
「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 12 月 1 日（水）17:40～19:25 

２．場  所：内閣府庁舎（中央合同庁舎第 4号館）４階共用第２特別会議室 

３．出席者 

 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    井堀 利宏 東京大学大学院経済学研究科教授 

同    玄田 有史 国立大学法人東京大学社会科学研究所助教授 

同    田中 明彦 国立大学法人東京大学東洋文化研究所長 

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 

 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）各ワーキング・グループ中間報告取りまとめについて 

（２）今後の審議について 

（３）その他 

３．閉会 

 

（配布資料） 

資料１-１ 中間報告に向けた論点整理（経済財政展望ＷＧ） 

資料１-２ 中間報告に向けた論点整理（競争力ＷＧ） 

資料１-３ 中間報告に向けた論点整理（グローバル化ＷＧ） 

資料２   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１-１ 「日本２１世紀ビジョン」ブレーンストーミング 

        （平成 16 年 11 月 15 日開催）に関する主な意見について 

参考資料１-２ 「日本２１世紀ビジョン」ブレーンストーミング関係資料 

参考資料１-３ 「日本２１世紀ビジョン」フォローアップ 

参考資料２ 「日本２１世紀ビジョン」インターネット調査（第２回補足調査） 

      （概要） 

参考資料３ 「日本２１世紀ビジョン」ホームページに寄せられたご意見 
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（概要） 

 

○各ワーキング･グループ(以下「ＷＧ」という)中間報告取りまとめについて 

（香西会長） 本日は各ＷＧの主査の方々から中間報告に向けた論点整理について、報告い

ただきたい。その際、主要なメッセージ、あるいはキーコンセプトといったようなもの、あ

るいは他のＷＧにもかかわっている事項、あるいは最終報告に向けて、今後の議論の方向に

ついても、触れいただければ大変ありがたい。それでは、経済財政展望ＷＧからお願いたい。 

 

（吉田委員） 経済財政展望ＷＧでは、基本的に全体像について、共通認識ができつつある。

基本的な問題は人口の減少。少子高齢化現象がまず１つの制約になってくる。それから貯蓄

が低下する。ライフサイクル的に言えば、高齢化によって貯蓄率が下がるため、これが資本

の側から制約になってくる。また、世界情勢の変化も大きく、環境等の制約も生まれてくる。 

 その中でどのような改善をしていくかについては、女性・高齢者・外国人に労働参加の期

待がかけられるが、特に女性に関しては、女性の働きやすい環境のための労働市場の根本改

革を行う必要がある他、高齢者の健康寿命の延長の中で就労システム自身を変えていく必要

がある。 

 外国人労働に関しては、グローバル化の中で日本経済活性化のために大いに活用する必要

があり、一定の条件を満たす人材を歓迎することで生産性向上にプラスになることが期待さ

れる。ただ、これで労働人口の穴埋めをするというのはなかなか難しい。 

 財政赤字の抑制については、ＩＳバランスの関係から、この持続可能な財政というのを維

持しなくてはいけない。財政赤字が経済にマイナス影響を与えないことが大事。 

 海外資金の調達については、資本収益率を維持すれば、海外資金は１つの調達方法。 

 それからＴＦＰだが、結局はＴＦＰへの期待ということになるわけで、90 年代の日本のよ

うな低い水準であれば、低成長にならざるを得ない。アメリカが 1990 年代に再生したとき

のＴＦＰの上昇率程度あれば、一定程度の成長は期待できる。そのためには、ＴＦＰをでき

る限り高くする政策が必要である。こうしたＩＳバランスの変化と、財政収支のギャップか

ら、経済の不安定が起こることを防ぐことが必要である。国債管理政策も行っていく必要が

ある。それから金融政策が安定的な経済運営の基本。インフレ･ターゲットというのも必要

だろう。 

 また、少子化はデメリットだけではなく、世代間で移転される一人当たり資産というのは

大きくなるため、これが資本装備率の上昇になって、生産性の上昇になる。経済はゼロに近

い成長率だが、一人当たりの消費水準でいくと、そういうことは考える必要はない。一人当

たり消費者水準が維持されることで、自己実現をしていくことができればいい。 

 そういった中で世代間、世代内でいかにバランスがとるかが重要なポイントになってくる。

扶養人口が拡大することに対応して、移転所得も増えるので、この適正化も図らなければな

らない。財政赤字の先送りを避けるためには、プライマリーバランスからプライマリーサー

プラスへ移行すべき。 

 最後に、新しい豊かさということで、活力ある安定社会を実現すべき。物的な消費を豊か

さの基準とするのではなくて、芸術文化、あるいは人と人とのつながりの中で豊かさを享受
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する豊かさというものに転換していく必要がある。また、医療、福祉、教育など今までの規

制分野の規制を緩和することで、より良いサービス産業にして、質の高いサービスが享受で

きることが新しい豊かさを生むことになる。そして、ゼロ成長というのは、今まで日本人は

江戸期の社会を経験してきているが、意欲ある若者は「暖簾分け」を目指し、それなりに活

力あり、そして連歌や舞踊など高い芸術性を追求した時代があったわけで、そういった文化

国家が求められる。 

 高度成長期の社会では、全体との強調を図ることで生産性を上げることに集中してきたが、

今後はむしろ個人の能力が発揮することが求められる。自助自立の精神が重要。ライフサイ

クルや就業形態の選択に対して、社会制度は中立的であるべき。公的部門は、安心・安全の

基礎を確立し、個人の選択を支援する役割に分かれるべきである。 

 2030 年までを見渡した時、少子化は不可避であるが、その後のことを考えると、少子化に

対する対策を今から十分やっていく必要がある。現実に希望する子どもの数と、出生数には

ギャップがあるため、改善の余地はあると思う。女性の労働参加が出生率を引き下げてきた

過去があるが、これを正相関にもっていく就労制度も必要。そして、中間報告の最後は、次

の世代の幸せの実現に高いプライオリティを置く社会環境の醸成こそ求められていると締め

くくりたい。 

 

（香西会長） それでは、次に生活・地域ＷＧの方からお願いしたい。 

 

（八代委員） 生活・地域ＷＧは、ちょっとほかのＷＧと違い、かなり価値観の違いみたい

なものが委員の間でもあるので、なかなかまとめるのが難しいが、とりあえず、玄田さんと

一緒にまとめているところ。 

 基本的な考え方では、とにかく制約条件を明示化しなくてはいけない。人口の減少社会が

間近に迫っている。過去の高い経済成長や、豊かな財源を前提として人口が益々増えていく

拡大均衡をベースにした社会はかなり難しい。そういう制約条件が厳しくなったときに、国

民生活や地域に関する政策の選択と集中が基本テーマになる。 

 これは別の言い方をすると、先ほど吉田さんが言われたＴＦＰの上昇ということ。ＴＦＰ

は、日本全体の労働や、資本などの生産要素を所与にして、それを効率的な配分をすること

によって、全体のアウトプットが増えるということである。これを地域に当てはめれば、今

非常にばらばらになっている生産要素をもう少し何らかの形で統合化することによって、全

体のＴＦＰを上げるという考え方になる。 

 「国土の均衡ある発展」というのが従来の政策であったが、今後の人口減少社会では、人

が住む場所に均一的に社会資本を整備するのではなく、多様な地域社会がそれぞれの施設を

維持できるような形で新しい意味の均衡ある社会にしていく必要がある。その際のキーワー

ドはやはり多様性。過去の均一性に対する概念を明確化してしなくてはいけない。 

 それから、競争と安心、多様性と共感、自立と思いやり、個の尊重と連携、寛容と節度、

社会的価値と文化的価値、現世代だけではなくて、将来世代のウェルフェアをきちんとバラ

ンスよくしていく、そういう意味で「真の成熟社会」というのを目指すべきである。 

 ただ、この「成熟社会」の具体的内容としては、霞が関で全国の成熟社会の中身を決める
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のではなく、地域間が競争と創意と工夫を通じて実現すべき。ある地域がいいと思ったもの

も、他の地域にとってはよくないかもしれない。それは結果的に競争を通じて選ばれること

によってよい制度が悪い制度を駆逐し、そのよい制度が他の地域に真似されて波及していく

というような形で結果的に実現するのではないか。 

 そういう基本的な考え方の中で、「国民生活のビジョン」と「地域社会のビジョン」とい

うものに分けて考えたい。「国民生活のビジョン」では、透明で公正な競争社会を実現する

という理念を明確化する。 

所得格差とか、あるいは終身雇用の変化みたいなものも、できるだけ織り込んでいきたい。

また、雇用問題も一つの柱として立てることも考えている。性別とか、年齢とか、国籍等に

かかわらず、対等な就業機会という形で考えるのが１つだと思う。 

 家族の問題も、多様性がキーワード。結婚とか、出産が不利になる制度・慣行を改善して

いくほか、医療や介護、保育を利用者の選択を尊重する生活サービス産業に変えていくべき。

これは当然ながら、雇用を生み出して、生産性を上げ競争力を高めると同時に、限られた資

源の中で利用者のウェルフェアを高める生活面の問題にもかかわることである。 

 教育についても、利用者が自由に選択できるようなサービスという要素を詰めていく必要

がある。国の役割を否定するわけではないが、できるだけ利用者主体の方向に変えていく必

要がある。そのためには、地方とか民間の裁量の余地をできるだけ拡大していく必要がある。

また、特に高等教育の面では、市場競争の活用というのを強調したい。 

 治安についても民間の地域の力を活用し、組織犯罪や、国際テロ、新しい治安の悪化の問

題に対して対応していくことを考えている。 

 「地域社会のビジョン」については、これも理念は多様性ということで、現場の判断が最

優先されなければいけないと思う。その意味で地域の主体性を考える。地方自治も市場とい

うものを最大限に活用して、地域間競争を行う必要がある。依然として地域間競争という概

念に異議を申し立てる方もいるので、どのようにわかりやすく説明していくかということも

大事。ここで農業とか農村の問題も書きたい。 

 地域再生についても、住民と企業と公的セクターがいろんな形で連携していく。その際、

一方的に税金だけでサービスを提供するのではなく、公的資金と民間資金を融合した社会投

資ファンド等による市民型の公共事業というような新概念を作っていく必要がある。 

 個人の「危機と不安」への対応という形で、社会的連携を地域で構築していく。ここで外

国人の問題を論じることがいいかどうかは迷っているが、新しい異質な文化が入ってくると

いう意味では、若干の不安ということもあろうと思うので、こういう形で地域活動を支援す

るコーディネーターとか、いろんなソフト面も含めて地域活動を促進していくというような

イメージでいる。 

 

（香西会長） グローバル化ＷＧ、お願いします。 

 

（伊藤（隆）委員） 第１点は、マクロの観点から、グローバル化とはどういうことを日本

経済にもたらして、今までの延長でいくとどうなって、良いシナリオにするとこうなり、そ

こへ持っていくためには何をしなければいけないのかといった筋立てになっている。 

 4



今までのようなことで、あと 25 年延長すると、日本経済の世界経済に占める相対的地位

は経済規模でも、一人当たり所得でみても、確実に低下しているだろう。グローバル化の進

展は、日本の勝ち組企業にとっては、困難なことではないかもしれない。これは規模の経済

を活かし、世界で活躍していく良いチャンスであるけれど、そういった企業が外に出ていっ

てしまうということ、企業が一番活動しやすい場所に出ていってしまうため、国境の中にあ

る日本経済には、かなり厳しいことが起きるかもしれない。重要なのは、グローバル化によ

る規模の経済は非常なチャンスである一方で、脅威でもあるという認識になっている。 

 次に、世界的あるいは地域的なトレンドとして、自由貿易圏がどんどん拡大している。ブ

ロックという言葉を使うのが適切かわからないが、非常に大きな自由貿易圏ができる。ヨー

ロッパに１つ、北米、中米、南米の中に何か大きなものができて、それからアジアの中に１

つできると予想される。このまま行くと、日本がそれに乗り遅れる可能性が非常に大きい。

また、グローバル化の中では、国際機関、あるいは国際基準認証機関の役割も非常に増して

くる。貧困問題は、現在より軽減されるものの、なくなることはないだろう。 

 以上は、必ずしも明るい未来ではないけれど、もう少し頑張るとこうなりますよというこ

とが、その「良いシナリオ」ということであり、グローバル化に日本企業あるいは日本経済、

日本政府、国民が適応できる場合には、日本経済の持続的な経済成長は可能になるだろう。 

 また、グローバル化と平行して東アジアにおける地域統合が大きく進展し、日本が主導的

な役割を果たすことが、良いシナリオとして考えられる。その中では、単に関税が低くなる

だけではなく、制度・基準が調和されたり、通貨協力に発展していくと考えられる。国際機

関への貢献も増大する。発展途上国への支援強化が図られる。これが良いシナリオ。良いシ

ナリオを実現すると、少子高齢化を迎える日本にとって、グローバル化というのは１つのチ

ャンスであり、経済統合を進めることで、そのチャンスを確実に生かしていくことが重要で

ある。経済統合に日本が参加していく場合に、阻害要因の解決に手間取っていると乗り遅れ

る可能性がある。その意味ではスピードが非常に重要である。 

 グローバル化に際して解決しなければならない国内問題として、大きく外国人労働者の問

題と農林水産業の問題の２つを挙げている。外国人労働者については、国内で就労できる入

国資格があるが、現在の 27 から大幅に増やすことが必要である。現在の方針は高度な技能

を持った外国人は認めるが、単純労働者は認めないと言われているが、我々はそういった高

度な技術と単純労働という二分化はできない。もっとその間にたくさん埋まっているわけだ

から、入国資格を飛躍的に増やすことによって、対象を非常に広げるべき。一方で日本語の

ある程度の能力は必要なので、そこはある一定の資格技能のもとに入国を認める。ただ一定

の資格技能を、今よりは飛躍的に増やす。したがって、高度な技能、単純労働といった二分

法はとらない。また、原則としてそういった条件を満たせば、人数に制限は付けない。あと

は需要と供給で自動的に決まってくるだろう。従って、何人不足するから何人入れなければ

いけないとか、何人以上入れると様々な社会問題が発生するから何人に抑えなければいけな

い、そういった数量は明示しない。 

 我々の認識としては、他の部会とも関係するが、少子高齢化の中で介護や看護、医療とい

った非常に需要の高まる分野は十分予想されていて、そういう分野には、単に積極的に外国

人の就労を認めるだけでなく、むしろ奨励してもいいのではないか。奨励というのは、例え
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ば日本語教育を現地で行うことで、日本語を学習したい人にはどんどん学習してもらう仕組

みをつくってはどうかと考えている。 

 農業については、基本的に国境措置はなるべくなくし、所得保障に切り替えるということ。

もちろん時間がかかるだろう米など一部の産品以外については、できるだけ早く国境措置は

やめる方向で考えていくべきだろう。今ある農業が国内、グローバル化を切り離して考えて、

このまま何年も持続可能とは考えられない。農業は担い手の高齢化の問題や競争力の問題も

あり、黙っていても非常に問題を抱えた産業なのだから、改革しなければならない。改革を

するに当たって余り時間をかけるのは、望ましくない。農業の競争力を高めることはいいこ

とだが、具体的に言えば規模の経済の追求をして、産業としての振興はもちろん必要かもし

れないが、特定の数の農家の戸数を確保するといったことは好ましくない。 

 国際機関の重要性がある。グローバル化する場合には、グローバルなスタンダードができ

てくるから、基準・認証のところで常に日本が参画していくことは重要になってくる。国連、

ＩＭＦ、世銀など国際機関の役割はこれからますます重要になってくるし、そこに日本のプ

レゼンス、リーダーシップがなくてはいけない。それがグローバル化の中で日本が不利にな

らないためには重要であるという認識で、そこの重要性はかなり強調している。 

 最後に、こういった良いシナリオをつくるために、今何をしなければいけないのか。具体

的には、国内で国益を考えた意思決定ができる体制をつくらなくてはいけない。対外交渉、

あるいは対内調整ができる体制を官邸につくるということを提言したい。国際機関へは今で

も人材を派遣しているが、もう少し効率的に高度な人材が派遣されるようにすべき。 

 以上、経済分野で、外交・安全保障は田中副主査から説明させていただく。 

 

（田中委員） グローバル化ＷＧは、世界が相手の問題なので、様々な問題があり、経済分

野はかなり具体的なところまで行っているけれども、安全保障・外交の分野、エネルギー・

環境の分野はもう少し詰めていかなければいけない。 

 安全保障・外交で概ねストラクチャーを見ると、今伊藤主査が経済分野で御説明されたよ

うに、当面 2030 年のビジョンとして、現状の延長として考え得るところを指摘し、どのよ

うにするのが望ましいかというより良いシナリオを安全保障、外交面でも示す。その上で、

これを実現するためにどのような政策を実現していくかということで、安全保障に関する政

策提言、援助、ＯＤＡに関する政策提言、それ以外のある種の外交政策一般、個別の地域等

についてどのような観点で進めていくかということについて詰めていくということになる。 

 依然としてまだ外交・安全保障の分野は、ややブレーンストーミング的なところがあって、

もう少しお時間をいただきたい。 

 

（香西会長） 最後に競争力ＷＧ。本日、伊藤元重主査と翁副主査、いずれもご出席できな

いので、事務局の加藤審議官から御説明いただく。 

 

（加藤審議官） このＷＧでは、現状認識として、弱体化を続ける日本の競争力から始まる。

日本の競争力は蝕まれており、ＩＭＤの国際競争力ランキング等も低下しているので、少な

くともこれまでの単純拡大的な経済というのは、グローバル社会の中でもはや対応できない。
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第２に高齢者社会への漠然とした恐怖といったものがあるが、年金・医療・福祉、これを全

て公的部門に委ねると、700 兆円の政府債務と併せて絶望的な高さになる。第３に、そうい

った状況の中で、フリーターやニートといった技能習得もままならない若者が増えていると

いうこともある。 

 次に基本戦略としては、「活力ある社会を創る」ということ、日本の強さの本質を理解し

て、社会全体に広げていくこと、無駄遣いをしている人材・資金などの潜在力を生かすとい

うことである。併せてオープンな社会として、比較優位に基づく交流を促進していくという

こと。ここで言う日本の強さの本質だが、これは後に出てくるとおり、「熟（こな）れの

技」とか、官に眠っている人材・資金の活用とか、巨大な金融資産の活性化、イノベーショ

ンの波を起こすことといったことになっている。それから人材、資金の潜在力とは、ある意

味で能力のある若者、子育てを終えた就職希望の主婦や、熟練シニア、あるいは技術力ある

外国人労働者など、そういった人材、あるいは巨大な個人金融資産を潜在力として、これを

生かしていくということ。 

 この基本戦略では、同質的な量的拡大、競争力ではなく、多元化・多様化を目指す競争力

を描く必要があるということ、それから全員参加型の社会にすべき、生活者の視点も重視し

た上で、イノべーティブな社会としてフロントランナーを生み出していくということを記述

している。 

次が、各論で５つの切り口で論じている。第１が日本の「熟（こな）れの技」を広げると

いうことである。ものづくりの分野で優位性のあるすりあわせの技術をソフトな面でも活用

できる。その意味で自動車もアニメも日本が誇るコンテンツである。日本のコンテンツは実

用性、例えば安い、便利ということに加えて、楽しい、やさしい、美しいという感動も伴う

知識な生産物である。 

 個人、企業の競争力の総体としての日本の競争力は、日本の魅力そのもので、精神的な豊

かさとか、生きがいとか、文化とかといったもののすべての要素が高いことが競争力の高さ

である。 

 第２が官と民の関係で、公的部門で眠っている人材・資金を掘り起こすということ。郵政

民営化のほか、年金・医療・福祉などの国民の選択肢を広げて市場メカニズムを導入し、新

たな産業を生み出す。「官治国家」から真の「法治国家」へということで、主体である民に

対して官が規制で縛るのではなくて、透明で公正なルールを確立していくということ。さら

に、国際ルールについても、標準化等日本自身が積極的に作成に関与していく。 

 第３は眠った金融資産。巨大な個人金融資産、法人資産について、現在の間接金融偏重か

ら、最近の不動産等の証券化に見られるような多様なチャネルを育て、リスクのある分野に

も資金が回るように育成していく。その際、受け手である国民の方も、金融リテラシーを高

めていく必要がある。社会投資ファンドなどにより今まで官に依存していた分野についても、

住民参加型で活用していく。 

 第４がイノベーションで成長の波を起こしていこうということ。新たな技術、知識を生み

出す活動と、それを社会に広げていく活動の両面が重要である。若手の研究者の支援、大学

から企業への人材交流などである。知的財産については、すりあわせ技術も含め、知的財産

制度を企業が戦略的に活用していくということである。また、潜在的ニーズを生かすという
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ことで、高齢化、環境問題といった、今まで負担と考えていたものを新たな形のイノベーシ

ョンを生み出す力にしていけるのではないか。それからイノベーションを社会に広げていく

という方の施策で、熟練シニアの「モノづくりインストラクター」としての活用や、専門分

野の人と一般をつなぐコーディネーターの育成といったことである。 

 第５に多様性のある社会をつくるということ。女性、高齢者、若者、外国人も含め、それ

ぞれが自分の価値観に基づいた目標を追求していくことで、多様性を生み出すフロントラン

ナー、それが結びついてのシナジー効果、失敗してもやり直しができる社会を実現していこ

うということである。 

 その際、グローバルな観点も含め、ヒト・モノ・カネの自由な移動を保証するための公

正・透明性のある市場システム、特に会計や法制度の整備が必要である。それからリーガル、

あるいは経済金融のリテラシーを受け手である国民が高めていく必要がある。 

 このＷＧでは、最後に、競争力の源泉として、主役である国民の人間力を高めるというこ

とを記述している。それぞれの者が活躍できる社会を実現していくべく、具体的にはチャン

スを与えられていない人材の潜在力を引き出していくこと。基礎になる学校教育の改革、ソ

ムリエ、マイスターのような技能、職種を持った人が尊敬されるような仕組みをつくってい

くということ、あるいは、そういう基準を整備して海外にも輸出して、資格を取った外国人

を受け入れるということである。専門的技術について、プロフェショナルの育成のため、教

育における産学連携、パートや派遣の人たちの再挑戦支援ということでトライアル雇用、キ

ャリア・ブレイク、バウチャー等も提言している。専業主婦の復職支援で、「ママ・ハロー

ワーク」。熟練シニアには、エイジフリーに転換するということで、例えば年齢差別禁止法

などをつくってシニア市場を整備していく。 

  

（香西会長） 今までの説明に対して質問などあれば、お願いしたい。 

 

（八代委員） 全体的なポイントとして、提言を実現するに当たって制約・障害が何かとい

うことを書かないと、夢に終わるのではないか。 

 地域についての「選択と集中」では、過疎地域を切り捨てるのかという反論が必ずあり、

教育であれば、教育サービスへの転換で利用者主体にするというと、義務教育はどこの地域

でも同じものでないと格差を生み出してしまうのではないかという反論がある。それらを明

示化し、適切なコメントをしておかないと次に進まないのではないか。 

 農業でも、規模の拡大、生産性の向上に対し、環境との調和などがあり、そういうものを

リスト化し、それに答えるという作業が必要ではないか。 

 

（玄田委員） あるべき方向性、目指すべき 30 年後のシナリオについては各ＷＧで共通の

キーワードもあるという印象。例えば「多様性」はほとんどのＷＧに出てくるし、競争をよ

り積極化しないといけないとか、地域とか民間の活用という面では、特に矛盾した方向は感

じない。その意味でいいという反面、逆に言えば、ちょっと新規さに欠ける印象がある。 

 大臣がおっしゃった、国民の素朴な疑問に答えてほしいということをどう捉えるのか、何

もしないと何が起こるのかをもっと言わないといけない。グローバル化ＷＧでは、もちろん
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入っているが、マクロ的な議論が中心であって、個人として何が起こるのかということが実

感として伝わってこない。 

 例えば、生活・地域ＷＧでは何もしないと、東京を中心にゴーストタウンがものすごく急

増するだろう。しかも、これまで過疎地がそうなるというイメージがあったのが、今、少子

高齢化等の地域対策をしないと、東京にゴーストタウンが蔓延するとか、あと恐らく生活保

護の受給者がものすごい勢いで増えていくだろうと。恐らく孤独死や凶悪犯罪も一般化して

全然ニュースにならなくなる。30 年後は平均寿命が低下するかもしれない。その辺のことを

より実感できるような形で出していかないと、30 年後のことを自分も考えていかないといけ

ない、そのためには国の施策につながっていくというふうにしていかないと、危機感が共有

されない。もちろん生活・地域ＷＧの課題だと思うが、なぜそうなるかということの背景に

は、社会構造がこのままだとか、経済政策がこのままなのかということを具体的に出してい

かないといけない。その面では最悪のシナリオを出す方がまずは大事かなということと、よ

りミクロ的な観点というのを、各ＷＧで出していかないといけない。 

 

（伊藤（隆）委員） 年金はどこでカバーしているんですか。 

 

（吉田委員） 年金はリバイスのときに少し書き込む。 

 

（玄田委員） 教育もどうするかまだ難しい。教育問題は生活・地域ＷＧに任されているの

か。 

 

（伊藤（隆）委員） グローバルでも、グローバル化に対応できる人材をという教育の話は

入っている。 

 

（玄田委員） 学校教育に限らないですよね。 

 

（伊藤（隆）委員） 学校教育には限らないが、学校教育が主。 

 

（田中委員） ビジョンとして、世界の中で日本という国なり国民がどういう存在になるの

がいいのかというある種のキャッチワードが生まれないとビジョンらしくないという感じが

する。 

 例えば何年か前に船橋洋一氏が「グローバル・シビリアンパワー」というのを日本のゴー

ルだ言ったことがあって、小渕懇談会は、対外施策のところで「グローバル・シビリアンパ

ワー」という言葉を使った。そういう国内の諸側面を扱っているＷＧの示す像から出てくる

国のあり方があって、それをベースにした上で対外的にはこういうことをやっていこうとい

うふうにならないと夢物語だし、日本というものを短い言葉であらわすと何という存在にな

るのか。そういう存在をある程度あらわしていけば、それを生かし外交をしろとか、それを

生かした国際社会の活躍をしろとかという言い方がもうちょっとクリアにできるという感じ

がする。 
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（八代委員） 私流に言えば、「地域間競争」を「国際間競争」に置き換えること。みんな

が住みたがるような国にしていくというのが市場均衡の１つのイメージ。外国人労働の問題

でいかに外国人を活用するかを議論しているが、逆に日本人が逃げ出してしまう危険性はな

いか。来たがる人が逃げ出す人よりも多いような国というようなイメージはどうか。 

 

（玄田委員） 私自身も、一言で言うと何を目指しているのだろうと思った。例えば、「多

様性」というキーワードは、目指す方向ではなく状態ですね。その状態をつくるための政策

として、今回は、「選択と集中」だとか「競争政策の促進」というのが出るんですけれど、

それを実現した多様性の社会はどういう状態なのかということが、私自身は伝わって来ない。

競争政策の議論をすると、競争を積極的に推進すべきだという人たちと、競争に対する不信

感は 30 年後も依然として残っていると思う。その中で一見相対立する矛盾するものをうま

く調和した状況というのが本当の成熟だと私は思っている。外国人の問題も、労働問題とし

て議論するのか、移民問題として議論するのかは詰めないといけないし、積極的に導入する

のであれ、異なる対立する価値観をどううまく調整できるかということに「成熟」の意味を

求めたいと思っている。競争の「熟（こな）れ」とは若干似たようなイメージがある。多分、

30 年後も日本人は曖昧が好きだと思う。30 年後のいろんな方向を目指していくと、相矛盾

する価値観が出てくるときに、それをどう調整するかが本当はいいキーワードであるといい

と思うが、なかなかそれが思いつかないところに苦しさがある。 

 

（吉田委員） 経済財政展望ＷＧのビジョンは、「活力ある安定社会」という表現にしてい

る。共通して新しい個人主義のようなベースに立ったものを社会全体がサポートすることが

多様という内容ではないかなと思う。 

 

（井堀委員） 他のＷＧの基本的なビジョンと大体方向は同じであり、調整の必要はないと

思うが、どこが我々のＷＧの目玉なのか多少迫力が乏しい。社会保障等では制度をどういう

具合に改革していくと、活力ある、あるいは競争力と多様化した社会に適応する改革ができ

るのかという具体的な制度改革をどこまで出すのか。教育制度も今ある制度をどういう具合

に変えていくのが望ましいかという具体的な制度改革にどこまで踏み込むのか。特に経済財

政で大きな制約となっている財政面での量的な制約を二、三十年の中でどの程度厳しいもの

と考えて、その枠の中で考えるのか。 

 

（香西会長） 流れは大体共通していると感じる。放っておいたら大変なことになるという

危機感、直していくための方向性も出ているが、パンチ力について、何かもう一つないか。

これまで小泉内閣で進めてきた構造改革の取組の成果があって、その流れの中で、どういう

社会が生まれようとしてやっているんだという観点も少しは考えて、大きな流れ、方向性を

指示していくというのが一つのあり方ではないか。こういうことをやれば大きく変わるとい

う起動力みたいなことがもう少し強調されていけばいい。 

若干中身のことについて、ビッグピクチャーとして何を考えるかという問題について、い
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かがでしょうか。 

 

（吉田委員） 重複したところがたくさんあり、表現上ややトーンが違うところがあるが、

そういうのは調整する必要があるのか。 

 

（香西会長） チェックはしたいが、中間報告の段階ではそれほどではないと思う。むしろ

気になっているのはＩＳバランスであり、国際の方でも、人口が減って貯蓄が減って貿易収

支・経常収支は赤字になる。経済財政展望では海外資金は調達した方がいいという考えか。 

 

（吉田委員） 調達せざるを得ない状況になる。為替レートを維持する形での調達が大事で

あり、資本収益率を高く維持する必要がある。 

 

（香西会長） 例えば一人当たりの消費の維持は、資本装備率を上昇させる。資本装備率の

上昇は、通常の生産関数で言えば資本収益率、限界生産力は下げる。新規投資は労働力のあ

る所へした方が希少価値があるので利益が高くなるという論理があると思う。その点はどう

か。 

 

（吉田委員） ＴＦＰで頑張る。フローの貯蓄が減少し、フローの投資も減る。ストックは

更新が中心になると思うが、更新ができないほど貯蓄が落ちてきたときに、海外資金を調達

することになる。財政がどこまで出来るかという問題もあり、そのときはＴＦＰで頑張る。 

 

（八代委員） これは労働増加的な技術進歩のようなもの。つまり、一方で資本が余るが、

バランスするためには労働が増加しなければならない。しかし、労働者は当然減少するため、

質を上げることで、質を考慮した労働と資本がいわばバランスする形で資本の収益率が維持

される。より多く質の高い労働力の増加により資本の収益率が上昇し、投資が増加するイメ

ージだとすると、ニュートラルなＴＦＰというより、かなり労働の質を上げるようなバイア

スのかかったＴＦＰではないか。それは教育の質向上や労働力の配分。これを選択と集中で

地域間、産業間でやらなくてはならない。そのためには労働市場の流動性などが鍵になると

いうストーリーかと思う。 

（吉田委員） 高齢者など今まで限界的なところと考えていた労働参加率を上げていこうと

いう話であり、必ずしも質が全体として上がるとは限らない。ＩＴ、ベンチャー、起業家精

神、規制緩和などでＴＦＰを上げていかなければならない。 

 

（香西会長） ややＴＦＰに逃げ込んでいるという感じがするので、どのように考えたらい

いかということだと思う。また、財政赤字をどのようにするのかという問題もある。 

 

（吉田委員） 全体のビジョンとしてのトーンは、将来世代に夢を持たせることであり、プ

ライマリー黒字を目指すということがコンセンサスとなっている。 
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（香西会長）もう一つの問題提起は、「多様性があり、非常に移動がある」という社会のイ

メージと、一種の「階層社会化」ということとをどういう形でつないでいけばいいかという

こと。例えば、所得分布が不平等になっても、市場が非常に流動的になればかえって均等に

なるという考え方もあると同時に、全く反対の議論もある。階層化が非常に根強いものだと

したら、いろんな意味で政策なり対応なりが変わってくることがあり得るが、どのように考

えていくべきなのか。市場的に言えば、流動化していけば所得も限界生産性に応じて決まっ

ていくわけだから、一種の均衡があると思うが、ニートのように社会へ出る前に階層化をし

てしまっている場合はどうなのかという感じがする。 

 

（八代委員） 階層化は、市場が閉鎖的なために、クラウディング・アウトみたいな形で起

こっているという解釈もある。雇用の流動性を高めることが解決策。もっとも雇用の流動化

とは「いつでも移動できる、しかし均衡状態にあるから、あえて移動する必要がない」とい

うイメージ。そうなれば、フリーター、ニートの問題もなくなるのではないか。貿易論の考

え方で言えば、フリーターといえども、賃金調整が働けば労働需要が出てくるし、一定の教

育をすることで、潜在性の高い能力の労働者に生まれ変わることになる。それを妨げている

のが、過度の雇用保障とか年功賃金などではないか。また、現在は職業訓練的な人材ビジネ

スが発展できないような規制もある。我々は、対等な就業を保障する雇用機会均等法の強化

には、単に法律だけではなくて、雇用機会均等のための十分な支援をすることによって階層

化を防ぐというイメージを持っている。 

 

（玄田委員） 階層の固定化の危機がひしひしと迫っていると感じている。インセンティ

ブ・ディバイド（意欲の格差）とか、将来に対する希望感の格差とか、そういう階層化の危

機というのが、所得面に限らず非常にあらわれてきているという認識は正しいと感じており、

その階層化を克服していくべきであろうと考えている。問題は、何がその競争を阻害してい

るかということ。人為的な規制であるとか、賃金の硬直性であるとか、いろんな議論がある

ので、何が競争を阻害しているかについては、もっと踏み込んだ議論が必要である。 

 それから、労働市場に参入できない人たちがこれだけ増えているということに対してどう

していくべきかという危機感を持たなければならない。今のニートの議論のように、それは

怠けた無気力な若者だという社会認識になると、階層化の悪しき面が強調されてくるし、ま

た、現在はまだニートの人たちが極端に犯罪とか、社会不安の対象になっているとは思わな

いが、やはりイギリスの事例を考えると、ニート問題というのは階層問題と明確にリンクし

ており、30 年後どうなっているかはわからない。その意味で、ニート問題については、人と

人とのつながりとか、社会的な連携というものをうまく強調する形にしていき、それを具体

化することが必要と思う。 

 小泉改革とのつながりでいくと、小泉改革に対する悪しき評判としては、個の自立性を過

度に強調し過ぎではないか、強者の論理ではないか、自己責任を強調し過ぎではないかとい

うふうな誤解を含めた認識がある。個の自立は必要だが、そのための前提として社会的な連

携があり、そこからこぼれ落ちてしまう人を社会参画させていくこともこれからしていかな

ければならない。その意味では、今回、セーフティネットという言葉が余り表に出てこない
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のが非常に印象的。個々の状況において、何が本当にセーフティネットなのかという具体的

な議論を行い、階層化と移動の自由とをつなぐのはある種の社会的な連携だということにな

ると、うまくつながるような印象がある。 

 

（香西会長） インターネット調査を見ると、日本人はすごく自閉的で、なかなかグローバ

リゼーションに乗ってくれないという印象がある。市場や経済がうまく発展していけば問題

はないが、悪い方に循環し出すと、社会的・経済的にますます内面志向になる危険性を感じ

る。 

 

（伊藤（隆）委員） グローバル化ＷＧの立場で言わせてもらうと、企業は国際競争にさら

されており、負担が重くなると国内から逃げてしまう。企業が日本での雇用を維持して設備

投資をしていくためには、それなりの税制、社会保険料も含めた意味での負担というものを

考えないといけない。 

 

（伊藤（隆）委員） 年金についての若い人たちの最大の不安は、払ったものが返ってこな

いのではないかということ。これは、制度設計をした人たちの「世代間の助け合い」とはす

ごくギャップがある。既婚の女性が、100 万円以上働きたくないということでもすごいブレ

ーキがかかっている。税制は大分緩和されたが、年金を払うようになると、その分は丸損と

いう仕組みはやはりおかしい。抜本的な改革が必要ではないか。また、若い人は国民保険を

払わない方が得と考えているので、無理に徴収員を派遣して保険料を集めることにどれだけ

の意味があるのか。 

 

（吉田委員） 個人の選択に対し、できる限り社会は中立的であるべきということで、イン

プライはしているが、重要な点だと思うので、また考えます。 

 

（伊藤（隆）委員） 「文化価値の『豊かさ』と考える『文化国家』への移行」ですが、具

体的にどういうことですか。 

 

（吉田委員） 江戸期に連歌や日本舞踊が流行ったり芸事をやっていたが、今はそういうの

が相対的に非常に少なくなってきた。そういう人とのつながりの中で芸事など、そういった

ものに価値を見出すということをインプライしているつもり。 

 

（伊藤（隆）委員） 若干心配なのは文化を強調すると、結局、箱ものを助長する、正当化

することに使われるんじゃないか。たんぼの真ん中にコンサートホールをつくったり、誰も

引かないパイプオルガンを設置したり。そうじゃないんだという方がよろしいかと思う。 

 

（吉田委員） これは、むしろ地域の問題で生じてきた話。文化格差を是正するということ

で、そういう箱ものをたくさんつくってきた。 
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（八代委員） 関連して、江戸期を強調することにはリスクもある。江戸期は確かにマクロ

経済としてはゼロ成長で、しかし活力ある社会だったが、それは鎖国だったからで、オープ

ンな社会だと能力の高い人はどんどん外に行ってしまう。多様性は新しくないという意見で

すが、やはり、世の中ではまだまだ多様性に対する抵抗がある。日本全体で見ればまだまだ

新しいし、重要なことではない。 

 財政改革も今のまま合理化、節約、あるいは若干消費税を上げても到底追いつかないほど

のギャップがあるわけで、制度自体を抜本的に変える必要がある。医療保険もそうだが、医

療は基本的に国が全部面倒を見るというのが今の政策だが、これは不可能なこと。だから、

混合診療の問題が出ているし、年金だって公的年金だけで老後の生活費をカバーするのが今

の年金政策だが、これも不可能なことを言っている。やはり国のやるべきことに限界がある。

これは諮問会議でいつも言っておられるが、それをコンセンサスとして打ち出すとどうなる

かというようなことも書かないと、当たり前のようで、世の中では当たり前でないことは山

ほどあるんじゃないか。 

 

（田中委員）  竹中大臣は何をお書きになってもよろしいですよという御発言でしたが、安

全保障や外交についてもそういう理解でいいのか。 

 

（香西会長） とりあえず書いていただければ。財政について、いつまでにやるというタイ

ミングですね、どういうスケジュールで考えていくのか。世代間負担というのはかなり無理

があって、世代内負担の方をもう少し公平に、そちらをもう少し強めるという形でやらない

と、人口が膨らんだり、へっこんだりしているのに全部かぶせるというのは難しい。そうい

うことも少し御議論いただければと。 

 

（吉田委員） 世代間または世代内でいかにバランスをとるか。バランスとしか言いようが

ないところ。 

 

（香西会長） 財政政策も景気を見ながらタイミングを見てとしか言えないが、不良債権と

同じで、遅らせれば遅らせるほど後がひどい。その点をどう考えていくか。 

 

（吉田委員） マクロなところでは押さえているつもり。2010 年初頭を目標にしているプラ

イマリーバランスへ移行し、さらにプライマリーサープラスに移行すべきだと。 

 

（香西会長） ビッグピクチャーについてもう少し何か言えないか。私は総括的な仕事は３

月末にやればいいのかと実は思っていたが、既に幾つか御議論をいただいた。その点につい

て、全体としてどういうビッグピクチャーを描いていくかについて何かありましたら。 

 

（玄田委員） ビッグピクチャーの定義はなんですか。 

 

（香西会長） 大きな方向でこういう社会になるとか、こういうふうにすればいいとか、そ
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ういう大きな地図が描ければいい。こういうふうに歩いていって、こういうところに行くだ

ろうといったような、何かそういう映像が出てくればいい。 

 

（八代委員） そのときに、今ある国のうちで、どんな国が一番目指すべき国かというのは

非常に難しいと思うが、そういう具体像がないと。例えば、規制改革をやっていると、アメ

リカのような国を目指すのかという批判があるが、市場経済というのはアメリカだけではな

いわけで、例えば、カナダはちゃんと社会保障を持っていて、銃も規制している。そういう

市場経済だってある。もう一つは、例えばスウェーデンが理想という人が多いが、人口 800 

万の小国で、これは日本が目指せるような国なのかどうか。そういう議論もあっていいと思

う。そういうようなことと、具体的なイメージがあったらビッグピクチャーとしてはわかり

やすいんじゃないか。 

 

（香西会長） 答えは何かあるんですか。 

 

（八代委員） 私はカナダだと思っています。 

 

（田中委員）  今までのキーワードで国際関係の中で言うと、「普通の国」、「小さくても

キラリと光る国」、「ミドルパワー」、「グローバル・シビリアンパワー」とかがこの 10

年間よく使われた言葉。お話を伺っていて思ったのは、日本というのを国と考えないで世界

で考えると、農村ではなくて都市ではないかという感じがする。２１世紀の日本はグローバ

ル・メガロポリスというか、メトロポリスというイメージではないか。 

 

（八代委員） 都市国家は確かに効率的だが、シンガポールのような国を目指すのかという

とどうか。 

 

（田中委員）  現在のグローバルな世界で言うと、日本全体として世界の中のグローバルシ

ティであるというイメージは割とおかしくない。カナダと言ってしまうと、真ん中にスペー

スがあって日本と全然違うかもしれないが、日本の特性というのは、世界的に見ると、シテ

ィということではないか。 

 

（香西会長） 今日すぐ結論が出るわけではないが、やはりビッグピクチャーの議論を少し

ずつ、各ＷＧでもお願いしたい。 

 

（玄田委員） 道州制とか連邦国家みたいなものは流行らないのか。地域を突き詰めていく

と、日本が大き過ぎて一つのビジョンと一つのピクチャーにするということ自体が土台無理。

日本は極端な話、連邦国家にして、３つぐらいに国を分断するというのはどうか。 

 

（香西会長） ジャパニーズ・スピーキング・ネーションズで括れば。 
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（八代委員） そこまで極端でなくても、私がカナダと言ったのは、まさに連邦国家だとい

うこと。別に面積とか、農業とか、資源という特性何から何まで全く同じでなくても、カナ

ダの特性というのは、市場経済、連邦国家、安定した社会保障制度、そういう組み合わせて

のイメージです。 

 

（伊藤（隆）委員） グローバルの方から言うと、日本自体が小さい。だから、日本を含め

た大きな地域で、いかに大きなマーケットをつくって、大きな資源の移動を図って、そこで

いかに日本がうまくリーダーシップをとって、その地域全体のことを考えて世界の中で生き

残っていくか、というイメージだ。 

 

（八代委員） 分断と言っても、政治的には緩やかでいい。政治的には団結しつつ、かなり

高度の自治権を持つ連邦国家のイメージは依然として強いが、例えば福岡から見れば、上海

と東京は同じ距離であるし、アジアの中できちっとやるということと、日本が緩やかな連邦

制になるということとは決して矛盾しない。 

 

（香西会長） アジア自体がブロック化してしまうというのは非常にまずい。開かれたアジ

アの中で日本があり、日本はある意味でアジアと外の世界をつなぐところであるということ

も１つのやり方。 

 

（伊藤（隆）委員） ブロック化する危険というのはＥＵだ。多様な 25 か国をどうまとめ

るのかというのは非常に疑問ではあるが、取引とかは中で完結できないことはない。ＥＵは、

関税同盟であり、共通関税をもってブロック化するというのは十分あり得て、そういう意味

では自由貿易圏がブロック化するというのはあまり考えにくい。（アジア自体が）ブロック

化するかどうかはかなり先。まず、まとまれるかどうかという方が非常に大きな問題。 

 

（香西会長） むしろＷＴＯも尊重し、自分たちのＡＳＥＡＮもまとめていくという今まで

アジアの方向が残るというか、発展していくことが必要。 

 

（伊藤（隆）委員） ＮＡＦＴＡとかＥＵに対してレバレッジを持つためにも、ある程度規

模の経済を生かしたものを中でつくらなければいけないというので、今、アジアの流れとい

うのはそっちに行っている。 

 

（玄田委員） 我々生活・地域ＷＧからすると、日本がまだまだ小さ過ぎるということを強

調され過ぎて、地域の主体性を生かすということの反論意見に使われると苦しい。ただ、

我々が多様性を強調するのは、別に分断国家をつくろうと思っているわけではない。真の多

様性というのは、共通の理念とか、共通のルールというのが合意されないとできない。全般

として多様なことをつくっていくためには、これだけは共通の理念であり、共通のルールだ

ということを明確に出していくことが、これからの方向性、というふうな議論していってほ

しい。 

 16



 17

 

（吉田委員） 「連邦制」という言葉のイメージがそぐうのかどうかわからないが、スイス

も小さいが連邦国家。大きさの問題というよりも地方の地域は地域で決めていく仕組みとい

うことで整理していただければ。 

 

○ 今後の審議について 

（香西会長） 今後のスケジュールについて、１月７、８日に専門調査会とＷＧ合同で合宿

を予定。その後２月上中旬及び３月に専門調査会を開催する予定。 

 

○ その他 

（浜野統括官） 参考資料について。参考１は 11 月 15 日のブレーンストーミング関係の資

料。参考２はインターネット調査。参考３はホームページに寄せられている御意見。今後の

御参考にしていただければ。 

  

（香西会長） 本日はこれにて散会。また個別にも、あるいは事務局を通じてもいろいろ御

連絡をさせていただきながら進めていきたい。 

 

 


