
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 16 年第２回 議事録

「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２回）

（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）

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 
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「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 16 年第２回 議事録

（本文) 

（香西会長） 皆様、お忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。

定刻でございますので、ただいまから「『日本 21 世紀ビジョン』に関する専門調査会（第２回

会合）」を開きたいと思います。

大変お忙しい中、しかも天候も余りよくない中、御出席いただいてありがとうございました。

本日は、前回に引き続いての会議でありますけれども、諮問会議の牛尾議員が御出席をいただ

けるという予定になっております。

竹中大臣は、手が空いたら来るということで、席だけは空けてありますけれども、あるいは難

しいかもしれないという状況だと承っております。

それでは、早速ですが、本日の議事に入りたいと思います。

９月中にすべてのワーキンググループで会議が開催されました。そこで、本日はまず、第１回

をやった審議状況、それに関連して、各主査から今後どういうことが問題になりそうかとか、そ

ういった見通し等についてお話をいただければありがたいと思います。

お手元に資料１がありまして、これはあらかじめ御提出いただいたものでありますけれども、

適宜御参照いただきながら、それぞれお話をいただければというふうに思っております。 

それでは、経済財政展望ワーキンググループの吉田さんからお願いいたします。

（吉田委員） どれぐらいのペースでやればよろしいんですか。

（香西会長） ５分とか、それぐらいでどうかという予定になっているようです。

（吉田委員） はい。お手元の資料に従って、第１回をやりましたので、それの結果等を御報告申

し上げます。

主な課題ということですが、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

くるということであります。

今後、13 日、27 日、11 月に２回、そして 12 月に１回やる予定で、そういうペースで進めて

いきたいと思っておりますが、計量モデルを使って計算していただけるそうですので、それとど

ういうふうにシナリオをくっ付けていくかというのが、結構重要なことになってくるかと思いま

す。

第１回ワーキンググループで出ました意見でありますが、まずは人口減少ということで、2030

年までを見たときには、人口減少を要件とせざるを得ないと、少子化対策を今からやっても 2030

年には間に合わないというわけでありますから、それをその中でどう考えていくかということで

あります。 

皆さんの御意見の中で、経済に関しては、成長率というふうな発想よりも、個人一人当たりの

所得が維持できればいいんじゃないかと。あるいは、人口が減少してきますから、それに対する

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ふうなこ
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「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 16 年第２回 議事録

とですが、ＴＦＰも重要であるということであります。 

シナリオとして、リスクシナリオというようなものも描く必要があるのではないかということ

であります。

将来のイメージですけれども、結局、一人当たり所得を何とか維持できていけばいいというふ

うに考えれば、ステーブルな経済社会、人口が減少しているわけですから、それに合わせて経済

も調整されるように、サステーナブルであってステーブルな経済社会ということであって、むし

ろ中身の方が重要であって、文化国家的な内容になっていく必要があると。特に次世代の幸せを

考えるようなシナリオになるべきということで、財政問題で先送りしないということになってき

ているかと思います。 

労働力をカバーする方法ですが、高齢者、女性、外国人ということです。それぞれ労働力化率

をどこまで見込めるか、外国人も可能であるが、700 万人ぐらい必要になるとか、それは無理で

しょうというふうな御議論もありました。

それから、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ということになりますから、資本でカバーできるのも限界ですか

ら、効率化の促進ということになって、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

ようにということであります。

これも先ほどちょっと出ましたけれども、生産性上昇がどの程度見込めるかと、2.5 ～3.0 ％

というふうな成長を維持できる潜在成長率として、それの生産性上昇を一応見込めるのではない

かという意見もありました。

技術のスピルオーバーが大きくなって、一人当たりＧＤＰも成長できるんじゃないかと、結局

そういう期待ということに、これは先ほど申しました資本の効率化ということで期待することに

なるかと思います。

２番目としましては、持続的な社会保障制度の再構築。このときの重要なポイントとしては、

世代間公平という観点。それから世代間公平を考える場合も、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。

そのほか、平均的には高齢者の所得は十分であると。高齢者対策として、世界でも昀も高齢者

を優遇する政策を行ってきたと。特区にもなったと。それから、今度、ちょっと方向転換しては

ということであります。

世代間移転で社会保障を行うわけですが、それは結局、世代間の私的なトランスファーですね、

それも考える必要があるのではないか。

また、年金制度は、積立制度への移行というのは、現実的になかなか難しい側面があるわけで

すが、目指す必要があるのではと。

先ほど申しましたけれども、2030 年までを考えるのであれば、少子化は要件になってしまい

ますが、少子化をどこまで食い止められるかというふうな問題も考えていく必要があると。

若者の就業、雇用形態等々、世代内でどういうふうな公平を確保して安定を図るかと。そして

外国人労働で、先ほどもちょっと 700 万人の話をしましたけれども、こういうふうなことは現

実的ではないわけですが、外国人労働も受け入れていく必要があるということであります。

３番目の問題として、経済全体のシナリオということになるわけですが、財政再建というのが

大きな問題になってまいりますが、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
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「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 16 年第２回 議事録

が考えられるわけですので、プライマリーバランスは黒字化が必要であると。黒字化することで、

先送り化しないという必要があるわけでありまして、それを実現するような財政運営というのが

必要になってくる。

それで、人口の変化に伴って、人口構造に対応した歳出構造、先ほどの話でありますが。それ

から、国と地方の分担ということになるわけでありますが、地方分権をやっていく必要があるわ

けですが、いずれにしろ増税というのは避けられない。消費税というのもありますし、消費税に

ついても下の方に書いてありますが、いろいろ意見も出ております。プライマリーバランスの回

復の道筋を付けるということが当面財政運営の基本的な道筋ということになるかと思います。

あと、受益と負担との関係の問題、それから一人当たり所得の増加率、先ほど出ていましたけ

れども、そうすると増加率が 2.5 ～3.0 ％とすると、政府支出は増やせないということですの

で、国土開発という形の従来のやり方は限界があると。財政規律、特に財政のルール化というこ

とで議論が行われて、大体共通した認識でルール化というものの議論がありました。

貯蓄投資バランスが変化して、マクロ経済運営に影響を与えるわけでありますが、基本的な問

題は貯蓄率が低下するということであります。それに対して投資率も下がるから、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か、悲観的というか、そういう見通しの御意見も

ございました。

海外からの資金によるバランスの回復というものも可能ということでありますが、なかなか難

しいところへ持ってくるかと思います。

そして、長期的な財政金融政策についての枠組みということでありますが、金融政策も国債が

大量発行されていく中ですので、国債管理政策も重要になりますし、全体の意見としては金融政

策によって、ここにも書いてございますが、インフレターゲティングも一つの可能性ということ

で、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ということでありま

す。

それから、ワーキンググループで出ました意見で、アンケート調査を実施してみてはいかがか

と。増税と歳出カット、どれぐらいの比率で割りふったらいいのかということについて、そのバ

ランスを質問してみてはどうかという意見がありました。面白い意見だと思いました。

大体以上でございます。

（香西会長） どうもありがとうございました。一応、各グループからずっと説明を伺ってから議

論したいとは思いますが、もし何か、今、是非とも忘れないうちにということがあれば、よろし

いですか、一応ずっと回して昀後にまた少し時間を取るようにいたします。井堀さん何かありま

すか。

（井堀委員） いいえ。

（香西会長） それでは、次は競争力、伊藤元重さんお願いいたします。

（伊藤（元）委員） ごく短くお話しさせていただきたいので、お手元の資料１の「競争力ワーキ

ンググループの審議状況について」というところに比較的詳しくまとめてありますので、詳細は
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「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 16 年第２回 議事録

ここをごらんいただきたいと思います。冒頭にあるような８回ぐらいの議論で、前半はいろいろ

な問題について内部の委員とか、あるいは外の有識者の話をお伺いしながら、少し視野を広げて

みたり、あるいは問題を更に詰めていきたい。それを受けて、何回かの議論の中でまとめていき

たいと思います。

一番大きな話で、問題の方向なんですけれども、この中の一人の委員が発言したことで、一つ

語彙が増えたんですけれども、ブジャデという言葉を知っていますか、というんですね。ブジャ

デというのは私は知らないですけれども、デジャブというのがあって、それをもじって、スタン

フォードのロバート・サットンという人がつくった造語らしいんですけれども、デジャブという

のは既視現象ですか、本当は見たことはないんだけれども、初めて見たものを昔見たような気に

なることで、その逆のことをブジャデというらしいんですけれども、これは造語なんですけれど

も、要するに、いつも毎日毎日見ているものの中に、実は見えていない部分があって、そこをき

ちんと見ることが大事だということで、いろんな方の中にそういう話があったんですけれども、

要するに、日本のこれからの競争力とか、あるいは活性化を考えるときに、何か外からの理想的

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なかなか難しいし、それはほとんど不

可能だろうと。

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みたいなものをよ

く議論して、そこの中で強みはそのまま生かせばいいわけですし、弱いところをどういうふうに

補強していくかと。そういうことが非常に重要だろうということがかなりいろんな方の議論の中

にありまして、お手元の資料のワーキンググループ全体に関することの中で、日本の強みと弱み

は何であるかということをきちんと議論しておく必要があるだろうと。

例えば、具体的な例として、個人の力と組織の力という話もその例として出たわけですけれど

も、そういうような形で、昀初の３回の中で、新規産業の創出とか、科学技術とか、あるいは人

間力というようなテーマで、いろんなヒアリングをするわけですけれども、日本の強み弱みみた

いなものをもう一回点検してみて考えてみたいということです。

それから、我々の中で非常に議論になった、これはほかのグループにも関係があると思うんで

すけれども、これはだれに読んでもらう報告書なのかということによって、かなりスタイルが変

わってきていまして、我々のグループでは、やはり国民に読んでもらえるような、つまり大臣に

上げるとか、あるいは役所に上げるというだけの報告書ではなくて、もう少し国民に訴えるよう

なものにできればいいなというようなことが出てきました。

あと、我々のグループは競争力という冠が付いているんですけれども、競争力とは何かという

議論で、哲学あるいは神学論争を始めても、なかなか難しいところがあるんですけれども、多く

の委員の方は、余り言葉にこだわらないで、むしろ活力ある社会とか、活力ある経済とかいうよ

うなイメージで議論している人が多くて、あとの中身を見ていただくとわかるんですけれども、

そうなってくると、例えば生活・地域ワーキンググループのところと当然いろいろダブるテーマ

が出てくると思いますけれども、それはそれでいいのかなと。

個別テーマということで、次のページに幾つか書いてありまして、たたき台の中では製造業と

か、非製造業というような形で産業分類をしてみたんですけれども、この切り口は余り有効では

ないだろうと。

むしろ、さっきのブジャデではないけれども、日ごろ見ている現象を今までとは違った視点で
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「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 16 年第２回 議事録

見ることによっていろんなことが見えてくるというようなことで、もう少し産業の見方について

も、できたら前に希望が持てるような形のものを議論していきたいと。

あるいは、方向としては、やはり護送船団ではなくて、フロントランナー方式みたいなものを

全面に出すような形、つまり強いものをもっと強くするというような視点を出したいというよう

な議論。

あるいは、例えば、いわゆる高齢者とか、あるいはニート等と言われている現象というのは、

勿論いろんな難しい問題もあると思うんですけれども、必ずしもマイナスにとらえるだけではな

く、そういうものをむしろプラスに転じるためにはどういうことが必要であろうかとか、そうい

うようなことがいろいろ議論されています。 

全部口頭で申し上げられませんが、後で重要なところは翁さんに補っていただきたいと思いま

すけれども、ここに書いてあるようなことについて、ワーキンググループの個別テーマについて

議論が出てきまして、いずれにしても、もう２～３回更に個別のテーマでいろんな議論をしてい

ただいた上で、昀終的な報告書にまとめていきたいと思います。

参考という形で、昀初の２～３回のテーマで、こんなことを特に委員の方とか、あるいはいろ

んな方にお聞きしてみたいというふうに考えております。

以上でございます。

（香西会長） 特に御発言ある方はございますでしょうか。また後で議論させていただきますが、

予定では科学技術についてのテーマ別討議の中に一つ入っていましたけれども、私の受けている

印象では、諮問会議の委員の先生方の中では、科学技術について関心が非常に強いようですので、

よろしくお願いをしておきたいと思います。 

翁さんから何かありますか。

（翁委員） 特にありません。

（香西会長） それでは、八代さん。

（八代委員） 「生活・地域ワーキンググループの審議状況について」というメモに沿って御説明

させていただきます。 

１枚めくっていただきまして「２．第１回ＷＧで出た主な意見」という形で、ここに書いてあ

るとおりでございますが、私の印象としては、比較的多様な人が集まった割には一応共通の考え

方の合意はできたのではないかと思います。それは下に書いてありますような地域の活性化の中

で、国土の均衡ある発展という考え方は維持できないのではないか。やはり地域間競争というも

の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ているんではないかとい

うことです。

ただ、いろいろ御指摘もありまして、私の書いたペーパーについて、とかく都市対過疎地域と

いうような対立という印象が強いわけですが、一方で、ある方が、むしろ都市の郊外が問題であ

るとの指摘もありました。

それはなぜかと言うと、今、財政資金を一番使っているのは過疎地よりもどんどん人口が増え
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ている都市の郊外であって、そこが逆に言えば、高齢化によってスラム化してしまうんではない

かと、そういう視点が余りないんではないかということ。

それから、公共事業がたとえなくなっても、生き残る地方はあるわけであって、そういう単に

公共事業がなくなれば、とたんに絶えてしまうというような単純なものではないんではないか。

文化というような要素も地域の活性化の中に大事であると。お祭をしているところに過疎はな

いとか、そういうような言い方もありました。とにかくそういう地元のバイタリティーがあると

ころはかなり大丈夫な面もあるんではないかということをもっときちんと考える必要があるん

じゃないかということであります。

ただ、第１回では、どっちかというと、地方財政の専門家の方が余り参加しておられなかった。

大事なのは、地方の財政配分と分権というものをどこまで変えていったらいいのかということに

ついて、もう少し深い議論が必要だと思います。

別途、生産者の視点対納税者の視点という問題提起もありまして、これまで日本では納税者の

視点というのが非常に少なかった。これは当然ながら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、どれだけ使うかと、使うことによって人々

の生活を豊かにするかというような視点が、言わば過剰になってきたと、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かと思います。

治安の面についても、これも当たり前のことですが、刑法犯罪が増えてきている一方、財政が

悪化しているために、どのような形で民間の活用や、地域住民との連携を考えていくかというこ

とがポイントになるわけですが、そのときに、ある委員の方が指摘されたのは、やはり人々の警

察に対するイメージが、戦前の特高警察ということが余りにもあって、例えばそれによって犯罪

防止のための警察による盗聴もほとんど認められていない、警察による盗聴ですね。

これは、個人のプライバシー保護ということになりますが、むしろそれによって犯罪が抑止で

きないというコストもきちんと考える必要があるんじゃないか。昀近でも防犯カメラを付けるこ

とに対して、プライバシーの侵害だという意見も強いんですが、逆に防犯カメラで、犯罪が未然

に防止されている面もあるわけで、そういう点をきちんと訴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。 

あと、教育の問題というのも勿論議論があるわけで、これは国全体の教育の問題と地方の教育

をどのように分担していくのかと。余り国全体の話をここでやっても仕方がないので、どういう

形で地方が教育について貢献できるところがあるんだろうかというようなことでございます。

それから、１枚前にめくっていただきまして、今後の予定としては、ここに書いてあるように

インターネット調査をやってみようということであり、現在事務局と委員が協力して作成してい

ます。これは先ほど吉田さんが少し言われたアンケート調査に近いものでありますけれども、問

題をつくるという過程でかなり作業が進む面もあるんじゃないかと。

つまり、自分がわからない答えを人に聞いても仕方ないわけでして、まず、自分がある程度仮

説をつくった上で、それを確認するために問題をつくっていくという作業をやりますと結構大変

なわけでして、仮に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

う面もあると思います。

その後、各委員の方からそれぞれの専門に応じてプレゼンをしていただくという形で、それと

同時に簡単な文章はつくっておく予定でございますので、並行して、メインとなる文章及び各論
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について、できればそれぞれの委員に担当していただくという形で報告書をつくっていく方向を

考えております。

以上であります。 

（香西会長） それでは、伊藤さんお願いします。

（伊藤（隆）委員） グローバル化ワーキンググループの審議状況について御説明いたします。

スケジュール等については、そこに書いてありますように、10 月中は日程が決まっておりま

して、３回開催で、経済、安全保障、それから環境・エネルギーの話をすることになっておりま

す。

あと、11 月、12 月の日程は、今、調整中でありまして、主査、副主査３人の予定を合わせる

だけで、相当苦しいという状況になっていますが、何とか年内には中間報告書を提出できるよう

にしたいと思っています。

一応、皆さんにひと当たりお話しいただいて、どういったことに関心があるかということはわ

かったんですけれども、これから 10 月の発表を通じて、もう少し具体的な中身におりていこう

とは思っています。

ただ、経済、安全保障、環境・エネルギーは非常に広い範囲のものをやっておりますので、ど

こまで束ねることができるかどうかというところが若干心配であるということであります。

更に、第１回のときも話しましたが、我々のところで農業問題、それから外国人労働者問題と

いうものが恐らく取り上げることが不可避なわけですけれども、これは今までお話しになった３

つのワーキンググループと重なる点でございますので、そこの点について、できるだけ事前にす

り合わせをしておきたいというふうに思っています。

束ねるものとしては、恐らく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、何を重視していくのかと、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だろうという意見が多かったというふうに

思います。 

地域としては、やはりアジア、特に中国が重点的に取り上げられるであろうと思っております

が、勿論、グローバルな仕組み、あるいはアメリカ、ヨーロッパといったところとの関係という

のも視野に入れておくと、そちらを犠牲にしてアジアというわけではありませんということであ

ります。

それから、中国については、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係を規定していこうということで、そのため

に何が必要なのかということを議論することになります。

それから、安全保障についても、これは現在非常に大きく動いているところですので、非常に

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問題

があると思います。

地球環境問題については、京都議定書が批准発効しそうな状況になってきましたので、それ以

後何が必要なのかといったことを経済的、政治的に考えていこうということになりました。

更に、今言ったようなことを超えて、特に国際機関、それから国際的な制度づくりといったと

ころに貢献していく、あるいはそこで主導権を取るということが今後の日本の国際的な発言権の

 8



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 16 年第２回 議事録

確保、あるいは今後の経済力では必ずしもこれからどんどん上っていくという感じではない国に

とって、かなり長い間、国際的なところでの発言権を確保するために重要だろうということを議

論しました。

あと、先ほども言いましたように、我々からはほかの３つのワーキンググループについて、農

業問題、人の移動の問題といったところ、あるいは教育といったようなところで、グローバルな

ところと国内分野について、十分調整をしてもらいたいという点。それから、分量等でどれぐら

いバランスを保つのかといったことについて、これは我々からこの場での質問という形で出して

おきたいというふうに思っております。

以上です。 

（香西会長） どうもありがとうございました。一巡したわけですけれども、少しこれについて質

疑応答という形で議論したいんですが、１つは、今、伊藤さんからお話がありましたけれども、

横断的な事項のことと、それから報告書のフォーマットとか分量とか、そういったこと。 

それから、対外的なＰＲ作戦、こういったことについては、後で別に、御提案等もありますの

で除いていただいて、今、お話のあったことについて、御質問なり、御意見なりを相互に交わし

ていただきたいと思います。

皆さんから御意見を承りたいんですが、それでは一応、吉田さんの話について何か御意見、御

質問等ありましたら、いかがでしょうか。

こういう問題はどうかというようなことについて、何か。

（吉田委員） よろしいですか。 

（香西会長） では、吉田さんの方から、攻撃は昀大の防御と、何か言ってくださってもいいです

けれども。 

（吉田委員） 財政戦略と、それからマクロ・フレーム、財政戦略との関係でＩＳバランスをどう

つくっていくかというのが基本になって、その結果出てくる成長率を甘受するということでしか

ないと思うんですが、その辺について御意見をいただければと思います。

（香西会長） どうぞ八代さん。 

（八代委員） ＩＳバランスと財政というときに、現状の日本で見ると、企業部門が著しい貯蓄超

過になっていることが異常な状況であります。このために財政赤字と海外部門が黒字にならざる

を得ないので、このままで財政再建をやったらますます格差が広がることになるわけですね。

ですから、問題は、やはり企業の投資を増やすということと、あるいは家計部門の消費を増や

すためにどうしたらいいのかという点がポイントになるわけで、そうしないと全体の部門間のＩ

Ｓバランスが改善しないんではないか。

現状を財政で見ますと、歳出削減は進んでいるんですが、同時に税収も落ち込んでいるから、

結果的になかなか改善しないという状況になっているわけで、それは税制改革もありますけれど
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も、やはり消費に問題があるんではないかと思います。 

それから、昔、日経センターで長期ビジョンをやったときに、将来、経常収支黒字がなくなる

ことは必ずしも悪いことではない。逆に悪いシナリオは民間部門が縮小して、貯蓄も減るけれど

も、投資がそれ以上減ってしまって、黒字はむしろ拡大する場合です。

そういう意味で、民間部門の極端な貯蓄超過というのが、特に企業部門の貯蓄超過というのが、

問題ではないだろうかというふうに思っております。

（香西会長） どうぞ。

（翁委員） ＩＳバランスと、国債管理政策との関係でちょっと感想なんですけれども、やはり、

これだけ高齢化が進んで、家計部門の貯蓄超過がどんどん縮小していくと、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ということで、恐らく、やはり海外、今、非常に国債は３％

ぐらいしか海外の部門は買っていませんけれども、そこ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なければならないと。それを考えた上での国債管理政策というのは、これか

ら非常に重要になっていくんではないかということ。

それから、今回、郵政改革をするということによって、言わば国債管理政策ということのみな

らず、国全体の債務のマネジメントというのをどう考えていくかというのは、これから非常に重

要なことになっていくと思っています。郵政改革というのは、その１つのきっかけなんだと思っ

ているんですけれども、その観点からいくと、言わば財政収支の見える部分だけでなく、政府保

証の乱発をいかに縮小していくかというようなことに関しても、やはり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なんじゃないかなと思います。

（香西会長） ほかにいかがでしょうか。どうぞ伊藤さん。

（伊藤（隆）委員） １つは、マクロモデルを回されるということなんですけれども、それは成長

率とか、利子率とかいったような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と。発散する場合もあるのかといったようなことを計算されると

考えてよろしいのかというのが第１の質問です。

その場合に、かなり難しい状況が出てくるんではないかと思うんですけれども、それも発表さ

れるのかという点。

それから、２番目は、今、翁さんが言われたことで、直観的な感想なんですけれども、本当に

外国の人は買ってくれるだろうかということで、恐らく、円建てで 1.5 ％でだれも買わないと

思うんですけれども、今でも買おうと思えば買えるわけですが、だれも買っていない。外国の人

に買ってもらうというのは、どういう状況なんだろうかと。多分ドル建てで出して、スプレッド

がものすごい高いスプレッドじゃないと多分買ってくれないと。そんなものを出すということが

いいことなのかというのは、よくわからないですね。それよりは、やはりまっとうにプライマリ

ーバランスを黒字にして返していくしかないんじゃないかと。

だから、国有財産を切り売りして返していった方がいいんじゃないかというふうに思います。
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（香西会長） どうもありがとうございました。伊藤さんどうぞ。 

（伊藤（元）委員） たまたま昀近ちょっと地方に行くことが何回かあって、地方の第三セクター

の惨たる状態を見ていて、それから地方の特に中小都市の財政状況はかなりひどい状況になって

いて、つまり、何が言いたいかというと、財政バランスというのは、プレーヤーがいっぱいいま

して、仮に全体でつじつまがあっても、恐らく地域ごとの問題は非常に大きくなっている。それ

がまたひどい状態になるかもしれないと。

多少、国と地方の役割分担をしっかり行い、効率的な政府をつくると一行書いてあるんですけ

れども、今、地方分権の問題が非常に大きな議論になっています。そこをどの程度書き込むかと

いうことは、将来の、いわゆる財政の健全化のリアリティーにかなり関わってくるのかなと、こ

れは個人的な印象なんですけれども。

（香西会長） 言いたいことはあるんでしょうけれども、それは昀終報告で言っていただいて、次

へ移っていいですか。 

それでは、伊藤さんの御報告、競争力の問題について御発言がありましたら。 

どうぞ。

（井堀委員） マクロのモデルを回すときの、１つの大きな点は、生産性の向上はどのぐらいとみ

なすかということで、25年ぐらいの中長期のスパンで機械的に技術進歩率を外生的に与えると、

その与え方次第では、ある意味でバラ色のシナリオも書けるし、悲観的なシナリオにも書ける。

先ほど吉田委員からも出ましたが、我々のところだと、技術進歩率をどう置くかに関して、い

ろんな議論があり得るわけですね。そこのところの競争力の観点から、何かもっともらしいもの

が出てくれば、これはこれで、勿論、この値がどうだということではなくて、ある意味でサポー

トするような、この程度のレンジにどういう状況であれば、どうなるとか、そういうおおざっぱ

なものでも、全体的な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、競争力の観点から何か出てくれば非常に助かるなという話です。

（香西会長） よろしいですか、さっきモデルについての質問がありましたけれども、大守次長か

ら御説明をいただけますか。

（大守次長） モデルに関して、このビジョンのお役に立てるように準備作業はしております。

ただ、30 年も先ですし、勿論、クリスタルボールがあるわけでもありませんので、発想とし

ては、各ワーキング部会で何らかの方向性が出てきたものを組み合わせて、それを一つのシナリ

オにしていく。あるいはその過程で整合性のチェックをするといったような発想で複数のモデル、

ケインズ型のようなモデルと、それからもうちょっと供給面の影響が見られるようなモデルの準

備作業をしています。これをどうやって使っていくかは、またいろいろ御指導いただきたいと思

います。

以上です。 
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（香西会長） とりあえず、今日のところはそういうことでよろしいでしょうか。

八代さんどうぞ。

（八代委員） 今、井堀さんが言われた点で、一番単純な解決は、日本の産業別の生産性みたいな

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

かというようなやり方もあるんじゃないかと思います。 

それで、競争力というと、これまでとかく製造業のイメージが強いんですが、これからの日本

では、サービス産業の競争力、生産性というのがやはり鍵になるわけで、そこで特に格差が大き

いんじゃないかと思います。これははかり方は非常に難しいわけなんですが。 

そこで、個別テーマに関するところで、サービス産業については潜在力はあるが、人材育成の

システムがないというコメントがあるんですが、ちょっと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というのは、もともと無理な話です。これは

内部労働市場と外部労働市場の役割が全然違いますから。むしろ、サービス産業で注目すべきこ

とは、これは社会主義経済だから生産性が低いわけであって、製造業は純然たる市場経済だから

強いんだということです。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けないだろ

うかということであります。

これは、規制改革会議でいつも言っている、医療、福祉、教育、法務みたいなところが規制の

固まりで、それがやはり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んじゃないかというような視点でございますが。

（香西会長） よろしいでしょうか。それでは、八代さんの御報告されました生活・地域の部分に

ついて。

御意見、コメント、質問等はございますでしょうか。

どうぞ。

（井堀委員） 地域と生活の守備範囲のすみ分け方なんですけれども、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んですが、もう一つの生活の方は、

どちらかと言うと、個人ベースの経済主体をターゲットに議論されたものですけれども、個人を

ターゲットにした社会保障の改革のところを、このワーキンググループでどのぐらい扱っていた

だけるのか。

我々のワーキンググループのところは、社会保障改革の話が出てくるんですけれども、それは

多分世代間の話が中心になってきて、積立方式に移行するかどうかは別にしても、現在の財政、

社会保障制度が持っている将来への先送り等が財政赤字と同じように、いろんな形で問題になる。

そういう話が出てくると思うんですが、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んですが、それは多分生活・地域ワーキンググル

ープの話だろうと思うんです。

それで、地域の再分配をやめるときの一つの大きな代替案は、今まで地域をターゲットにした

再分配を見直して、これからは個人をターゲットにした再分配に変えていくと、そういう方向だ

ろうと思うんですけれども、そのときに、多分、個人の場合は地域よりも、より情報の非対称性
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が強くて、だれが本当に弱者かよくわからないと。今までは、だれが本当の弱者かよくわからな

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のが、

地域間でいろんな経済環境の変化で、地域が貧しさの代理変数でなくなってきつつあるところに、

地域間の再分配をやめましょうと、そういう話だったと思うんですけれども。 

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と。これは、例えば生活保護の話と

も絡んでくると思うんですけれども、その辺りも扱っていただけるといいのかなと思います。

（香西会長） どうぞ。

（八代委員） 今、井堀さんのおっしゃった点は、重要な点を突いていまして、社会保障制度の在

り方というのは、財政の問題であって、なかなか無理なんですが、その受け手としておっしゃっ

たように地域か個人かという問題意識は是非考えてみたいと思います。

その間に個人というより家族というのが当然あると思いますけれども、やはり社会保障改革が

進むことについて、個人が、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と。その

とき、当然民間の保険会社とか、リバースモーゲージとか、そういう話は出てくると思います。

ただ、地域か個人かというところについては、もう一つ、やはり社会資本の規模の利益という

問題が当然あるわけで、一人ひとりが個々に住むということは、かなり難しいわけで、ある程度

まとまって住むことによって、社会的共通資本を共有化できる。その昀低規模というものを考え

たときに、今の地方というのは、逆に言えば、余りにも小さくなり過ぎているんではないか。そ

の意味で社会資本がある程度充実しているところに個人が移動できるような仕組みを考えれば

どうかというのが、基本的に生活と地域のグループの発想です。そのときに社会保障の役割をど

うかますかというのは、介護保険なんかはかなり密接な問題ですが、年金問題となると、ちょっ

と遠いのかなという感じで、少し社会保障の中でも部門によって触れるべきところと、ちょっと

手が出せないものとに分かれると思います。 

医療なんかもかなり地域の医療格差みたいな問題は考えられると思います。そういう現物サー

ビスについては、やはりある程度社会資本の規模というのが重要だと思いますが、純然たるトラ

ンスファーである年金については、ちょっとこちらの地域と生活班では対応できないかなと思っ

ております。

（香西会長） ありがとうございました。よろしいですか。

それでは、グローバル化グループの報告の中で、コメント、御質問等ありましたらお願いいた

します。

よろしいでしょうか、どうぞ。

（八代委員） 伊藤さんがいつも言っておられる海外問題、国際摩擦というのは国内問題であると

いうことですが、特に農業問題というのは、まさにそうなわけで、それであれば、やはりＦＴＡ

の問題を解決するためにも、ある程度国内の農業改革ということを議論されるわけですね。そこ

はある意味では産業との絡みにもなるわけで、その辺りの役割分担はどうなるんでしょうか。
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（伊藤（隆）委員） それは、こちらで聞きたいところなんですけれども、だから農業をここで書

いてしまっていいのかということですね。競争力も関係しているでしょうし、生活・地域の問題

ですね、その辺、農業という産業の問題と、それから農家・農民という地域の問題と、その辺を

うまく分けて議論しないと、うまく解決できないと思いますね。その辺で、こちらで書き込んで

いいということであれば、書きますけれども。

（伊藤（元）委員） むしろ、意欲のあるところに書いていただいて、ここは意欲がないというわ

けではなくて、我々のところはほかにやることが余りにも多いものですから、多分、あらゆる産

業が国際化と国内の問題の狭間の中で揺れているので、例えば農業みたいなものはそちらで挙げ

ていただいて、余り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いま

すけれども。

（香西会長） わかりました。また後で、相互関連のあるところについても、やり方等お話をした

いと思いますが、とにかく意欲のあるところというのは非常に大事なクライテリアだと思います

から、それがまず第一だと思いますから。

どうぞ。

（伊藤（元）委員） たまたま、今、私は中国のことに関わっているものですから、別にほかのと

ころも全部そうなんですけれども、国際のところで非常に難しいと思うのは、やはり相手あって

の問題ですから、例えば中国だけじゃなくてもいいんですけれども、食料問題でもいいんですけ

れども、外の世界がどういうふうに変わっていくかということによって、かなりシナリオが変わ

ってくる部分もあって、それなしで非常に抽象的なことで議論してしまうと非常に難しいような

部分もあって、しかし、将来、さっきの年金もそうなんですけれども、将来の動きを予想するこ

とも、これがまた難しくて、そこら辺のところをどんなふうなイメージで書かれるのかというこ

とについて議論があったかどうかお聞きしたいんですけれども。

（伊藤（隆）委員） 一応、我々としては、日本からどのように働きかけていくか、あるいは日本

としてどういう枠組み、リーダーシップをつくっていこうとするのか、そこを書いていくので、

したがって外が変われば、勿論変わるわけですけれども、外が変わってもある程度の成果が期待

できるようなものをつくろうということになっていくと思います。 

（香西会長） いろいろ御議論がありましたが、本当はこういう議論をもう少しやった方がいいの

かもしれませんが、ほかの議題もあるので、一応、ワンラウンド終わったということにしたいと

思いますが、私からも１、２点。 

１つは、人口問題なんですけれども、30 年まで見たら減るに決まっているというのは、全く

そのとおりなんですが、やはり 30 年経ったときに、その先を見て、更にどんどん減っているの

かと考えるのかどうかですね。どこまで将来はあるのかと、30 年で切れるわけではありません

ので、その先のことも一応いろいろ考えておいた方がいいんじゃないかなと。今、減っているけ
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れども、先はこれで踏みとどまれるかどうかというのは、やはり問題だと思います。

ＮＩＲＡで昀近出したのは、9,000 万人で踏みとどまろうというもので、踏みとどまれるとは

言っていないんですけれども、そういう御議論もあるわけです。

もう一つは、地域の問題とか、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

りましたけれども、やはり分配というか、どういう分配の社会になるかということも、やはり大

きなテーマ、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

だと思うんですが、結果的にどうなっているだろうかというようなことも、いろいろお考えいた

だければと思います。 

それから、先ほどの地域か、人か、個人かというようなことも、一面ではシステムというのを

どうつくるかという問題であり、一面では価値観とか、社会の在り方についてどういうビジョン

でいくかということに近づいていくと思いますので、議論を深めていただければと思います。

本日は、先ほど御紹介しましたが、牛尾委員、審議会の親委員会からも御列席いただいている

んですが、いつも御指導いただいているわけですが、この機会にひとつ。

（牛尾議員） お話伺っていて、今日で２回目の全体会議なんですが、とにかく非常に広いんで、

今日どなたかがおっしゃって、これはだれに向かって出すのかというのは、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でしょうか。そういう点はよほど考えないと、こういう

議論というのは、一部のものになってしまう危険性があるんですね。特に今、聞いていて確かめ

たかったのは、やはり競争、八代さんが社会主義のゾーンと市場経済を使う自由経済のゾーンと

いうのは、はっきり違うと。必ずしも全員が自由経済に来たいと思っているとは限らないんです

ね。地方に行くと非常にそういうことを感じるんです。 

しかし、これをどういう前提で書くかというときに、外の動きというのは、少なくとも冷戦終

了後は、もうあらゆる国が市場経済とか民主主義を求めて、そこへ想像もつかなかった情報化社

会というのが入ってきて、民主主義でもわけがわ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。そういう意味で、この

2030 年に向かって、基本的には我々はやはり外と比べたら依然として社会主義的なところが先

進国では多いんだから、やはり競争というものは少なくとも 30 年ぐらいまでは両方がバランス

取りながらいくという考えではなくて、競争社会にまず持っていくんだという思想でいくのかど

うか。

それから、日本の持っている平等というか、社会主義的な体質が非常に強固なものであって、

それが逆に私は少子化にもつながってくると思うんですけれども、人口問題だけが唯一予測が当

たる社会で、現代の減少社会というのは、私も社会工学研究所を経営しているときに、もう 20

年前の報告どおりになっているわけです。厚生省に報告して出したんですけれどもね。そのとお

りになっているわけです。

だから、香西さんに反論するようですが、減るんです。ほぼ間違いなく。それは、8,900 万か

ら１億人の間で。ほうっておけば減る現象は続くんであって、また情報化社会とかグローバリゼ

ーションというの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わけ

です。これをどう食い止めるかということは非常に大事な問題で、なりゆきに任せて 30 年を考

えるのか、はっきり、以前にも私は行ってしゃべったんですけれども、9,000 万か１億で食い止
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めないとだめだと言ったんですけれども、いろんな議論があって、ものづくりは我々が出て行っ

たらできるので、それは外で、市場も前よりも膨大ですから、昔は市場も国境があって、海外経

営も国境があったから、人口が減ればもう絶望的だったんだけれども、そういうものは前に比べ

れば相当楽観的な状況ではありますが、やはりサービス産業とかそういうもので、この国でサー

ビスを受けなければならない分野というのはいっぱいあって、そういう点があると 700 万とは

言わなくても、300 万ぐらいはもう確実に必要になってくるだろうと思うんです。

私は、伊藤さんの分野の外の状況が変化するということが非常に大事で、一時アメリカンスタ

ンダードとか、グローバルなデファクト・スタンダードとかがやたらと議論になったことがあり

ますが、やはりデファクト・スタンダードというのはあるんですね。日本はどんどん、ある分野

ではそれが遠のいているわけです。遠のいているから、もうＦＴＡとかＥＰＡの話にいくと、も

う絶望的な気持ちになるんです。日本は権力サイドがどんどんスタンダードから遠く遠く距離が

あいているわけですから、違う国はどんどんやっていくから、前まとまらなかったような話がす

っと通っているような、我が方はますます頑固に古典的な社会主義みたいなものが残っていて、

外との距離を詰めようという意思があるのかどうか疑問という、その辺も放置しておいていいの

かということですね。 

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

違いというのはすごくあって、プライマリー・バランスは黒にならなければ、プライマリー・バ

ランスだけでは単なる一里塚であって、何の意味もないんであって、借金を返そうかという前提

になれば黒になるのは当たり前だけれども、行政は本当に、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

んですね。 

だから、民間は一番大きく貢献しなければならぬのは、困ったときの技術革新、技術革新に頼

っていれば、何だって解決するんですけれども、環境だって技術革新という人がいるぐらいだか

ら。しかし、技術革新を生み出すというのは、やはり自由な土壌なんです。だから、国際社会と

つながっている企業が比較的技術革新に強いというのは、行動の土壌が、日本の占めるマーケッ

トが少ないからです。行動範囲の７割が外だから技術革新が育つんです。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んです。

そういう状況がはっきり過去にあるわけですから、そういう意味ではそういう日本の持ってい

る業のようなものを、この 30 年間で落とすかというときに、それはここの議論の外にあると思

わないで、学問とは相当遠い世界でしょうけれども、そこに触れないと未来は語れないと思うん

です。カオスみたいな、神話みたいな、宗教みたいな、思い込みみたいなものがいっぱい四方八

方にあって、それがもうどんと真ん中にあって、それの前だけ、周辺で議論しているということ

は、短期的には言えないことですが、ビジョンものではそこを絶対避けてはいけない。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。ここがおかしいということを明確にして、それ

が農業というとまたいろんなあれがあるので、そういうものが四方八方にあるわけです。それが

整理されてないので、やはりそこをもういいかげんに変えないとだめなんだけれども、それがい

つもそれを語るときには、隠語みたいなことばで直接触れないできれい事でしゃべるものですか

ら、幻のごとく消えてしまうと。 

是非この将来の会議では、短期的なことは避けてもいいけれども、2030 年はこれとこれとこ
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れがあって、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日を当

てないと、太陽の日を当てればカビはなくなるわけですから、徹底的にこういう情報と考え方で

オープンにして、カビを取らないといけない。そこはもう遠慮会釈なく、長期物なら書けるんで

す。短期物では書けないけれども、だからそういう点を、ちょっとそういう点が何か行間にみん

な逃げていて、明確にやっていらっしゃらない部分があるので、それを言うために外からいろん

な議論で何とかきれいにかわしているというのは、もうそういう態度そのものがマスコミをだめ

にしている。

私は知識人がしっかりしているときは、マスコミは偏向がなくなるという経験的な信念があり

まして、65 年～70 年ぐらいは、日米安保を解決するためにそういう知識人が結束したんですけ

れども、そのときのマスコミが非常に変わったわけです。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ということを申し上げたいと思います。 

以上です。 

（香西会長） どうもありがとうございました。

吉田さん、何かありませんか。

（吉田委員） 今おっしゃられるのでしたら、増税ができないというのは、一番経営能力がないと

いうことだと思うんです。安売りしているわけですから。

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ですからね。プ

ライマリーバランスというのはある意味で、歳出も当然ですけれども、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います。

（香西会長） それでは一応以上で各グループの御報告と、それに伴う議論は終わったことにいた

しまして、次に横断的な事項の論点ということを少しお考えいただきたいと思います。既に幾つ

かの横断的な、農業については両伊藤さんの間で御議論がありましたが、ほかの問題もいろいろ

なところで指摘されていたかと思います。

資料に３というのがございまして、これは例というふうに書いてありますけれども、事務局の

側で一応第１回の専門調査会の資料や、その前の資料等を使って、例を挙げております。１つの

問題がどういうふうに、各ワーキンググループに関連があるかということが一応マトリックスに

なって整理されているということで、あくまでたたき台ということなんですけれども、一度ざっ

と見ておいていただきたいと思います。

今、農業については、熱心な人がまず昀初にやるというお話もありまして、それは１つの解決

法で結構だと思うんですが、同時にいろいろ連絡を取って、農業のところが全然競争力と関係な

いトーンで書かれていてもどうかと思いますから、いろいろ関係のあるところは情報の交換は少

なくともやっていくと。これは、会議を開いていただいたときに、傍聴している事務局の方で適

当に相互に連絡していくというネットワークも必要だと思いますが、私の見ているところでは、

例えば、外国人労働者の問題、それから、少子化とか高齢者、つまり人に関わる問題なんですけ

れども、それはかなりいろんなところが重なっているのかなという印象を持っておりますが、例

えば、シニア、高齢者、あるいは若年者について、あるいは少子化の問題について、どういうふ
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うに、どんな形を考えたらいいかということについて、御意見があれば是非この機会にお伺いし

たいと思います。いかがでしょうか。

それから、教育の話もそうなんでしょうね。人づくりの話と、地域、文化の方に入っている問

題もあるわけですが、ざっと言ってそういったような共通の課題等について、何か御議論があり

ましたらよろしくお願いしたいと思います。 

どうぞ。

（伊藤（隆）委員） 外国人労働のところでは、私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、まさに渡りに船というか、これはチャンスだと

いうふうに思っています。これはもうそこに限ることは全然ないんですが、少なくとも介護、あ

るいは看護については、国内で人数が足りないと。これは看護師協会の人は足りていると言って

いますけれども、これは客観的に見て明らかに足りないと。そこを増やす方策を取るというのは、

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いうことだというふうに考えて

います。我々のところでは、恐らくそういうトーンの報告書になっていくと。それはもうここ１、

２年の話ですから、25 年というタームではないんですが、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、あと単純労働を入れるのか、それから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りますけれども、勿論全く何も技術のないよう

な人を入れていくというのは、これはかえってそれがバックファイヤーする可能性がありますか

ら、そこは昀初に入れるべきところではないと思うんです。いきなり全部門戸を開放するわけに

はいきませんから、ある程度の段階を取っていく必要があるということで、少なくとも資格、今、

27 の入国の資格がある。これをもっと大幅に広げるということが次のステップになってくると

思うんです。

そういうような形で徐々に門戸を広げていくといったことで、ある程度の何万人、何百万人に

なるか知りませんけれども、お互いにハッピーな、来てくれる人もハッピーだし、受け入れる方

もハッピーだというような状況をつくっていきたいと。そういったトーンで我々としては書いて

いきたいと思うんですけれども、競争力、あるいは生活・地域の方で、何か御意見があれば伺っ

ておきたいと思います。

（八代委員） この外国人労働の問題を考えるときに、昀初に考えなければいけないのは、それは

移民なのか出稼ぎなのかということですね。仮に移民であれば、今は労働力になりますけれども、

いずれは要介護になってしまうので、それは問題を単に先送りするだけであると。

逆に、例えば、３年間、５年間という期間を限定した出稼ぎ労働者であれば、常に、逆に言え

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ので、そこについ

てまず合意を得ることが第一だと思います。 

それから、これはやはり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んですが、そ

のときはやはり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、近代化とい

うか、競争というか、そういうものをしないと、例えば、今の非常に零細な医療法人であるとか、

福祉関係の事業者では、なかなかスムーズな受入れができないんじゃないか、そういう意味では

 18



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 16 年第２回 議事録

産業としての介護サービス、看護、医療の近代化というか、合理化ということも避けて通れない

んじゃないかと。そういうような視点が大事ではないかと思っております。

（香西会長） どうぞ。

（伊藤（元）委員） 恐らく我々のところでも、外国の人材が国内のいろいろな経済活動にどうい

うふうに関わってくるかという議論がいっぱい出てくると思います。例えば教育の現場なんて、

いわゆる高等教育から技術革新のところから、もう少し地域の初等教育のところまで。ただ、恐

らく我々のところはそれが産業の活力だとか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と。これは議論を進めないとわかりません。

だから、今、八代さんがおっしゃった、来るのは労働力じゃなくて人間なんだというような話

とか、あるいはどういう人たちを入れるかという話は、恐らくほかのところでお話をいただくよ

うな形になって、我々のところではそれが活力と書かないで、プラスになるんだというような議

論になるので、そういうすみ分けは多分必然に出てくるのかなと、この問題については思います。

それから、恐らくシニアの労働、いわゆる高齢者の話というのは、我々のところではかなり出

てくると思うんですけれども、これも恐らく生活という視点で見るといろんな年金の話だとか、

いろんな話で、いろんな重要な視点があると思うんですけれども、我々のところの多分今までの

議論を見たときの基本的なスタンスというのは、今の状態でほうっておくと十分そのオポチュニ

ティーを生かしてないんですけれども、これをいろんな形でやってみると、例えばシニアみたい

なところでも、シニアというのは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

ワーになり得るんだという、そういう活用という視点が多分中心になるだろうと思いますので、

そこら辺も多分そういう形で、余りほかのところの議論を意識しないで書けるのかなという気が

します。

（香西会長） 翁さん、よろしいですか。昀初に、外国人労働の問題を御提起いただいたと思うん

ですが、外国人労働の問題は、人が足りないからというか、こちらの都合ということも勿論ある

んでしょうが、こちらの都合なんですけれども、１つは人材の開放だと、人材開国ということを

謳っている、経団連がそうでしたかね。

（牛尾議員） まだそこまで行ってないですけれどもね。

（香西会長） つまり労働力というと、中には外国人労働力は安いからと言うんですけれども、あ

れは同一賃金同一労働を知らない言い方でもあって、勿論供給が増えるから安くなるのはいいん

ですけれども、非合法労働力は確かに安いに違いないけれども、それはやはり同じ労働者として

扱わなければいけないという観点もあるんだろうと思うんです。

またそのために日本の社会が変わっていかないと、なかなか外国人が受け入れられないという

ことも関わってきますので、いろんな面から議論していただいて、ある意味でその方向が日本全

体の方向と大きく関わる、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いまし

て、是非取扱いを十分御検討いただいて、その結果をみんなで共有できたらというふうに思って
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おります。 

どうぞ。

（牛尾議員） 八代さんの、移民か出稼ぎかというのは、全く企業から見れば出稼ぎだけが必要な

わけです。それもかなりレベルの高いサービスと機能なり、研究機能なり、ＩＴなんかのいろん

な産業ですね。出稼ぎでいいと。だから、それがずっと移民になっていろんなものが付いてくる

んだったら、確かに重いなという感じは非常にあるんですが、幸いなことに日本は賃金が高い国

ですから、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倍の年月の生

活費を持って帰ることができるわけです。

これは、広東省がほとんど出稼ぎ専門で、人材は全部４年で替えるんですね。政府から、地方

自治体の人材派遣ですから、４年経ったら全部 18 歳で来ても帰ってしまうわけですから、非常

にスムーズにぐるぐる回って、しかも賃金が上がらないという、現在の発展を支えている一つの

広東省の成功というのはそこにあるんですが、そういう移民か出稼ぎかというと、これもきれい

な言葉ではないので、きれいな言葉で、出稼ぎとしてのサービス能力や情報処理能力を、ある短

期間買うんだと。ただ、その間に日本人と結婚した場合は例外として認めるというぐらいのこと

で、どんどん広東省のように回していくことは、向こうの経済にも非常に技術移転になると思う

んです。

だから、開発途上国で、しかも割と生活文明の近いアジアとの出稼ぎ労働の仕組みを、是非、

伊藤さんと２人で考えていただくと、これはもう突破口になるわけです。

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、昀低 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と思うんです。

これは、こういう長期物が非常に役に立つところが多いと思います。

（八代委員） ただ、その点で一言だけ、それが本当に実現できるかという点は、例えば、私が出

稼ぎか移民かと言ったときには、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

んですね。これは人道問題に反するんじゃないかと。もし家族が付いてきたら、そこで子どもが

日本の教育を受けたら、４年経って帰ったときにどうするのかという問題が必ず出てきますので、

そこはこの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

かですね。 

（牛尾議員） どっちを優先するかですね。 

（八代委員） ですから、そこまで書けるかどうかがポイントだと思います。 

（牛尾議員） そういうことも議論しないといかんでしょうね。

（香西会長） いかがでしょうか。どうぞ。 

（吉田委員） その出稼ぎの場合もそうですけれども、結局、日本の為替レートがずっと高く維持
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されていることが前提なんですね。果たして 2030 年までずっと続くのかなと。円高が問題だと

言いながら、円高を前提にして社会がありつつあるわけですから、今後どういう想定をしたらい

いのか。

（牛尾議員） そのときは出稼ぎも止まるんじゃないですかね。

（吉田委員） 勿論、そうですね。

ただ、出稼ぎに限った問題ではなくて、円高が果たして維持できるのかどうかですね。

あるいは、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わけでしょうけれども、

反対にそれを突き抜けて赤字にならないかということですね。

（八代委員） 赤字になってもいいじゃないですか。

（吉田委員） 別に構わないですけれども、それで為替レートが下がるわけでしょう。

（八代委員） ただ、赤字になっても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

る可能性は十分ありますね。日本の産業が十分成長すればということですが。 

（吉田委員） それだけ魅力的な経済にしておかなければいかんということですね。

（牛尾議員） だけれども、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、我々は先行きも非常に一番困るわけですね。違う通貨が

戦略的に動いているような気がするんだけれども、その残りを全部、もうはきだめのように日本

が強く、今のところはずっと強くなっているんですけれども、ある時期、140 円まで行ったわけ

ですから、ちょっと激しいんです。その辺の通貨についてどう考えるかという、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というのが、少しでも理解でき

れば、流動性が大分変わってくると思います。その辺はどうなんですか。

（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と思います。

（香西会長） 一応１つの提案なんですけれども、横断的な事項については、いろんなたくさんの

横断事項がありますから、情報を流通させるという形で解決できるのもあるでしょうし、こうい

う機会にいろいろ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います。 

ただ、一応これまでの議論をお伺いしていますと、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、一応皆さんに大体 10 月いっぱい、ワーキンググループを精力的に御審

議いただくということでありますので、それが終わった段階ででもブレーンストーミングみたい

な会を、これはこのレベルにということもあるかもしれませんが、特に各ワーキンググループの

中でも御意見があった方なんかにも来ていただいて、できれば 11 月上旬ぐらいにブレーンスト

ーミングというのをやってみたらどうかと考えております。

 21



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 16 年第２回 議事録

ほかのテーマも、これもやりたい、やった方がいいということであれば、また考えさせていた

だくという形にしたいと思いますが、そういった点についていかがでしょうか。

（翁委員） 少子化と外国人労働者、まさにそのとおりだと思うんですけれども、同時に 2025 年

から 2050 年というタームを考えると、かつてない超高齢社会ですね。やはり高齢問題というの

は考えておく必要があるんじゃないかという気がいたします。

ここで、必ずしも競争力のところには関係ないように見えますが、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ますし、そういった点がやはり重要かなと思います。 

（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というふうに思い

ますので、大事なことだと思いますから、少し検討させていただきたいと思います。

私ども、例えば、貯蓄率なんかも、考えてみると今の高齢化がある意味で予期せざる高齢化な

んですね。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、そうするとど

うしても使う、わざわざディスセーブするしかなかった、予期せざるものだった。だから、ある

意味で、本当に超高齢化が進んで、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。だからこそ年金から脱退したがっているのかもしれない。自分が 80 まで生きるなら

こんな年金信用できないということかもしれないわけです。何かそういう問題もあって、いろい

ろ高齢化の問題についても議論すべきことはあるんじゃないかという印象を持ちました。 

ただ、さっきの議論に対しては、予期せざる高齢化も進んだけれども、予期せざる定年延長も

あった、それで済んでいるはずだという御議論も承ったんですけれども、もう少しいろんな問題

があるのかなという気は私もいたしました。 

（牛尾議員） それから、昀近の新しい傾向で、高齢者から若い人や少子化対策に負担をシフトし

ていくこと以外に、企業も結局年功序列賃金というのが急ピッチでそうでなくなってきているわ

けです。退職金はどんどんなくなっていっているし、退職金なしの賃金を選ぶ人の方が非常に増

えてきているし。これまでは、年功序列賃金というのは大変な、民間の分配でも高齢者を優遇し

たわけです。それはもう高齢者がはち切れんばかりの官民ともの優遇が。これから大きく若者、

少子化対策の方に金をシフトしようと思うと、更にこっちが伸びてくると、非常に論争が起こっ

て、しかも納税民主主義ではなくて、かつてはタックスイーターと言ったんですが、タックスイ

ーター・デモクラシーになると、今もらっている人の方が権利が強いわけです。そういうものが

ドラマティックに変わっていくというのは、やはり 2020 年から 40 年ぐらいの相当近いところで

起こってくると思います。

企業は、基本的には個別ですから、効率の高い方へ忠実に動くわけですから、行政や社会とい

うのはそれの全部受け皿になってくるわけです。

それで、税金を取ろうとすると、海外で経営していますから、一番安いところに付加価値を落

とすというのは、当然企業戦略がそう動くのは当たり前なので、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というのはきちっと詰める必要があると思います。

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します。 
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（香西会長） 伊藤さん、どうぞ。

（伊藤（隆）委員） 競争力のところなんですけれども、競争力という場合に何の競争力なのか、

個人の競争力なのか、企業の競争力なのか、あるいは日本という国土の国境の中の何かのものの

競争力なのかというのをはっきりしていただくとわかりやすくなると思うんです。

というのは、今、牛尾議員がおっしゃったように、企業は日本の国土の中にいることが不利に

なったら出ていってしまうわけです。もう既に出て行ってしまっているわけです。たくさんたく

さん出て行ってしまっている。だから、こんなに日本の国の中で税金が取れなくなっているんで

す。

だから、これからもひょっとしたら日本の企業は困らないかもしれない、もう本社も出ていっ

てしまうかもしれないということを真剣に考えないといけない。だから、企業のことは余り心配

しなくてもいいのかもしれない。むしろ日本の企業、あるいは外国の企業に日本の国土の中に工

場をつくってもらって、税金を払ってもらうと、人を雇ってもらうということを考えるのが競争

力ではないかと私は思うんですけれども、そうしたらどうやっ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、それは税制であり、人材であり、インフラであり、そういうことにな

ってくると思うんです。あるいは、物流、サービス産業の全般ですね。

だから、そういうところでいろんなことが、人材も入ってくるでしょうし、少子高齢化も入っ

てくるでしょうし、外国人労働者も入ってくるでしょうけれども、やはり国が滅びて、もう日本

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に行ったり、シンガポ

ールに行ったり、ニューヨークに行ったりということにならないように、それでもよければこん

な会をやる必要は全然ないので、やはり日本という国がある程度形として残っていくためにはど

うしたらいいのかということですと、やはり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いうふうに、競争力の方で定義していただくとわかりやすくなる

と思います。

（香西会長） どうぞ。

（伊藤（元）委員） うまくまとめてもらったんですけれども、先ほど私がまさに申し上げて、競

争力ということを定義しようとすると、大変そこだけで哲学論争になってしまうということで、

あえて私の個人的な意見ですけれども、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だろうと。それはまさにそういうことだろうと思うんです。つまり個別の

企業の競争力でもなければ、個別の人の競争力でもなくて、やはり日本の国土の中で、いろんな

経済活動が活発に行われているというイメージであるためには、どういうことを考えなければい

けないかと。

多分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いっぱいあると思うんですけれども、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のかな。それで結果的には、そういう意味

でたくさん、日本の企業であろうが、外国の企業であろうが、ここに来てくれて活動するという
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こともあり得るし、中が恐らく活性化するためには、やはり日本の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ということだろうと思います。

（香西会長） 八代さん、どうぞ。

（八代委員） 高齢化問題の方に関連して、私は 15 年ほど前から昀大の高齢化対策は高齢者の定

義を変えることであるといってきました。

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という考え方です。つま

り 2005 年には 65 歳以上、2020 年には 70 歳以上、にまで上げる。社会で扶養する高齢者比率を

一定水準に維持していけば、高齢化問題というのは生じないわけです。そもそも高齢化の大きな

原因のひとつは寿命が延びていることですから、逆に言えばそれだけ伸びた分だけ長く働いても

らえばいい。また、働けるような労働市場慣行にし、働いている以上は税・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わけです。それは前の経済審議会が言ってい

たエージフリー、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

純だと思うわけです。 

勿論、働けない高齢者も当然おられるわけですが、何歳になったって元気な高齢者もおられる

わけですから、保険制度をきちっとつくっていけば問題が解決するわけです。それを邪魔してい

るのが今の制度であって、何歳になったらこうしなければいけないという、言わば定年制もその

一つですし、年金の支給開始もその一つですけれども、そういう制度を改革していけば、高齢化

問題というのはそんなに怖くないんじゃないかということです。

（牛尾議員） 何％とおっしゃいました。

（八代委員） 95 年に 20％で、今は 65 歳以上で 20％に近づいています。まさに高齢化に自動的

にスライドしていくということですね。

（牛尾議員） 日本が得意とする商品が変わっていくんです。しかも、ＩＴに入っていますから、

ますます高齢者のできる仕事が増えていますからね。

（伊藤（隆）委員） 特区に外国人を入れるんですか。 

（八代委員） その場合は、当分入れなくていいんですね。入れてもいいですけれども。 

（香西会長） しかし、幾ら８掛けにしても 70 歳は 70 歳なりの病人がいますから、どうぞ。

（翁委員） たしか、厚生労働省とかも予測はしていますけれども、医療とか介護の負担というの

は、たしか 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と思うんです。できれば、今いらっしゃいませんけれども、吉
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田先生のところで少しそういった全体の社会保障の負担予測なんかも考えた上で御議論いただ

くと、非常にいいんではないかと思います。 

（香西会長） それでは、一応お話が横断的な話題について御議論をいただきまして、１つはブレ

ーンストーミングの会合、外国人労働問題、少子化問題、高齢化、これは超高齢化社会、少子化

と一緒にやるのか別にやるのかは別として、ブレーンストーミングを行わせていただきたいと思

います。

さっき、技術のことについて、諮問会議でいろいろ御関心がおありだということを申しました

けれども、教育についても非常に御関心がおありであるかのようでありますので、これについて

も、生活・地域ワーキンググループには一応テーマとして入っておりますけれども、人間力にも

関わることでありますので、しかるべきところでしかるべく、外国に対してソフトパワーの点も

あるかもしれませんが、よろしくお願いをしておきたいと思っております。

それでは、次の話題として、報告書のとりまとめについていろいろ御議論がございました。こ

れについては、あくまでまだ仮置きということではありますけれども。

率直に言って報告書はここにいらっしゃる専門調査会の委員の方がお書きいただく

と、主査、副主査で書いていただくと。したがって、その自由は昀大限に尊重することになると

思いますので、むしろどういうものを書きたいか、どういうものなら一番書きやすいという形、

あるいは書きたいという形のことをまず考えていただきたい。

例えば、長さなんかで必要があれば、事務的に要約版をつくるとか、そういうこともできます

し、それからいろんなエディション、だれに読ませるかというのもまず考えていただきたいわけ

ですけれども、これについても、例えば、地域向けとか、老人向けとか、いろいろバージョンを

つくることもそれは後で、基本になる、コアになる報告ができておれば、幾らでも編集ができる

んじゃないかと思っておりますので、まず皆さん方から自分としては大体これぐらい、勿論、会

議のためにカットして大きさをこのぐらいにしてくださいということは、内容がわかっておれば

整理は何とかなると思っておりますので、まずやりたいこと、書きたいこと、どういうものを書

きたいかということをいろいろお考え置きいただきたいと思います。

今日もそれについてはある程度お話し合いいただければ、おのずとパターンが決まっていくん

じゃないかと、そういうふうに実は考えております。決してこちらから割り当てようというつも

りは必ずしもなくて、それをやるとすれば昀後の編集段階と考えておりますので、そういうお考

えで、むしろ御提案いただいて、いい案があればみんながそれに従っていくだろうということで

やらせていただきたいと思います。

会長としては怠慢ですけれども、それが一番いい解決ではないかと思います。 

どうぞ。

（伊藤（元）委員） ただ、現実にはもう少し複雑だろうと思うんです。つまりこれから８回の会

議、例えば、我々のワーキンググループの８回、９回の会議の運営の仕方はどうするかというこ

とですけれども、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少し

書いてもらうということで、１人が３枚書いて、それが 10 人いると 30 枚、それに我々が書くと、

それででき上がってしまうわけです。
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それとも、もうそんなところまでやるのは大変だから、しゃべりっぱなしにして、あと主査と

副主査でやれというと、物理的な恐らくイメージで、例えば、10 枚とか 15 枚のものも出るかも

しれませんし、確かにおっしゃるようにいろんなバージョンを出すことが可能ですけれども、そ

れでは 12 月までに 10 のバージョンを出せと言ったらそれは不可能ですから、恐らく 12 月まで

に１つのバージョンが出てくると。

そうすると、懸念するのは、４つのワーキンググループ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します。さはさりな

がら、余り上からコントロールされても、またこれは運営が難しいということで、ここは少し議

論しておいた方がいい。

（香西会長） だから、是非この機会に議論していただくことが大事だと思います。こういうのが

いいだろうという案があれば、是非ここで言って、お互いに出方がわかってくるということでい

いんじゃないでしょうか。

吉田さんから何かありませんか、報告書のスタイル、中身は別として、どういうフォーマット、

書き方、ねらい等はいかがでしょうか。

（吉田委員） 今、伊藤さんおっしゃったように、余りばらばらというのは問題でしょうから、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

もありますし、どういうふうにするかですか。まさにこの専門委員だけで書いた方が戦略性は出

てくるんでしょうが、それでいいのか、どうかという問題があると思います。 

（香西会長） ほかにいかがですか、竹中大臣の頭の中では恐らくここにいる人が書くというふう

に理解しておられると思いますので、覚悟しておいていただいた方がいいんじゃないかと思って

おります。どうぞ。

（八代委員） ただ、私の方もそうですけれども、非常に独自の意見を持っておられる専門委員の

方もおられるので、私はむしろ各委員に自由に書いていただいて、その中からこちらがはっきり

言って面白そうなところをピックアップして、こちらの報告書にする。しかし、別途せっかく書

いていただいたものは、何らかの形で参考資料としてまとめておいた方がいいんじゃないかと思

います。必ずしもそれは整合的な意見には当然ならないと思いますが、いちいち調整していたら

大変ですから、そこはもう主査の判断である程度やらせていただきたいと思いますが、各委員の

意見は非常に貴重なものだから、別途、まとめておいた方がいいと思います。 

（香西会長） 今の御提案は、大体、主査、副主査レベルで、ワーキンググループの報告書という

のは、ある主の線引きというか、フォーマルなものはある程度をつくっていただくけれども、付

属資料という形か、各論という形かわかりませんが、各ワーキンググループの委員が自ら執筆し

たものという形で書いていくという御提案だと思いますが、私も聞いていて、それは非常にいい

案ではないかと思います。

あるグループは、非常に仲がよくなったので、みんなで本を１冊つくろうということであれば、
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それはまた別の話で、それも勿論可能性があるわけですけれども、だからもっと各委員も 10 枚

と言わず１冊本をみんなで書こうということだってそれはあり得ることだと思いますからいい

ですが、基本的な形式として 12 月までにはこちらに現在御出席していらっしゃる各主査、副主

査の方の間で、中間報告という形になりますけれども、ほぼ共通の枚数のものを書いて、それで

できればそれに各ワーキンググループの委員の方の各論が付いていると。そういう形ができると

いうことであれば、それは非常にいい形ではないかと思っておりますけれども。

伊藤さん、どうぞ。

（伊藤（隆）委員） どういう形になるかわかりませんけれども、それは書きますけれども、ある

程度のページ数は目途を、幅があってもいいんですけれども、指定していただいた方がやりやす

いんですけれども。

（香西会長） 御希望の枚数のある方、この機会に、何枚ぐらいは書かないと。やはりある種のコ

ンシステントな意見を書くためにある分量が必要だという方は、非常によくわかりますので、ど

れぐらいの枚数がいいかということについて、御議論があれば是非おっしゃってください。

（牛尾議員） 率直に拝見して、今日４つの分科会の御報告は、もう４種類全く違う、各グループ

ごとに書き方も違うし、それぞれ私は楽しいと思いますが、これは同じようなものにした方がい

いでしょうね。ただ、今、香西さんがフォーマルにはとおっしゃったけれども、中身はフォーマ

ルになるとつまらないですから、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

きたいと思います。

（香西会長） そうすると、長さの話は一種のオークションみたいになるんですけれども、だんだ

ん競り上げるか、競り下げるかして。

（牛尾議員） フォームとページ数というのは割と連関しているような気がするんです。書き方に

よってね。 

（香西会長） そうですね。どんなものでしょうか。オークショナーとしてだれか声をかけていた

だければ、いかがですか。

伊藤元重さんは、たしか 10 枚とおっしゃったんではないかと思いますけれども。

（伊藤（元）委員） 前にどなたかから聞いたと思いますけれども、特に私の意見ではございませ

ん。

（香西会長） 例えば、Ａ４で 10 ページだと皆さんはどういう、とても低過ぎるというお話でし

ょうか。

（八代委員） そうしろとおっしゃれば、幾らでも。
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（香西会長） 20 ページというのは大変だとお感じですか。書いてみた上ででも結構ですけれど

も、審議会に出すとしたら、１人 20 ページ書いたらそれだけで 80 ページになりますからもう。

（牛尾議員） 読む人の立場も考えないとね。

（翁 委員） 全体をまとめる章みたいなものは、昀初に付けられるんですか。

（香西会長） 今の原則でいけば、総論はやはり書かざるを得ないのかもしれませんが、それはあ

る種の要約という形になるんではないかと思います。どこの章を読んでくださいという形でいい

のではないかと。

（牛尾議員） 共通した流れとかね。

（香西会長） 共通した流れとか、そういったことは整理が必要だと思いますから、ある程度考え

ざるを得ないと思いますが、それは 12 月が済んでから後の話というふうに、何となく意識して

おります。 

（牛尾議員） 読む人の立場から言うと 10 枚ぐらいじゃないですかね。

（香西会長） 各グループ 10 枚だと 40 枚、それでも長いから、またそのときは要約版を更につく

るんでしょうけれども。

（牛尾議員） 短い方が大変だと思いますけれどもね。 

（香西会長） それでは、別に決める必要もないと思いますが、何となく 10 枚という声が大きい

ということでよろしいですか。やってみて、更に何回か議論して決めていくと。あるいは、是非

とも 20 枚という形はまた考えさせていただいてもいいと思いますが、いかがでしょうか。 

（井堀委員） 中間報告と昀終報告とはどういう形なんですか。

（香西会長） とりあえずは中間報告のことを考えていただいて、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いたらどうでしょうか。

（井堀委員） そうすると、ある意味で中間報告できちんとまとまったものを出して、そういう形

で考えるんですか。

（香西会長） 一応まとまったものを出していただいた方が、後は楽ですね。 
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（井堀委員） 昀終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わけですね。 

（香西会長） よくないですか。かえって。 

（井堀委員） いいんですが、多分我々のところは数字の話がかなり出てくると思いますので、マ

クロのモデルにある程度依存するかと思いますから、要するに、12 月にまとめるということは、

11 月ぐらいの段階である程度もっともらしいものが出ないと。

それと、もう一つは、増税とか歳出カットに関する具体的な数字を書けという委員が多分多い

と思うんです。それをどのぐらい強く主張するのか、吉田主査の判断にお任せしますが、微妙な

点かもしれません。

（香西会長） 吉田さんいかがですか。

（吉田委員） 恐らく増税の話は、昀大の関心事だと思いますし、余り避けてもいけないと思いま

すから、ただ、数字というのは 1 人歩きするので非常に危ないわけです。

（香西会長） 大守さんは、中間報告にフレームというのはかなり難しいとお感じですか。

（大守次長） 先ほどいろんな分野の整合性という話かもしれませんが、中間報告の段階でそこま

で煮詰まれば、各ワーキンググループがですね。やはり具体的にどこというのはなかなか想像で

きないですけれども、例えば、外国人労働力をどのぐらい見込むかとか、そういうことについて

フィードバックプロセスというのはやはりある程度は必要かなということであります。

ちょっと事務的な話で大変恐縮なんですが、毎年年末から年明けにかけて、「改革と展望」と

いうのを出させていただきまして、これは性格は全く違う作業ではありますけれども、しかしま

さに財政、プライマリー・バランスをどうするかといったような話がありますので、それとの必

ずしも整合的である必要はないにしても、どういうふうな役割分担をするかというあたりも気に

なっておりますので、井堀先生御指摘のように、なかなか年末の段階でそれなりのきっちりした

したものとは言われても、数字的な部分は少しはみ出す部分がどうしても出てくるのかなと今の

段階では思っております。

（香西会長） 確かに、中間報告は方向性を出して、数量的なことは３月に延ばすということをあ

る程度決めてしまって、覚悟しておくのも必要だと、それならそういう方針でいくということで

しょうね。 

（牛尾議員） その件ですけれども、来年の「改革と展望」を、今、諮問会議で議論しているわけ

です。だから、2006 年に向かって、その辺は来年発表するものには、先行きの目標ぐらいは言

わなければいかぬなと。その辺のところは、長期ビジョンともできるだけ共通の場があった方が
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いいと思うので、「改革と展望」に関しては、結局４つか３つの項目については、先行きの目標

というものを考えていかないといけない部分があるので、やはり吉田さんのところとはよく連携

を取っていった方がいいのかなというふうに考えます。 

（香西会長） それでは、大体そういうことで進めるということでよろしいでしょうか。 

それでは、以上のような話で、とりあえず中間報告は少なくとも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きたいということと、計量作業等については昀終報告まで譲ることも

あり得るということですね。ただ、それぞれのワーキンググループ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わけですから、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と思います。 

とりあえず、それでは 10 ページ程度という声がかかったということをテイクノートしていた

だくぐらいで、特に決まったことは言わなかったということで、よろしいでしょうか。それから、

特にフレームに関連して、吉田さんのグループについては、全体にもかなり影響が出ることです

ので、そのやり方、どういうふうに進んでいるかということを、どういう形が一番いいかわかり

ませんが、こういう機会、あるいは別途の機会にメモでもですね、お願いできればと。

（吉田委員） あるいは、うちのワーキングに出してもらったものを、ここに出してもらっても構

わないと思いますね。その方が、いちいち検討するよりも直接ぶつけても全然悪いと思いません。

（香西会長） 何かその辺も事務方の方でも、資料の流通を促進していただくような形で、まとめ

ていくようにしていただくことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

ワーキンググループのそれぞれの創意工夫は昀大限に活用させていただきたいということで

ございますけれども、特に目安はありませんが、大体声が出たようなことで、とりあえずは構想

していただいてもいいんじゃないかと思います。

やはりわかりやすくて、アピールがあるものということをお願いしたいと思っております。

それでは、一応そういうことでまとめ方の問題は済ませていただきまして、昀後に幾つかの対

外活動と言いますか、調査とか、そういったことについて少し計画を事務局でもつくっておりま

すので、事務局からお願いいたします。

（浜野統括官） それでは、時間もありませんので簡単に御報告しますが、資料４というのが中に

２枚か３枚ぐらいの資料でございます。21 世紀ビジョンについての、大臣からもなるべく参加

型でやるべきだということが、諮問会議でも御指摘されておりまして、今、私どもではここにご

ざいますように３つのパートに分けて、対外的なＰＲも含めて考えております。意見募集、情報

発信、それから海外の関係という３つでございます。

意見募集につきましては、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

用のホームページを立ち上げておりますので、その中でいろいろ工夫をしていきたいと思います。

それから、２番目のインターネット調査でございますが、八代先生のところから、生活・地域

のインターネット調査の御報告がございましたけれども、ビジョン全体としてもインターネット

で少し調査をして御審議に供してはどうかというふうに考えております。
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それから、シンポジウム、特別世論調査と言いますのは、いわゆる政府の世論調査をもうちょ

っと足の短いものをつくりましたので、それを考えておりまして、21 世紀ビジョンにつきまし

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 12 月初めぐらいの専門調査会

の場で御報告できるようにということを考えております。

それから、青少年との対話集会等々、あとタウンミーティング等々でございます。

有識者アンケート。その有識者アンケートにつきましては、企業の長期的なビジョンというの

も調べたらどうかというような御指摘が、これは奥田議員等からもございましたので、それを考

えております。

２番目が情報発信でございますが、政府広報の活用。それから、先ほどのビジョンのホームペ

ージのコンテンツの充実という中で、できればこれは大臣にもお願いしておりますけれども、こ

の委員の皆様方にも、私の 2030 年のイメージのような、そういうようなものを御執筆していた

だくとか、あるいは、小泉内閣のメールマガジンを使うとか、そういったようなことができない

かというふうに考えております。 

次のページにまいりまして、パンフレット、雑誌等の話でございます。

それから、海外の関係では、外国プレスの広報。それから、これは競争力のワーキンググルー

プの方でも御検討いただいておりますけれども、ＪＥＴＲＯ等に御協力いただきまして、海外の

日本人を対象に意見募集ということができないかということを考えております。

あとはいろいろな報告の外国語版。

「官邸カンファレンス」と申しますのは、経済社会総合研究所の方で、官邸で各国の有識者を

招聘してやるカンファレンスでございますが、これもビジョンの関係でやるということも検討し

ているところでございます。

大体以上でございます。

（香西会長） ありがとうございました。今の点について、御質問とか御意見とかございますでし

ょうか。どうぞ。

（八代委員） これはやや主観的かもしれませんが、政府広報と言えばパンフレットという時代は

もう終わったんじゃないかと思います。無料のパンフレットというのは販売ルートがなく、どこ

かに積み上げておく一方で欲しい人には届きにくい。それよりはもうきちっとお金をかけていい

ホームページをつくって、それをダウンロードをみんなが自由にできるというのが、今後の在り

方ではないかと思います。官庁のホームページは極めて見づらいので、むしろちゃんとパンフレ

ットのお金を専門家に回して、非常に索引もきちっと付いた良いホームページをつくっていただ

きたいと思っております。

（香西会長） ほかにいかがでしょうか。御検討ください。いかがでしょうか。

それでは、この案をベースにいたしまして、いろんな形で広報と言うか、意見聴取と言います

か、オープンなビジョンの作成ということについて、努力をしていきたいと考えております。そ

のための形態、今のパンフレットかどうかとか、テーマ、それから各ワーキンググループごとの

事情によって、こういうことをアピールしてみたいとか、そういうことがありましたら、是非事
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務局の方におっしゃっていただいて、この枠の中でいろいろ努力していきたいと考えております。

 それから、今後のスケジュールについても、浜野さんお願いします。

（浜野統括官） それでは、今の資料４の次に資料５というのがございますので、そこに今後のス

ケジュールがございます。

今、会長からまとめていただきましたけれども、11 月の上旬を目途に、３つのテーマを中心

にブレーンストーミングをやるということでございます。

それから、専門調査会としては、次は第３回、11 月下旬から 12 月上旬にかけて各ワーキング

グループの検討状況を踏まえまして、そのころにワーキンググループの中間報告をどうするかと

いうことの検討をしていただいて、それで 12 月に中間報告を議論するという段取りで考えてお

ります。

（香西会長） いかがでしょうか。それでは、大体予定時間に近づいておりますので、本日はこれ

で散会にしたいと思いますが、どうですか。 

（浜野統括官） １つ申し上げるのを忘れたんですが、それぞれのワーキンググループで御工夫を

いただいて、ヒアリング等をしていただいておりますけれども、その中でそれぞれのテーマにつ

きまして、やり方はお任せをいたしますけれども、各省庁の意見というものも、何らかの形でく

み上げるような、くみ上げるという意味は賛同するという意味ではなくて、そういう意見を聴取

すると言いますか、そういう場を少しお考えいただいたらありがたいと思います。ちょっと言い

忘れましたので、失礼いたしました。

（香西会長） それでは、これで本日は解散いたします。本日の審議の内容につきましては、事務

局から記者会見をして記者クラブには報告することになっております。

御多忙中のところをお集まりいただきまして、大変御熱心な御議論をいただきまして、どうも

ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたしたいと思います。 

それでは、これで終わります。

（ 以 上 ）  
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