤（元）委員）  今、私は中国のことに関わっているが、国際のところで非常

に難しいと思うのは相手あっての問題であり、例えば中国だけでなく食料問題で

もいいが、外の世界がどのように変化して行くのかにより、かなりシナリオが変

わってくる部分もあるが、それなしで非常に抽象的なことを議論すると非常に難

しい部分もある。将来の動きを予想することも難しいが、どのようなイメージで

書かれるのかについて議論があったかどうかをお聞きしたい。 

（伊藤（隆）委員）  日本からどのように働きかけていくか、日本としてどのよう

な枠組み、リーダーシップを作って行こうとするのかをグローバル化ＷＧでは書

いていく。したがって、外が変わってもある程度の成果が期待出来るものを作ろ

うということになっていく。 

（香西会長）  私からも１、２点述べたい。 

１つは人口問題について。30 年まで見たら減るに決まっているが 30 年経った

時に、その先を見て、更に減少しているのか、どこまで将来はあるのか、その先

のことも色々考えた方が良いのではないか。今、減少しているが、先はこれで踏

み止まるかどうかというのは問題だと思う。 

   もう一つは、地域や社会保障の世代間の問題という形で公平という言葉が問題

になったが、どういう分配の社会になるかということも大きなテーマであり、日

本の経済、社会を見る場合の将来図で、勿論、機会の平等ということがより大事

だと思うが、結果的にどうなっているかということも色々お考えいただきたい。

また、地域か個人かも、一面ではシステムをどう作るかという問題であり、一面

では価値観や社会の在り方についてどんなビジョンで行くのかということでも

あり、議論を深めてい頂きたい。 

（牛尾議員）  多数の国民に影響を与えたいというのが一番大事なポイントだと思

うが、その点は余程考えないと、議論が一部のものになってしまう危険性がある。

特に今、確かめたかったのは競争についてであるが、必ずしも全員が自由経済に

したいと思っているとは限らない。地方に行くと非常にそう感じる。しかし、こ

れをどういう前提で書くかというときに、外の動きは少なくとも冷戦終了後は、

あらゆる国が市場経済や民主主義を求めているものの、現実には、民主主義でも

訳が分からないところがあるし、市場主義でも情報が行き交い過ぎて、市場の持

つ自律作用というのが相当壊れてきている。しかし、基本的には我々はやはり他

の先進国と比べたら依然として社会主義的なところが多いのだから、競争は少な
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くとも 30 年位までは両方がバランスを取るという考えではなく、競争社会にま

ず持っていくという思想で行うのではないか。そして、日本の平等というか、社

会主義的な体質は非常に強固であり、それが逆に少子化にもつながっていると思

う。 

   香西さんに反論するようだが、8,900 万人から１億人の間で人口は減る可能性

が極めて高い。ほうっておけば絶対に人口の減る現象は続き、また情報化社会と

かグローバリゼーションは、そういう傾向を強めるので、四方八方で少子化現象

が起こり始めている。これをどう食い止めるかは非常に大事な問題で、私は以前

にも 9,000 万人か１億人で食い止めないとだめだと言った。昔は市場も国境があ

って、海外経営も国境があったから、人口が減れば絶望的だったが、前に比べれ

ば相当楽観的な状況ではある。しかし、やはりサービス産業など、この国で外国

人労働を受け入れなければならない分野はたくさんあり、700 万人とは言わなく

ても、300 万人ぐらいは確実に必要になってくると思う。 

   外の状況が変化するということは非常に大事。やはり、デファクト・スタンダ

ードというのはある。日本はある分野ではそれから遠のいているから、ＦＴＡと

かＥＰＡの話にいくと、絶望的な気持ちになる。日本は権力サイドがどんどんス

タンダードから遠く距離があいていくのに、他の国はどんどん近くなっていくか

ら、前まとまらなかった話がすっと通っていく。そうした中で、日本はますます

頑固になり、外との距離を詰めようという意思すらあるのかどうか疑問に思う。 

   それから、オフィシャルである行政と、プライベートである民というものの、

経営管理能力の違いがすごくある。プライマリー・バランスの黒字化だけでは単

なる一里塚であって、何の意味もない。借金を返そうという前提になれば黒字に

なるのは当たり前だが、行政は、国も地方もプライマリー・バランスすらどうだ

っていいんだという感じが横行していて、民間の視点から言うと全然経営能力が

ない。 

   だから、民間が一番大きく貢献しなければならないのは技術革新。技術革新に

頼っていれば、何だって解決する。技術革新を生み出すのは、やはり自由な土壌

である。国内だけでみっちりやっているところは、もう技術革新の意欲がなくな

ってしまう。 

   日本には、カオスみたいな、神話みたいな、思い込みみたいなものが四方八方

にあるが、それらに触れないと未来は語れないと思う。長期ものであるビジョン

ではそういうものの存在をむしろ各分野で明確にしてほしい。是非この会議では、

2030 年はこれが半分、これは全部解決しなければならないというようなことを明

確にしてもらいたい。1965 年～70 年ぐらいは、日米安保を解決するために知識

人が結束したため、そのときのマスコミは非常にしっかりしていた。是非、知識

人の結集した長期物として、その辺は避けないでほしい。 
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（吉田委員） 増税ができないというのは、一番経営能力がないということと思う。

実際の負担者は消費者なのに、それを政府が安売りすることで繕っているわけだ

から。プライマリー・バランスの黒字化には、歳出も当然だが、それをちゃんと

した価格で消費者に売るということが必要だと思う。 

 

○横断的事項の論点について 

（香西会長）  次に横断的な事項のことを少し考えたい。既に農業については両伊

藤さんの間で議論があったが、ほかの問題も指摘されていたと思う。 

   今、農業については、熱心なＷＧが最初にやるという話があって、それは１つ

の解決法で結構だと思うが、関係のあるＷＧは情報交換は少なくともやっていく。

これは、会議を傍聴している事務局の方で相互に連絡していくというネットワー

クも必要だが、例えば、外国人労働者の問題、少子化とか高齢者など人に関わる

問題はかなりいろんなところが重なっているという印象を持っている。それから、

教育の話。人づくりの話と、地域、文化の方に入っている問題もある。そういっ

た共通の課題等について、何か議論があったらお願いしたい。 

（伊藤（隆）委員）  外国人労働では、フィリピンとかタイが日本でもっと看護師、

介護師を受けるべきだと要求してきているのは、まさに渡りに船であり、チャン

スだと思っている。そこに限ることは全然ないが、少なくとも介護、あるいは看

護については、客観的に見て明らかに人数が足りないので、そこを増やす方策を

取ることは、少子高齢化、あるいは女性の労動参加を高めることに貢献すると考

える。我々のＷＧでは、そういうトーンの報告書になっていく。ここ１、２年の

話で、25 年というタームではないが、少なくともそこを突破口にして入れていか

なければならない。 

   それから、単純労働を入れるのか、高度な技術を持った人を入れるのか、ある

いは優秀な人材だけを入れるのかといった議論がある。何も技術のないような人

を入れていくというのは、かえってそれがバックファイヤーする可能性があるか

ら、そこは最初に入れるべきところではないと思う。いきなり全部門戸を開放す

るわけにはいかないから、少なくとも、今、27 の入国の資格をもっと大幅に広げ

るということが次のステップになると思う。 

   そういう形で徐々に門戸を広げていくことで、何万人、何百万人になるか知ら

ないが、お互いにハッピーな状況をつくっていきたい。 

（八代委員）  外国人労働の問題で最初に考えなければいけないのは、移民か出稼

ぎかということ。仮に移民であれば、今は労働力になるが、いずれは要介護にな

ってしまうので、問題を単に先送りするだけ。逆に、期間を限定した出稼ぎ労働

者であれば、労働力になる人だけが入ってくるということで、ボトルネックは解

消される。そこについてまず合意を得ることが第一だと思う。 
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  それから、内外の労働市場の競争という意味でも非常に効果があるが、労働力だ

けではなくて、それを雇う方の組織についても、ある程度、近代化、競争をしな

いといけない。例えば、今の非常に零細な医療法人や福祉関係の事業者では、な

かなかスムーズな受け入れができないのではないか。そういう意味では、産業と

しての介護サービス、看護、医療の近代化・合理化も避けて通れないのではない

か。そういう視点が大事と思っている。 

（伊藤（元）委員）  競争力ＷＧでも、外国の人材が国内の経済活動にどのように

関わってくるかという議論が出てくると思う。例えば教育では、いわゆる高等教

育から技術革新、地域の初等教育のところまで。ただ、我々のところはそれが産

業の活力・競争力にどういうふうに関わってくるかという意味でのプラスの側面

を打ち出すような話になるだろう。だから、来るのは労働力じゃなくて人間なん

だという話とか、どういう人たちを入れるかという話は、ほかのＷＧで議論する

形になって、すみ分けは多分必然に出てくると思う。 

   高齢者の話も、競争力ＷＧではかなり出てくると思う。これも生活という視点

で見ると、年金の話だとかいろんな重要な視点があると思う。しかし、我々のＷ

Ｇの今までの議論の基本的なスタンスは、シニアいわゆる退職したような人でも、

日本にとって非常に大きなパワーになり得るという、活用という視点が中心にな

るだろうと思う。 

（香西会長） 外国人労働の問題は、人が足りないからというこちらの都合も勿論

あるだろうが、日本経団連は人材の開放・人材開国ということも謳っている。労

働力というと、中には外人労働力は安いからと言う。非合法労働力は確かに安い

に違いないが、やはり同一労働、同一賃金という原則の下で同じ労働者として扱

わなければいけないという観点もあると思う。また日本の社会が変わっていかな

いと、外国人が受け入れられないということもある。いろんな面から議論して、

その方向が日本全体の方向に大きく関わる、一種の象徴的な問題になるかもしれ

ない。そんな意識も持って、是非取り扱いを十分検討いただき、その結果をみん

なで共有できたらと思っている。 

（牛尾議員）  移民か出稼ぎかという話では、企業から見れば出稼ぎだけが必要。

それもかなりレベルの高いサービス、研究機能、ＩＴ技術などを必要としている。

それが移民になっていろんなものが付いてくるとしたら、確かに重いという感じ

はあるが、日本は賃金が高い国だから、出稼ぎ期間が仮に３年とか４年であって

も、それぞれ出身地の４倍か５倍の生活費を持って帰ることができる。広東省が

ほとんど出稼ぎ専門で、人材は全部４年で替える。地方自治体への人材派遣であ

り、全部 18 歳で来ても４年経ったら帰ってしまうわけだから、非常にスムーズ

に回って、しかも賃金コストが上がらないという。現在の発展を支えている一つ

の成功というのはそこにある。日本でも、サービス能力や情報処理能力をある短
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期間買うという発想で、出稼ぎとしてどんどん回していくことは、向こうの経済

にも非常に技術移転になると思う。だから、アジアとの出稼ぎ労働の仕組みを考

えていただくと、ＦＴＡの突破口になる。これを大きく書くことによって、法務

省が 100 人から始めるという、けたが２つぐらい違う発想を、最低 1,000 人で

も恥ずかしそうに言うという社会に変えないといけない。これは、こういう長期

物が非常に役に立つところが多い。 

（八代委員） 本当に実現できるかは、出稼ぎだという形で契約したら、家族を連

れてきたらいけない。これは、契約ということを明確に打ち出して、単身赴任で

あるというところまで言えるかどうか。 

（牛尾議員） そういうことも議論しないといけないでしょうね。 

（吉田委員） 結局、日本の為替レートがずっと高く維持されていることが前提と

なっているか。果たして 2030 年までずっと続くのか。円高が問題だと言いなが

ら、円高を前提にして社会があるが、今後どういう想定をしたらいいのか。経常

収支黒字というのも、常識的に考えれば縮小していくだろうが、反対にそれを突

き抜けて赤字になり、為替レートが下がってしまう。 

（八代委員） 経常収支が赤字になってもいいのではないか。赤字になっても、日

本の産業が十分成長すれば、アメリカみたいに投資がどんどん入ってくることで

円高になる可能性は十分ある。 

（牛尾議員） 通貨問題に関して、確固としたシステムとか論理が働いてなくて、

結果としてこうなっているということでは先行きも非常に困る。通貨についてど

う考えるか、2030 年まで通貨は日本が参加して、どういう方向で、どういうこと

で動くのかが、少しでも理解できれば、流動性が大分変わってくる。その辺はど

うですか。 

（伊藤（隆）委員） アジア統一通貨ができて、円はなくなっている。 

（香西会長） 横断的な事項については、情報を流通させることで解決できるのも

あるし、ある程度まとまったところで議論していただくのもいいかと思う。 こ

れまでの議論を伺うと、１つは外国人労働者問題、もう一つは少子化の問題辺り

について、大体 10 月いっぱい、ＷＧで精力的に御審議いただくので、それが終

わった段階でブレーンストーミングを 11 月上旬ぐらいにやってみたらどうか。 

ほかのテーマも、やりたい、やった方がいいということであれば、考えさせて

いただく。 

（翁委員） 少子化と外国人労働者の他に、2025 年から 2050 年というタームを考

えると、超高齢社会になる。やはり高齢問題というのは考えておく必要がある。

競争力の観点からも実は社会保障負担で競争力というのは非常に大きな影響を

受けるし、そういった点を議論することがやはり重要であろう。 

（香西会長） 超高齢化というのは、確かに単なる高齢化以上のものがあり得るの
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で、検討したい。例えば、貯蓄率も今の高齢化が、ある意味で予期せざる高齢化。

つまり人生 50 年だと思っていたら 80 まで生きてしまったという形で、わざわざ

ディスセーブするしかなかった。だから、超高齢化が進んで、それで落ち着くん

だったら、若い人はもっと貯蓄行動が変わってくる。自分が 80 歳まで生きるな

らこんな年金は信用できないということかもしれない。そういう問題もあって、

高齢化の問題についても議論すべきことはある。 

（牛尾議員） これまでは、民間の分配でも高齢者を優遇したが、企業も年功序列

賃金を急ピッチで見直しており、退職金なしの成果主義賃金を選ぶ人の方が非常

に増えてきている。企業は、基本的には効率の高い方へ忠実に動く。税金を取ろ

うとすると、海外で経営しているから、一番安いところに付加価値を落とすとい

うのは、防ぎようがないので、そういう点ではやはりこの辺のテーマをきちっと

詰める必要がある。だから、高齢者問題、少子化問題、外国人労働者問題という

のは、三巴になってこれからずっと動いていくという気がする。 

（伊藤（隆）委員） 競争力という場合に、個人か、企業か、あるいは日本という

国土の中の競争力なのかをはっきりしていただきたい。企業は日本国内にいるこ

とが不利になったら出ていってしまう。もう既にたくさん出て行ってしまってい

る。だから、日本国内で税金が取れなくなっている。だから、企業のことは余り

心配しなくてもいいかもしれない。むしろ日本、あるいは外国の企業に日本国内

に工場をつくってもらって、税金を払ってもらう、人を雇ってもらうということ

を考えるのが競争力ではないか。どうしたら企業に対して魅力のある国をつくる

ことができるのか。それは税制、人材、インフラ、あるいは、物流、サービス産

業の全般。そういうところで人材も、少子高齢化も、外国人労働者も入ってくる。

やはり国が滅びて、日本人が世界中に散って出稼ぎに行くようになって、日本の

企業の本社が香港やシンガポールやニューヨークに行ったりということになら

ないように、日本という国がある程度「かたち」として残っていくためにはどう

したらいいのか。企業に日本にとどまってもらう、日本人に日本にとどまっても

らうことが重要だと、競争力の方で定義していただくとわかりやすくなる。 

（伊藤（元）委員） 競争力ということを定義しようとすると、そこだけで哲学論

争になってしまう。いわゆる経済の活力、社会の活力みたいなものを皆さん想定

して議論していると思う。それはまさにそういうこと。つまり個別の企業でもな

ければ、個別の人の競争力でもなく、日本国内で、いろんな経済活動が活発に行

われるためには、どういうことを考えなければいけないか。 

それだけでは勿論収まらない部分があって、恐らく生活というところで議論す

ることで、我々のところで議論できないようなものはあるが、あえて経済活動み

たいなことにウェートを置いて議論することになると思う。結果的には、日本で

あろうが、外国の企業であろうが、国内に来て活動するということもあり得るし、
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国内が活性化するためには、日本企業も一方で外に出ていくような力がなければ

いけない。 

（八代委員） 私は 15 年程前から最大の高齢化対策は高齢者の定義を変えること

を言ってきた。つまり 1995 年には 60 歳以上の日本人は人口の 20％いたわけで、

この 20％を今後とも維持していく。つまり高齢者が人口の 20％になるように定

義を変えていく。65 歳以上から必要があれば 75 歳まで上げる。そうしていけば、

ある意味で高齢化問題というのは発生しない。高齢化の大きな原因は寿命が延び

ていることだから、伸びた分だけ働いてもらえばいい。働けるような労働市場慣

行にし、働いている以上は社会保険料をちゃんと払ってもらえば、年金、社会保

険財政も安定する。それは結局前からエージフリー、ジェンダーフリーの世界で

あって、この基本原則で考えれば、極めて問題は単純である。勿論、働けない高

齢者もおられるが、何歳になっても元気な高齢者もいるので、保険制度をきちっ

とつくっていけば問題が解決する。それを邪魔しているのが今の制度で、何歳に

なったらこうしなければいけないという、言わば定年制も、年金の支給開始もそ

の一つだが、そういう制度を片っ端からつぶしていけば、高齢化問題というのは

そんなに怖くないのではないか。 

（牛尾議員） ＩＴによって、ますます高齢者のできる仕事が増えている。 

（伊藤（隆）委員） その場合は外国人を入れるのか。 

（八代委員） その場合は、当分入れなくていい。入れてもいいが。 

（香西会長） しかし、幾ら８掛けにしても 70 歳は 70 歳の病人がいます。 

（翁委員） たしか、医療とか介護の負担というのは、2025 年ぐらいまでしか予測

できていなくて、それ以降の予測が全然できてない、それが大きな不安をもたら

している。経済財政展望ＷＧで社会保障全体の負担の展望なども考えた上で御議

論いただきたい。 

（香西会長） 横断的な話題について御議論をいただいた。１つは外国人労働問題、

少子化問題、高齢化については、ブレーンストーミングを行いたい。技術につい

て、諮問会議で御関心があると申し上げたが、教育についても非常に御関心があ

るので、生活・地域ＷＧにはテーマとして入っているが、人間力にも関わるので、

よろしくお願いしたい。 

 

○今後の審議について 

（香西会長）  報告書は、まずここにおられる専門調査会の委員の方で書いていた

だきたい。したがって、その自由は最大限に尊重することになると思うので、ど

ういうものを書きたいか、一番書きやすい形をまず考えていただきたい。例えば、

必要があれば、事務的に要約版をつくることもできる。また、だれに読ませるか

というのもまず考えていただきたいのだが、これについても、例えば、地域向け
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とか、老人向けとか、いろいろバージョンをつくることもできるし、基本になる

報告ができておれば、後で、幾らでも編集ができるので、まず皆さん方から自分

としては大体これぐらいの分量で、まずどういうものを書きたいかということを

いろいろ考えて、ご提案いただきたい。 

（伊藤（元）委員）  現実にはもう少し複雑。つまりこれから８回の会議をせっか

くやるので、それぞれの委員の方が関心を持っているテーマについてで少し書い

てもらえば、それででき上がってしまう。もしくは、議論のみにして、あとは主

査と副主査で書けというと、いろんなバージョンを出すことが可能だが、４つの

ＷＧが全部違う運営の仕方をしたときに、全く違ったスタイルのものが出てくる

というのは、余りよくないような気がする。そう言いながらも、あまり上からコ

ントロールされても、運営が難しい。 

  （吉田委員）  今、伊藤（元）委員が言ったように、余りばらばらというのは問

題であろう。ただ各委員に書いていただいて、柔軟にまとめて設定しても、戦略

性をどうつくれるかという問題もある。専門委員だけで書いた方が戦略性は出て

くるのだろうが。 

（八代委員）  生活・地域ＷＧのメンバーは、非常に、独自の意見を持っている方

もおられるので、むしろ各委員に自由に書いていただき、その中からこちらが面

白そうなところをピックアップして報告書にするということも有り得る。しかし、

せっかく書いていただいたものは、何らかの形で別途参考資料としてまとめてお

いた方がいい。それは必ずしも整合的な意見にはならないだろうが、それをいち

いち調整していたら大変なので、主査の独断である程度やらせていただきたいが、

各委員の意見は非常に貴重なものなので、別途まとめておくべきと思う。 

（香西会長）  今の御提案は、ＷＧの報告書は、主査、副主査レベルでフォーマル

なものはある程度をつくっていただくが、付属資料なり各論なり、形式はわから

ないが、各ワーキンググループの委員が自ら執筆したものを形に残すという御提

案だと思うが、それは非常にいい案ではないか。あるＷＧはみんなで本を１冊つ

くろうということもあり得ることだ。基本的な形式として、中間報告という形に

なるが、12 月までにはこちらに現在御出席しておられる各主査、副主査の方の間

で、ほぼ共通の枚数のものを書き、できればそれに各ＷＧメンバーの各論が付い

ているという形ができれば、それは非常にいい形だ。 

 （牛尾議員）  ４つのＷＧの報告は、同じようなものにした方がいい。ただ、形

式だけをフォーマルにして、中身は楽しいものにしていただきたい。読む人の立

場から言うとページは 10 枚ぐらいか。 

（翁委員）  全体をまとめる章の様なものは、冒頭に付けられるのか。 

（香西会長）  今の原則でいけば、ある種の要約という形で総論はやはり書かざる

を得ない。共通した流れとか、そういったことは整理が必要だろうから、ある程
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度考えざるを得ないと思う。それは 12 月の中間報告が済んでから後の話だと理

解している。それでは、各ＷＧの報告書のページ数については、何となく 10 枚

という感じで、更に何回か議論して決めていくと。あるいは、是非とも 20 枚と

いう形であればそれも検討してもよい。 

（井堀委員）  中間報告と最終報告とはどういう体裁か。 

（香西会長）  とりあえずは中間報告で一応まとまったものを出していただき、そ

のときの模様等も含めて、更に残った問題があるとか、それともこのままでもう

いいのかとか、そういったことを含めて、その段階でもう一度御相談させていた

だきたい。 

（井堀委員） 報告にいろんな課題を先送りするというような形の書き方ではなく

て、中間報告としては提言を含めてまとまる形になるのはそれでよい。ただし、

多分、経済財政展望ＷＧのところは数字の話がかなり出てくるので、マクロのモ

デルへの依存度により、12 月にまとめるということは難しい。 

（吉田委員）  恐らく増税の話は、最大の関心事だし、余り避けてもいけないと思

う。ただ、数字というのは１人歩きする可能性があり非常に危ない。 

（大守次長）  中間報告の段階で、例えば、外国人労働力をどのぐらい見込むかと

か、横断的なことについて、ＷＧ間で煮詰まった議論ができるかどうかであるが、

フィードバックプロセスがある程度は必要と考えると、井堀委員の御指摘のよう

に、年末の段階では、なかなか、きっちりした数字的なものは出せないだろう。 

（香西会長）  中間報告は方向性を出して、数量的なことは３月にという方針で行

くということだろう。 

（牛尾議員）  今、経済財政諮問会議で議論しているように、来年初めの「改革と

展望」書くにあたっては、先行きの目標もあるので、経済財政展望ＷＧと意見交

換していきたい。 

（香西会長） 中間報告は方向性についてはある程度まとまったものにしていただ

く。計量作業等については最終報告まで譲ることもあり得るが、各ＷＧでまとま

った数字があれば、むしろ早くいただいた方が計量作業も進みやすいので、全体

のフレームについては若干出ても仕方がないのではないか。各ＷＧ報告書の分量

については 10 ページ程度ということをテイクノートするぐらいで、特に決めな

い。 

（吉田委員）  経済財政展望ＷＧに出した資料を、専門調査会に出しても構わない

と思う。直接ぶつけた方が、いちいち検討するよりもいいだろう。 

（香西会長） その辺についても、事務方の方で資料の流通を促すようにまとめて

いただくということにしたいと思う。 

   また特に目安はないが、それぞれのワーキンググループにおける創意工夫は最

大限活用して、大体声が出揃ったようなところで、とりあえず取りまとめの構想
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をしても良いのではないか。やはりわかりやすく、アピール力のあるものをお願

い致したい。 

   最後に、幾つかの対外活動、調査について、事務局から少し計画をつくったの

でお願いします。 

 

○その他 

（浜野統括官） 資料４を見ていただきたい。諮問会議でも竹中大臣からご指摘が

あった通り、21 世紀ビジョンについてはなるべく参加型でやるべきであり、私ど

もではここにあるような意見募集、情報発信、それから海外の関係という３つの

パートに分けて、対外的なＰＲも含めて考えている。 

   意見募集について、まずインターネットによる意見募集ということで、既にビ

ジョン専用のホームページも立ち上げており、その中でいろいろ工夫をしていき

たい。それから、２番目のインターネット調査について、八代先生のＷＧから生

活・地域のインターネット調査の御報告があったが、ビジョン全体としてもイン

ターネット調査をしてはどうかと考えている。それからシンポジウム、特別世論

調査とは、いわゆる政府の世論調査のもう少し足を短くしたものであり、21 世紀

ビジョンについても 11 月の半ばぐらいに調査をして、早ければ 11 月の末から 1

2 月初めぐらいの専門調査会の場で報告をする予定である。あとは、青少年との

対話集会、タウンミーティング等々も考えている。また企業の長期的なビジョン

も調べたらどうかという指摘が奥田議員等からもあったので、有識者アンケート

についても考えている。 

  ２番目が情報発信、まずは政府広報の活用。それからこれは大臣にもお願いし

ているが、先ほどのビジョンのホームページコンテンツ充実の中で、委員の皆様

方にも「私の描く 2030 年」というタイトルで原稿を執筆していただければと考

えている。次にパンフレット、雑誌等。それから、海外の関係では外国プレスの

広報。また競争力ＷＧでも検討いただいているが、ＪＥＴＲＯ等にご協力してい

ただき、海外の日本人を対象に意見募集ができないかと考えている。あとは、い

ろいろな報告の外国語版の作成。また「官邸カンファレンス」とは、経済社会総

合研究所で各国の有識者を官邸に招聘して行うカンファレンスであり、ビジョン

の関係で開催することも検討している。 

  大体以上である。 

（八代委員） やや主観的かもしれないが、政府広報と言えばパンフレットという

時代はもう終わったのではないか。無料のパンフレットには販売ルートがないの

で、結局どこかに積み上げておくしかない。それよりきちっとお金をかけて、い

いホームページをつくって、みんなが自由にダウンロードして使えるというのが、

今後の在り方ではないか。官庁のホームページは極めて見ずらい。パンフレット
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のお金をむしろ専門家に回して、索引機能もきちっと付いた良いホームページを

つくっていただきたい。 

（香西会長）  それではこの案をベースに、いろんな形で広報、意見聴取などを行

い、オープンなビジョンの作成に努力していきたい。そのための形態、例えば今

取り上げたパンフレット、それから各ＷＧにおいてアピールしてみたいテーマな

どがございましたら、是非事務局の方におっしゃっていただきたい。この枠の中

でいろいろと努力していきたい。 

  今後のスケジュールについても、お願いします。 

（浜野統括官）  資料５は今後のスケジュールである。11 月上旬を目途に、３つの

テーマを中心にブレーンストーミングを行う予定である。また専門調査会として

は、各ＷＧの検討状況を踏まえ、第３回を 11 月下旬から 12 月上旬にかけて開催

し、ＷＧの中間報告をどうするかについて検討を行う。その後、12 月に中間報告

を議論するといった段取りを考えている。 

最後に、各ＷＧでヒアリング等を行っているが、やり方はお任せするが、その

中でそれぞれのテーマについて各省庁の意見を聴取する場を考えていただきた

い。 

（香西会長）  それでは、本日はこれで解散に致したい。本日の審議内容について

は、事務局より記者会見を行い、記者クラブに報告することとなっている。 

 

以上 

 

 


