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（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 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 

 

（配付資料） 

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 

「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３回） 

 1



「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 16 年第３回 議事録 

（本文） 

○香西会長 それでは、ただいまから「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会を開きた

いと思います。本日はお忙しい中を御参集いただきましてまことにありがとうございます。 

  本日の議事に入りたいと思いますが、各ワーキング・グループにおかれましては、中間報

告に向けていろいろ議論を尽くしていただいて、大変御熱心に会合を開き、中間報告案をと

りまとめいただきつつあるというふうに伺っているわけであります。本日は各ワーキング・

グループの主査の方々から中間報告の概要について、まず順に御報告いただきたいと思いま

す。その場合、中間報告に盛られている主要なメッセージ、あるいはキーコンセプトといっ

たようなもの、あるいは他のワーキング・グループにもかかわっている事項、あるいは 終

報告に向けて、今後の議論の方向といったようなことについても、併せてお触れいただけれ

ば大変ありがたい、こういうふうに考えております。 

  それでは、いつもの順で申し訳ありませんが、経済財政展望ワーキング・グループからお

願いします。 

 

○吉田委員  

  経済財政展望ワーキング・グループでは、基本的に全体像について、共通認識というふう

なものができてきてまいっているように思います。それで、基本的な問題としましては、人

口の減少、したがって、少子高齢化現象ということがまず１つの制約になってくると。それ

から貯蓄が低下すると。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、現に

下がっているわけですから、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。 

  その中でどういうふうな改善をしていくかということについては女性・高齢者・外国人労

働といった階層に労働参加の期待がかけられるわけでありますが、この層、特に女性に関し

ては、女性の働きやすい環境のために労働市場の根本改革とか、高齢者の健康寿命の延長の

中で、定年の延長だけではなくて、就労システム自身を変えていく必要があろうといったこ

とです。 

  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していく

必要があるということで、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こ

とではないかということでございます。 

  それから財政赤字の抑制ということでありますが、結局、ＩＳバランスの関係からいきま

して、この持続可能な財政というのを維持しなきゃならないということであるわけです。こ

の財政赤字が経済にマイナス影響を与えないということが大事かと思います。 

  海外資金の調達は、国内資金は将来的に余剰が小さくなるわけですが、資本収益率を維持

すれば、海外資金というのは１つの調達方法でしょうと。 

  それからＴＦＰですが、結局はＴＦＰへの期待ということになるわけでして、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と。アメリカが 90 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と。しかし、それをＴ

ＦＰをできる限り高くするような政策というのが必要でしょうということであります。こう
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いった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

ことが必要でしょうと。国債管理政策というのも行っていく必要がありますと。それから金

融政策というのが安定的な経済運営の基本です。イフレーションターゲットというのも必要

でありましょうということです。 

  また、少子化はデメリットばかりではないということで、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わけですから、これが資本装備率の上昇になって、生産性の上昇

になる。住宅も豊富になるということであるわけでして、また経済力の低下というか、停滞、

ゼロに近い成長率になるわけですが、一人当たりの消費水準でいきますと、そういうことは

考える必要はないかと。一人当たり所得、あるいは一人当たり消費者水準が維持されるとい

うことであって、その中で自己実現をしていくようなことができればいいのではないかと。 

  そういった中で世代間、あるいは世代内でいかにバランスを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、移転所得も増えてまいりますので、これの

適正化というのも図らなければならないということです。財政赤字の先送りというのを避け

なきゃいけないということで、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

るべきだということです。 

  後に、新しい豊かさということで、活力ある安定社会というのを提言しているわけです。

物的な消費というもの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、教育などの今までの規制分野ですが、それを規制緩和することでよりよいサービス産

業にしていただいて、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

のではないかと。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

ているわけでありますが、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

して連歌とか、舞踊など高い芸術性を追求していた時代があったということを思い出すべき

であって、そういった文化国家というものが求められると。 

  そして、高度成長期の社会では、全体との協調を図ることで生産性を上げることに集中し

てきたわけですが、むしろ個人の能力を発揮することが求められると。自助自立の精神が重

要であるということであります。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・安全の基礎を確立するとともに、そういった個人の選

択を支援する役割に分かれるべきだと。 

  2030 年までを見渡したとき、少子化というのは不可避であるわけですが、その後のこと

を考えて、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わけですので改善の余地はあるのではないかと。女性労

働が出生率を引き下げてきたという過去があるわけですが、女性労働が重要になるわけです

が、これを正相関にもっていくような就労制度というのも必要ではないかと。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いうことです。 

そういうのが現段階での中間報告です。 

 

○香西会長 どうもありがとうございました。いろいろ議論もあるかと思いますが、一応、各

グループ、ざっとひとわたりやらせていただいた後で相互にディスカッションしてみたいと
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いうふうに思っておりますので、それでは、次へ進ませていただいてよろしいでしょうか。 

  生活・地域ワーキング・グループの方からお願いしたいと思います。 

 

○八代委員 これはちょっとほかのワーキング・グループと違って、かなり価値観の違いみた

いなものが委員の間でもありますので、なかなかまとめるのが難しいんですが、とりあえず、

玄田さんと一緒にこういうことかなということでまとめたところでございます。 

  まず、基本的な考え方としては、とにかく制約条件を明示化しなきゃいけない。今、吉田

さんの方から御説明いただいたように、人口の減少社会がともかく間近に迫っていると。過

去の高い経済成長とか、豊かな財源を前提として人口がどんどん増えていくというような拡

大均衡をベースにしたような社会というのは、少なくともかなり難しいということは認識し

なきゃいけないので、そういう制約条件が厳しくなったときに、国民生活か地域に関する政

策の選択と集中というのが基本テーマになるんじゃないだろうかということであります。 

  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の上昇ということでありま

して、ＴＦＰというのは、日本全体の労働とか、資本とか、そういう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すから、

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んじゃないだろうか

ということであります。 

  「国土の均衡ある発展」というのがこれまでの日本の政策であったわけですけれども、こ

れは暗黙のうちに、人があちこちに住んで、そこに後から社会資本を投じることによって、

結果的に均衡ある国土にしていくという考え方だと思いますが、今後の人口減少社会では、

同じ国土の均衡ある発展という概念を使うとしても、人が住む場所に均一的に社会資本を整

備するのではなくて、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にするような

形で新しい意味の均衡ある社会にしていくということで、そのときのキーワードはやはり多

様性ということで、過去の均一性に対する概念を明確化していかなきゃいけないんじゃない

か。 

  ３番目には、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みたいなものを

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」というのを目指すんだと

いうようなことであります。 

  ただ、この「成熟社会」の具体的内容としては、これまでのように霞が関で全国の成熟社

会の中身を決めるんじゃなくて、それは答えはないわけであって、地域間が競争と創意と工

夫を通じて実現すると。ある地域がいいと思ったものも、他の地域にとっては実はよくない

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

るんじゃないだろうかということであります。 

  それから、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」というものに一応分けて考えておりまして、「国民生活のビジョン」のところでは、

まず理念を明確化する。透明で公正な競争社会を実現するということで、そのための具体的
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な政策例として以下のようなものを考えているわけであります。 

  所得格差とか、あるいは終身雇用の変化みたいなものも、ここの中にできるだけ織り込ん

でいきたいと思います。あるいは雇用問題について、もう一つ柱を立てるということも考え

ております。ただ、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

考えていくというのが１つだということです。 

  それから家族の問題というのも、多様性というのがキーワードでありまして、これは先ほ

どの吉田さんの少子化対策の具体的な政策を受けて、結婚とか、出産が不利になるような制

度・慣行を改善していくというようなことを言っておりますし、それから、先ほどありまし

たが、医療とか、介護とか、保育というの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。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という、生活面の問題にもかかわるんじ

ゃないかということであります。 

  それから教育についても、やはり教育サービスという概念、これもなかなか委員の間で議

論があるわけなんですが、これまでのような上から目標を示すような学校教育から、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んじゃないか。もち

ろん、国の役割を否定するわけではございませんが、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とい

うこと。それから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ております。 

  それから治安についても民間の地域の力を活用するということで、これまで余り多くなか

った組織犯罪とか、国際テロとか、新しい治安の悪化の問題に対して対応していくというこ

とを考えております。 

  それから 後に「地域社会のビジョン」でありますけれども、これも多様性ということで

ありまして、多様性ということを考えたとき、現場の判断というのが も優先されなければ

いけないんじゃないか。そういう意味で地域の主体性ということを考える。地方自治もある

意味でこれは一種の概念的なものでありますが、市場というものを 大限に活用して、地域

間競争ということをしていく必要があるんじゃないか。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おられますので、それをどういうふうにわかりやすく説明していくか

ということも大事じゃないかということであります。ここで農業とか農村の問題、今は農業

というより農村だと思いますが、そういうのもここで書きたいと思います。 

  それから地域再生というところでは、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。そのときには、今のように一方的に税金だけでサービスを提供するのではなくて、一

種のＮＰＯといいますか、「寄付文化」と言うか、あるいは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か、そういうような新しい概念をつくっ

ていく必要があるんじゃないか。 

  それから個人の「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。

そのときに、外国人の問題をここに入れるのがいいかどうかはちょっとまだ迷っております

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い

ますので、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ございます。 
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  玄田さん何か補足よろしいですか。 

 

○玄田委員 いいえ。 

 

○八代委員 以上でございます。 

 

○香西会長 それでは、議論は先に進めてまとめてということにしまして、グローバル化ワー

キング・グループからお願いします。 

 

○伊藤（隆）委員 お手元の配布資料の資料１－３という２枚紙を出していただければと思い

ます。 

 第１点は、マクロの観点からグローバル化というもの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、これを良いシナリオにするとこうなって、そこに

持っていくためには何をしなきゃいけないかという筋立てになっています。今までのような

ことで、あと 25 年延長するとどうなるかといいますと、日本経済の世界経済の中での相対

地位は確実に低下しているだろう。これは経済規模で言っても、一人当たり所得で言っても

相対的には確実に低下する。グローバル化が進展するということは、日本企業の勝ち組の企

業にとっては、それほど難しいことではないかもしれない。これは世界で活躍していく規模

の経済を生かすいいチャンスであるけれども、国境の中にある日本経済というものにはかな

り厳しいことが起きるかもしれない。つまり、その企業が外に出ていってしまうと。企業が

一番活動しやすい場所に出ていってしまうということが考えられる。重要なのは、規模の経

済は非常にグローバル化というのがきいてくることで、チャンスでもあり、しかし、これは

脅威でもあるという認識になっています。 

  それから世界的、あるいは地域的なトレンドとしては、御承知のように自由貿易圏という

ものがどんどん拡大しているということで、非常に大きな自由貿易圏、ブロックという言葉

を使うのが適切かどうかわかりませんけれども、自由貿易圏というものができる。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

きるであろうということが予想されるというわけです。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というふうに考えられます。 

  それから国際機関、あるいは国際基準認証機関というものの役割というのは、むしろ増し

てくる。グローバル化の中では、むしろこういうものも非常に重要になってくるというふう

に考えられます。 

  それから貧困問題は、現在より軽減されるものの、なくなることはないだろうというふう

に考えられる。 

  以上は、必ずしも明るい未来ではないわけですけれども、もうちょっと頑張るとこうなり

ますよというのが、その「良いシナリオ」ということでグローバル化に適応できる、日本企

業あるいは日本経済、日本の政府、国民が適応した場合には日本経済の持続的な経済成長と

いうのは可能になるだろうというふうに考えられる。 

  それから、グローバル化と並行して起きる東アジアにおける地域統合というものが大きく
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進展して、その中で日本が主導的な役割を果たすというの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というのではなくて、制度・基準が調和されたり、あるい

は通貨協力のようなものに発展していくことが考えられる。 

  それから国際機関への貢献も増大するだろう。 

  それから、発展途上国への支援の強化というものが図られることになろう。これが良いシ

ナリオであります。 

  こういった良いシナリオを実現することは、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つのチャンスであるということで、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ということが重要なんだということであります。 

  それから経済統合に日本が参加していく場合に、後で述べるような阻害要因というものが

あるわけですが、それの解決に手間取っていると乗り遅れる可能性がある。そういう意味で

はスピードが非常に重要であるという認識であります。 

  グローバル化に際して解決しなきゃいけない国内問題というものとして、大きく２つ挙げ

ておりまして、これが外国人労働者の問題とそれから農林水産業の問題であります。外国人

労働者については、国内で就労できる入国資格というのはあるわけですが、これが現在の 2

7 から大幅に増やすことが必要である。したがって、現在の方針と言われているのは、高度

な技能を持った外国人は認めるけれども、単純労働者は認めないということなんですが、

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、もっとスペクトラムとし

て間にたくさん埋まっているわけだから、入国資格というものを飛躍的に大幅に増やすとい

うことによって、入国には資格はあるということですが、その対象を非常に広げるというこ

とにしようと。それから日本語のある程度の能力は必要だという認識ですので、そこはある

一定の資格技能のもとに入国を認めると。ただ、一定の資格技能というのを今よりは飛躍的

大幅に増やそうと、そういうトーンで書いてあります。したがって、高度な技能、単純労働

という、そういう二分法はとりません。 

  それから、原則としてそういう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ということであります。したがって、何人不足するから何人

入れなきゃいけないとか、何人以上入れるといろんな社会問題が発生するから何人に抑えな

きゃいけない、そういった数量は明示しないということになっています。 

  それから、我々の認識としては、ほかの部会とも関係しますけれども、少子高齢化の中で

非常に需要の高まる分野というのは十分予想されていて、もちろん介護であるとか、看護で

あるとか医療ということになるわけですが、そういうところには、積極的に外国人の就労を

単に認めるだけではなくて、むしろ奨励してもいいのではないか。奨励というのは、例えば

日本語教育を現地で行うといったようなことで、日本語を学習したいというような人にはど

んどん学習してもらうという仕組みをつくってはどうかというふうに考えています。 

  それから農業の方ですが、農業については、基本的には、国境措置から所得保障に切り替

えるということで、国境措置はなるべくなくすということであります。もちろん時間のかか

るであろう一部の産品、具体的に言えば米があるわけですが、それ以外のものについては、

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ということであります。した

がって、農業が国内、グローバル化とちょっと切り離して考えて、今ある農業というのがこ
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のまま何年も持続可能とは考えられない。これは担い手の高齢者の問題であるとか、競争力

の問題とか、したがって黙っていても非常に問題を抱えた産業なんだから、それを改革しな

きゃいけない。改革をするに当たって余り時間をかけるというのは、むしろ望ましくないの

ではないかということで、そういうトーンで書いています。 

  したがって、農業の競争力を高めようというのは、もちろん、いいことであります。それ

はやってくださいと。具体的に言えば規模の経済の追求であって、産業としての振興という

ことは、もちろん必要かもしれないけれども、特定の数の農家の戸数を確保しろとか、そう

いうことは好ましくないでしょうということになると思います。 

  それから次に、国際機関の重要性というもので、やはりグローバル化する場合には、グロ

ーバルなスタンダードというものができてきますから、その基準・認証のところで常に日本

が参画していくというのは重要なことになってくるだろう。それから、国連、ＩＭＦ、世銀

などの国際機関の役割というの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、リーダーシップというものがなくてはいけないということで、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重要であるという認識で、そこの重要性をかなり強調し

ています。 

  それから 後に、こういった良いシナリオをつくるために、今何をしなきゃいけないのか

ということを考えた場合に、具体的に言うと、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ということで、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ています。 

  それから国際機関へは今でも人材を派遣しているわけですが、それを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であります。 

  以上、経済分野でありまして、外交・安全保障は田中副主査の方から口頭説明させていた

だきます。 

 

○田中委員 グローバル化ワーキング・グループは、世界が相手な問題なもので、いろんな問

題があって、審議の進み方にむらがあって、経済分野はかなり具体的なところまで行ってい

るんですけれども、安全保障・外交の分野とか、エネルギー・環境の分野とかもう少し詰め

ていかなきゃいけないということがあって、今のところ、申し訳ないんですけれども、まだ

グローバル化ワーキング・グループとして１つのインテグレートされた紙として出せる段階

にないので、ある程度進んだものを先に御紹介するということです。 

  安全保障・外交で、これは若干書きぶりの問題もあって、まだ悩ましいところもあるので、

これから少し考えていかなきゃいけないんですけれども、概ねストラクチャーとして見ると、

今伊藤主査が経済分野で御説明になったように、当面 2030 年のビジョンとして、安全保障

や外交についても、2030 年を現状の延長として予想して考え得るところをそれなりに指摘

し、その次により良いシナリオ、どういうふうにするのが望ましいかということを安全保障、

外交面でも示した上で、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、概ねは大まかにいって安全保障に関する政策提言、援助、ＯＤＡに関する政策提言、

それからそれ以外のある種の外交政策一般というか、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を現在やっているというところで
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あります。 

  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、

ここで今、伊藤主査の方からお示ししたような形で断言できるような提言ということではち

ょっとないので、もう少しお時間をいただきたいということでございます。 

 

○香西会長 どうもありがとうございました。 後に残りましたのは、競争力ワーキング・グ

ループですが、本日、主査の伊藤元重さんと副主査の翁さん、いずれも出席できないという

ことでありますので、事務局野加藤審議官から御説明いただきます。 

 

○加藤審議官 

  このワーキング・グループでは、現状認識でございますが、弱体化を続ける日本の競争力

というところから始まっております。日本の競争力は蝕まれているということで、ＩＭＤの

国際競争力ランキング等が低下しているということで、これはいろんな意見がございますけ

れども、少なくとも単純拡大的なこれまでの経済というのは、グローバル社会の中でもはや

対応できない、第二に高齢者社会への漠然とした恐怖でございますが、年金・医療・福祉、

これを全部公的部門に委ねますと 700 兆の政府債務と併せて絶望的な高さになると。第三

にそういう状況の中で一方でフリーターとか、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ございます。 

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

これを社会全体に広げていくと。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

うことでございます。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

いうことでございますが、ここで言う日本の強さの本質でございますが、これは後から出て

まいりますけれども、「熟（こな）れの技」とか、官に眠っている人材とか、資金の活用と

か、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わけで

ございます。 

  それから人材、資金の潜在力でございますが、ある意味で能力のある若者ですとか、子育

てを終わった就職希望の主婦ですとか、熟練シニアですとか、あるいは技術力ある外国人労

働者とか、そういう人材、あるいは巨大な個人金融資産というのを潜在力として、これを生

かしていくということでございます。 

  この基本戦略は、同質的な量的拡大、競争力というのではなくて、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と。それから生

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

くということでございます。 

  各論の施策の方向でございますが、５つの切り口で論じてございます。第一は、日本の

「熟（こな）れの技」を広げるということでございます。一人一人の平均的な能力が高いと、

かつ組織能力に強みがあるということを維持・発展させていこうということで、ものづくり

の分野で優位性のあるすりあわせの技術、単純部品組み立てではすりあわせの技術というの

がソフトな面でも活用できるということで、そういう意味で自動車もアニメもあるいはゲー

ムといったものも日本が誇るコンテンツである。その日本のコンテンツは実用性、例えば安
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いとか便利である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の

生産物であるということでございます。 

  それから個々の個人、あるいは企業の競争力の総体としての日本の競争力につきましては、

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ということでございます。 

  第二が官と民の関係でございますが、冒頭出てまいりました公的部門の恐怖といったとこ

ろから、むしろ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でございまして、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と。ＧＤＰ500 兆のうち７割を占める、このようなサービス分野につ

いて活力を生み出していこうということでございます。 

  それから、「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でございます。

さらにグローバルな社会ということで、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ということでございます。 

  第三が眠った金融資産でございます。巨大な個人金融資産、法人資産につきまして、現在

の間接金融偏重から、 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て、

リスクのある分野にも資金が回るように育成していこうと。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ということも触れております。 

  具体的な例として、経済財政の方のワーキング・グループでも出てまいりましたけれども、

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

ていこうということを書いてございます。 

  第四がイノベーションを起こすということでございます。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でございますが、この分野は、新たな技術、知識を生み出す活動と、

それをまた社会に広げていこうという両面が重要だということでございますが、まず、この

活動の方につきましては、若手の研究者の支援、ピア・レビューの拡大、それから大学から

企業への人材交流といったところに触れております。知的財産につきましては先ほど出てき

ました、すりあわせ技術も含めまして、知的財産制度の企業の戦略的な活用ということを述

べております。 

  また、潜在的ニーズを生かすということで、高齢化、環境問題といった、むしろ今まで負

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。

既にかなり実例もあるわけでございますが、かつ、その分野で国際標準、ルールづくりにも

主体性をもって参画していこうということでございます。 

  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ございますが、熟練、シニ

アの「モノづくりインストラクター」としての活用とか、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ございます。 

  第五に、多様性のある社会をつくるということで、女性、高齢者、若者、外国人も含めま

して、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ということで、これによって

多様性を生み出すフロントランナー、それがまた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ございます。 
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  その際、グローバルな観点も含めまして、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、特に会計とか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という

こともございます。 

  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で、それぞれの

者が活躍できる社会を実現していこうということでございます。「人間力」というのは随分

使われてきておりますが、言葉は再検討したいと思いますが、具体的にはチャンスを与えら

れていない、例えば人材、潜在力としてこれを引き出していこうということでございまして、

基礎になる学校教育の改革、それからソムリエ、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こうということ、あるいはそういった基準を整備し

て海外にもそれを輸出して、資格を取った外国人を受け入れるというようなこと。それから

専門的技術につきまして、プロフェショナルの育成のため、教育における産学連携、それか

らパートとか、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ございます。専業主婦の復職支援で、「ママ・ハローワーク」、

あるいは熟練、シニアに関しましては、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こうというようなことです。 

  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。 

  それでは、今までの御説明に対して質問とか、補足の事項とか、問題点の指摘とか、そう

いったことに少し時間を割いてやっていただければありがたい。特に中間報告、さらには

終報告を目の中に入れて、どういうことが問題だろうかといったようなことに関連したよう

な御発言をぜひお願いしたいと思います。どなたからでもおっしゃっていただいてもいいか

と思いますが、もし今すぐ発言するという方がいなければ、とりあえず、さっきの発表順に

もう一度質問を交わしていただくということにしたらどうかと思っていますが、いかがでし

ょうか。 

 

○八代委員 全体的なポイントとして、いずれも非常にもっともな提言であるわけですけれど

も、やはり大事なのは、そういうことを実現するために当たっての制約といいますか、何が

障害になっているのかというようなことをきちんと書かないと、やはり夢に終わってしまう

んじゃないか。 

 私のところであれば、先ほど地域について「選択と集中」ということを申したわけですけ

れども、それの制約というのを、いわゆる過疎地域といいますか、そういうところを切り捨

てるのかという反論が必ずくるわけでありますし、それから教育であれば、教育サービスへ

の転換で利用者主体にするといったときに、大学はそれでいいかもしれないけれども、義務

教育は画一的というか、どこの地域でも同じものでないと、やはり後の格差を生み出してし

まうのではないかという反論というか、考え方ですね、それを明示化し、適切なコメントを

しておかないと次に進まないんじゃないかと思われます。 

 農業でも、例えば伊藤さんが言われたみたいに、規模の拡大、生産性の向上というのは全
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くそのとおりだと思うんですが、そうしたときに農業というのは、単に産業ではなくて環境

との調和であるとか、非常に生産性の低い小規模なところでも、やはり環境圃場という一種

の外部性があるんだというような議論に対してどう答えるのかと。そういうのを考慮した上

でと言えばいいわけですけれども、そういうものをちゃんとリスト化していって、それに答

えるということが必要な作業ではないかなと思っております。 

 

○香西会長 ほかにいかがでしょうか。 

 

○玄田委員 ちょっと感想めいたことになってしまうんですけど、私は今ほかのグループの話

を初めて伺っていて、あるべき方向性というか、目指すべき 30 年後のシナリオについては

意外に共通のキーワードかなというふうな印象がありました。例えば「多様性」という言葉

はほとんどのワーキング・グループに出てきますし、いわゆる競争というものもより積極化

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、比較的特に矛盾した方向は感じ

ないと。それはそういう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かな

という印象は正直言ってするだろうというふうに思いました。 

  それでその上でお話を聞いていて、改めて我々は生活・地域ワーキング・グループなもの

ですから課題かなと思ったのは、たしか第１回の会合で大臣がおっしゃったと思うんですけ

れども、国民の素朴な疑問に答えてほしいということをおっしゃったときに、じゃ、それを

どう捉えるのか今でもまだ暗中模索なんですけれども、もっとはっきり言うと、何もしない

と何が起こるのかということをもっと言わないといけない。それはもちろん入っているんで

すけれども、マクロ的な議論が中心であって、何もしないと国家がどうなるのかということ

も入っている。それが私にとってどういう問題が起こるのとか、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。それは成果主義の議論だと言われるかもしれない

けど、それはそうではなくて、逆に言えば、どういうことを進めていくと、どういう問題が

起こるのかということが共有できないと書けない部分もあるわけです。 

  例えば、今回我々のワーキング・グループの中で何もしないと、こういうことが起こるか

なと個人的に思ったのは、多分何もしないと、東京を中心にゴーストタウンがものすごく急

増するだろうと。しかも、それは通常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。戦後直後みたいなぐらい

になるかわかりませんけど、ものすごく増えていく可能性があるとか、恐らく孤独死みたい

なものが全然ニュースにならなくなる、一般化するとか、犯罪の凶悪化自体もニュースにな

らなくなるとか、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し、

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

いと思うんですね。それはもちろん生活・地域の課題だと思うけれども、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というふうなことを非常に強く思いました。そういう面

では 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
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を、それぞれのグループで出していかないといけないかなということを思いました。 

 

○香西会長 ほかにいかがでしょうか。 

 

○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、一応、社会保障と財政のところなんですが、社会保障のディスカッショ

ンが 後になったので次のときには、リバイスのときに少し書き込もうという話になってい

ます。 

 

○玄田委員 教育も、どうするかというのはまだ難しいですよね。生活・地域に任されている

んですか、教育問題というのは。 

 

○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

ていますけれども。 

 

○玄田委員 学校教育に限らないところですよね。 

 

○伊藤（隆）委員 学校教育には限らないですけれども、学校教育が主ですね。 

 

○香西会長 ほかに何かありませんか。 

 

○田中委員 今、玄田さんがおっしゃったように、 悪のシナリオとか、あるいは今までのま

まというとこうなるというのもそうなんだけど、ちょっと私なんか外交とか安保の関連で言

っていって、常識的ないろんなことは幾らでも考えられるんですけどね、21 世紀ビジョン

でしょう、ビジョンとして、やや、世界の中で考えると、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みたいなものが生まれな

いとビジョンらしくないなという感じはしますね。こういうのは、あんまり安全保障政策な

んていうのを考えている人は、そんなビジョンを考えちゃいかんのですね。そうではなくて、

とにかく国が攻撃にさらされないために 悪のシナリオを考えて、これを防ぐためにいろん

なことを考えるというのですから、これは淡々と書くと、ビジョンというよりは暗い話かな

という感じもするんですけどね。 

 どちらかと言うと、グローバル化の中で対外関係のところというのは、ひょっとすると、

あり方としても非常にダークな部分になる可能性もあるし、あるいは、ひょっとする大言壮

語の部分になるのか、どっちになるのかちょっとよくわからないんですが。ただ、そうする

と、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、これは

日本のゴールだというふうに言ったことがあって、たしか小渕懇談会は、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んだと思うんですね。これはそれ

なりにグローバル・シビリアンパワーというのは、シビリアンという部分とパワーという部
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分が両方あって、ある種のアイデンティティをあらわすような言葉ではあるんですけど、何

かそういうようなあんまりキャッチフレーズにするのがいいかどうかわからないけれども、

少しこのワーキング・グループも国内の諸側面を扱っているワーキング・グループの指し示

す像から出てくる国のあり方というのがあって、それをベースにした上で対外的にはこうい

うことをやっていきましょうというふうにならないと夢物語だし、そこのところで希望から

すれば、やや国内のワーキング・グループの中で出てくるものを組み上げていったときの日

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。そうすると、そういう存在

をある程度あらわしていただければ、それを生かした外交をしろとか、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かという感じはするんで

すけどね。 

 

○八代委員 すごく厳しいあれですけれども、私流に非常に単純に答えれば、生活・地域で言

っている「地域間競争」というのを「国際間競争」に逆に言えば置き換えること。要するに

みんなが住みたがるような国にしていくというのは市場均衡の１つのイメージであるわけで、

今、外国人労働の問題で、いかに外国人を活用するかというようなことを議論しているんで

すが、誰も来てくれなかったら、その問題はなくなってしまうわけで、やはり、これは暗黙

の前提のように、今までのようにどんどん日本に外国の人が来たがる、それをどこまで受け

入れるかという非常にある意味で楽観的な前提でやっているんですが、逆に日本人がどんど

ん逃げ出してしまう危険性はないでしょうか。今でもいい医療サービスを受けるためには、

外国に行かなきゃいけないという状況になっているし、日本に住んでいる外国人が病気にな

ったら、本国に帰ってしまうと、こういうことでいいのだろうかというようなことは言える

のではないかと思います。余りビジョンになるかどうかわかりませんが、基本的に需要が供

給を徴求というのは変な話なんですが、とにかく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なんでしょうかということです。 

 

○玄田委員 私自身考えているときに、田中先生と全く同じことを思いました。結局、一言で

言うと何を目指しているのだろうって。それは、例えば「多様性」というキーワードは、目

指す方向ではなくて状態なんですね。その状態というものをつくるための政策としては今回

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ど、それを実現した

多様性の社会というの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んですよ。

多様であるというのは状態だから、そのときにいいキーワードがなくて、一応、今のところ

は「成熟」というある意味では陳腐だと言われる可能性もありながらもつくったんですね。

何で「成熟」という言葉をつくったかというと、特に競争政策の議論をすると、多分、30

年後もそうだと思うんですけど、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 年後に残っていると思うんですよ。 

 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

かということは本当はもっと詰めないといけないし、多分どういう形であれ、もっと積極的

に導入するのであれ、そうじゃないにしろいろんなトラブルが起こるわけで、そういういろ
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んな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僕は「成熟」の意味を求

めたいと思っている。だから、今回競争のところで「熟（こな）れ」なんて、僕は「こな

れ」なんて読むなんて初めて知りましたけど、そういう意味では若干似たようなイメージが

あるし、単に成熟というのが何か年取って穏やかだというイメージではなくて、当然、30

年後の活力を目指すと、いろんな相反するものが出てくるのだけれども、相反するものがう

まく調整される。 

 多分、30 年後も日本人は曖昧が好きだと思うんですよ。一方の価値観だけでうまく立つ

なんていうことはとても国民気質として得意ではないかもしれなくて、むしろ 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

みたいなことが本当はいいキーワードであるといいと思うんですけど、なかなかそれが思い

つかないところに苦しさがある。 

 

○香西会長 ほかにいかがでしょうか。吉田さんどうぞ。 

 

○吉田委員 そういう意味で経済財政展望ワーキング・グループのビジョンというのは、「活

力ある安定社会」という表現にしているわけですけど、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という、それが多様という内容ではないかなと。

日本社会が新しいというか日本型の、日本型というのも適当かどうかわからないけれども、

日本型の個人主義というものをつくっていけるのかどうかというのがまだまだ課題はたくさ

んあるでしょうから。 

 

○香西会長 どうぞ。 

 

○井堀委員 補足というほどでもないんですけれども、先ほど吉田主査が言われたように、方

向として活力ある安定した社会というのは、ほかのワーキング・グループの基本的なビジョ

ンと大体方向は同じなので、その意味での調整の必要は余りないと思うんですが、問題は、

先ほどから多少出ていますけど、多様性にしても、活力にしても、競争にしてももっともら

しいんですが、余り新味に欠けるといいますか、パンチ力という意味では、多少陳腐性が強

くて、これが 21 世紀のビジョンだというと、当然そうだろうという、そういう反応があっ

て、どこが今回の我々のワーキング・グループでやったところの目玉なのかというのが、多

少迫力が乏しいなというのが素直な感想です。そこをどうするのか。要するに細かいところ

を詰めていけばいくほど、具体的に競争力を付けるなり、活力ある安定した社会を実現する

具体的な手段なり、あるいは活力ある安定化社会がイメージする具体的なものを個々のミク

ロのレベルでどう描いていくかということを書けば書くほどなかなか難しくなるので、中間

報告ぐらいがある意味でハッピーな状況なのかという気がしております。 

 １つは、先ほど伊藤さんからも出ましたが、年金のところで、これからの特に社会保障等

では制度をどういう具合に改革していくと、こういう活力ある、あるいは競争力と多様化し

た社会に適応するような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。こ

れは教育制度もそうだと思うんですけれども、単に、こういうのが望ましいというだけでは
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余り迫力がなくて、そのために今ある制度をどういう具合に変えていくのが望ましいのかと

いう、そういう具体的な制度改革にどこまで踏み込んで書くのか。 

 それともう一つは、特に経済財政の方で１つの大きな制約となっている財政面での量的な

制約についての具体的な、これは先ほど八代委員からの方からも制約が非常に厳しいという

話が出ましたけれども、ここの量的な制約を 2、30 年の中でどの程度厳しいものと考えて、

その枠の中でいろんなことを考えるのか、そのあたりは今後の 終報告に向けての課題だと

思いますし、そこはなかなか難しいところかなと思います。 

 

○香西会長 私も感想なんですけれども、それぞれのところを見させていただいて、さすがに

立派に書いてあるなというふうに思うところが多々あるので大変感心したのですけれども、

割に、しかも流れは大体共通しているのかなという感じがいたします。放っておいたら大変

なことになるという危機感もそれぞれ出ているし、それを直していくにはどうすればいいか

という方向性も出ているんですが、書いた方が若干、自認しておられるようにパンチ力とい

うところについて、何かもう一つないかというのは、我人ともにそういう感想を若干は持つ

というのは、今のところはやむを得ないという感じがするんですね。 

 １つは私が思うには、ややこれはごますりになるかもしれないけれども、小泉内閣でまと

めるということに 終的にはなると考えると、これまでやってきた構造改革というものと、

井堀先生も言われた年金とか、こういうところを変えていくんだというところの一種のつな

がりなんですね。そういった流れの中で、どういう社会が生まれようとしてやっているんだ

とか、そういう観点も少しは考えて、やはり改革をやってきて、ここまで来たけれど、その

先にこういうことをさらに続けやって、こういう状態にしたいというような、大きな流れ、

方向性を指示していくというのがいま一つのあり方ではないかなというような、そんな感じ

もしているところなんですね。やはりビジョンというか、改革プランというのはたくさんで

きていて、ややみんな食傷しているところもあるわけですけれども、こういうことでかなり

大きく変わるんじゃないかとか、そういったような、こういうことをやれば大きく変わるん

じゃないか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んじゃないかなと、

そんな印象を私は多少持っています。 

  それでは、その点はもう一度後でお願いしたいと思うんですけれども、若干中身のことに

ついて、少しテクニカルかもしれませんけれども、気がついたようなところがあったら、こ

の際さっとやっていただいて、 後にもう一度、今の問題にビッグピクチャーとして何を考

えるかという問題に加えていただくとして、テクニカルでも結構ですが、何か問題があった

ところ、これは個別に後でメモでも渡していただいても結構なんですけれども、いかがでし

ょうか。 

 

○吉田委員 割合４つとも重複したところがたくさんあるんですね。ややトーンが違うところ

は、流れは似たような同一ベクトルだと思うんですけれども、表現上ややトーンが違うとこ

ろがあると思うんですが、そういうのは調整する必要があるんでしょうか。 

 

○香西会長 チェックはしたいと思いますが、中間報告の段階では、それほどではないと思う
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んですけれども、ただ、タブっているからどっちに譲るというようなことも、ある程度事務

的に問題点があるところは整理していただきたいと思います。 

 私がちょっと気になっているのは、１つはＩＳバランスの話なんですけれども、国際の方

でも、大体人口が減って貯蓄が減って貿易収支は赤字になる、経常収支も赤字になるかもし

れない、そういう感じですね。それから、経済財政展望では海外資金は調達した方がいい、

こういう感じで？ 

 

○吉田委員 調達した方がいいというか、調達せざるを得ない状況になってくるわけだと思う

んです。そのときに為替レートを維持するような形で調達するというのは大事ですから、資

本収益率が高く維持されなければならんということを書いているわけです。 

 

○香西会長 例えば一人当たりの消費は維持されるというところで、メリットとして資本装備

率が上がると書いているわけですね。資本装備率が上がるというのは、通常の生産関数で言

えば資本収益率は下がる。限界生産力は下がる。新しい投資をするなら労働力のたくさんあ

るところへ資本を投資した方が希少価値がありますから利益が高くなるという論理があると

思うんですね。その点は。 

 

○吉田委員 ＴＦＰで頑張ると。フローの貯蓄が減るわけですから、フローの投資は減ってい

く。ストックは更新が中心になっていくというビジョンになると思うんですけど、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ということになると思いますし、

財政がどこまで出っ張っていくかという問題もあるかと思うんですけれども、そのときにＴ

ＦＰで頑張ってくれないと。 

 

○八代委員 今の点で、吉田さんはＴＦＰで頑張るということなんですが、より正確に言えば、

これは労働増加的な技術進歩のようなものですよね。つまり、一方で資本が余るわけですか

ら、それとバランスするためには労働が増えなきゃいけない。しかし、頭数の労働者は当然

減っていくわけですから、質をもっぱら上げることで、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。場合によっては、より多く質の高い労働力が増

えることで資本の収益率が上がってきて投資が増えてというような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

ではないでしょうか。それは教育の質向上や労働力の配分ですよね。今、非常に無駄に配分

されている労働力を、それこそ選択と集中で地域間でもあるいは産業間でもやらなきゃいけ

ない。そのためには労働市場の流動性とか、そういうものが鍵になるというようなストーリ

ーかなと思うんですけれども。 

 

○吉田委員 ちょっとその点に関してなんですけれども、労働の質は余り向上しないわけなん

ですね。といいますのは、高齢者とか、今まで限界的なところと考えていたところに労働参

加率を上げるようにしていこうという話ですから、必ずしも質が全体として上がるとは限ら

ない。ＴＦＰを上げるのは、ここに書いたのはＩＴとかベンチャーとか、やや通俗的ですけ
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れども、起業家精神とか、規制緩和とか、そういったところでＴＦＰを上げてもらえません

かと。アメリカの例というような感じなんですけどね。 

 

○香西会長 その点はいろいろ、ややＴＦＰに逃げ込んでいるという感じがどうしてもするん

で、どういうふうに考えたらいいかということだと思いますが、確かに財政赤字がどれぐら

いあるか、出るか、残すか、本当に黒字にしちゃうのかどうかですね。プラマリーサープラ

スに。 

 

○吉田委員 一応、コンセンサスとしてはプライマリー黒字にする。そこを目指すということ

で、結局、全体のビジョンとしてのトーンですが、将来世代に夢を持たせる。要するに負担

の先送りをしないと。したがって、黒字化ということになっているんですが。 

 

○香西会長 よろしいでしょうか。それではもう一つの問題だけ。さっき労働の移動というこ

とを言われて、多様性があって、非常に移動があってという社会のイメージと、ここに書い

てあるような一種の階層社会化というようなこととがどういう形で、一種の階層化している

議論と、もっと流動的で多様で移動が可能な社会になっていくということの間をどういうふ

うにつないでいけばいいかということが問題で、これは、例えば所得分布が不平等になって

も、それは市場なら市場で非常に流動的になれば、かえって均等になるだろうという考え方

も一方であると同時に、それと全く反対の議論もあるし、こういう階層化がもし仮に非常に

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ということがあり

得るわけだと思うんですが、その辺はどういうふうに考えていけばいいんでしょうか。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ですから、それ

なりの一種の均衡があると思うんですが、こういういわば先天的に、つまりニートで社会へ

出る前に階層化をしてしまっているということになった場合どうかという感じがちょっとし

ます。その辺のつながり方をどう考えていけばいいのかということが１つですね。 

 

○八代委員 ニートは玄田先生の専門なんで、後であれだと思うんですが、私は階層化するの

は、やはり市場が閉鎖的なため、結局クラウディング・アウトみたいな形でこういうことが

起こっているという解釈もあります。もっとも雇用の流動化というのは、別に人が走り回る

という意味じゃなくて、いつでも移動できると。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ようなイメージ。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。逆に言えば、これは人の潜在的な能力の問題だと思うんですが、貿易論の考え

方で言えば、十分賃金調整が働けば、フリーターといえども、ある意味で労働需要が出てく

るわけですから、あるいは一定の教育をすることによって、十分、潜在性の高い能力の労働

者に生まれ変わるわけで、それを防いでいるのが、例えば過度の雇用保障とか、年功賃金と

かという慣行によって、逆に言えば、そういう中途採用の機会を狭めている制度が原因にな

っているんじゃないか。非常に単純化すればそういうイメージ。それから、そういう職業訓

練的なものが新しいビジネスということで発展し、それにある程度もちろん政府は支援する

必要があると思うんですが、今、そういう人材ビジネスが発展できないような規制があるわ
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けでして、これはハローワークの改革とかそういうようなものにもつながってくると思うん

ですけれども、対等な就業を保障する雇用機会均等法の強化というのは、単に法律だけじゃ

なくて、そういう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

ようなイメージでございます。 

 

○玄田委員 私も八代先生と共通なんですが、階層の固定化の危機がひしひしと迫っていると。

それは所得だけではなくて、教育社会学の苅谷剛彦さんがおっしゃるように、インセンティ

ブ・ディバイド（意欲の格差）であるとか、将来に対する希望感の格差であるとか、それは

我々のワーキング・グループの山田さんが強調されていることですけれども、そういう何も

しないと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んだという認

識は私は正しいと思っています。それで、その階層化を克服していくべきであろうと。もち

ろん何をもって階層というかということの丁寧な説明は必要だと思うんですけれども、その

ためには、適切な競争によってチャンスを拡大していくということは必要なんですが、問題

は、今現状は何がその競争を阻害しているかというと、人為的な規制の部分と、そうではな

くて、昔から経済学の中でやる賃金の硬直性が何を生み出しているというのは、必ずしも労

働組合との規制だけじゃないといういろんな議論があるので、本当は何が競争を阻害してい

るかということは、もっともっと踏み込んだ議論が必要だろうと思っています。 

 それから、市場に任せるためにも、さっきのニートの話じゃないですが、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ふうな

危機感を持たないと、今のニートの議論のように、それは怠けた無気力な若者なんだという

ふうな社会認識になると、非常に階層化の悪しき面が強調されてくるし、今、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いませんけれども、やはりイ

ギリスの事例とかを考えると、ニート問題というのは階層問題と明確にリンクしていますし、

30 年後どうなっているかはわからない。そういう意味では、ニート問題は、多分イギリス

から学ぶとするならば、先ほどの経済財政のところにも出てくるんですけれども、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って、それを具体化

することが私は必要だと思っています。 

  さっきの小泉改革とのつながりということでいくと、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とか、強者の論理ではないかとか、自己責任

というの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って、個の自立が必要

だけれども、そのための前提としては、社会的な連携があって、そこからこぼれ落ちてしま

う人を社会参画させていくということも、これからしていかないといけない。そういう意味

では、比較的今回、もしかして出ているかもしれませんけれども、セーフティネットという

言葉が余り表に出てこないのが非常に印象的で、セーフティネットという言葉に逃げること

なく、具体化、しかもそれが個々の状況において、何が本当にセーフティネットかというふ

うな議論につなげていくと、階層化と移動の自由、それをつなぐのはある種の社会的な連携

だというふうなことになると、私自身はうまくつながるような印象があると思いました。 

 

○香西会長 大変いろいろ、私に教えていただいたことだと思いますが、実は後で御紹介があ
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るかもしれないけれども、インターネット調査なんかを見ると、日本人ってものすごい自閉

的な、うちこもり、内部観察的だといって、なかなかグローバリゼーションに乗ってくれな

いというような印象がかなりあるように思うんです。その辺もぜひ、結果的にうまくいけば

何ということはない、つまり、市場が、経済がうまく発展して、そういう問題が克服されて

いけば問題はないんですけれども、悪い方に循環し出すと、社会的・経済的にますます内面

志向になっちゃう、そういう危険をちょっと感じますね。どうもありがとうございました。 

 

○伊藤（隆）委員 グローバルの方から言わせてもらうと、やはり、企業というのは逃げちゃ

いますから国際競争にさらされているわけですよね。だから、企業が日本で雇用を維持して

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。年金は、少子高齢化と女性労働のところにも関連してくるんです

けれども、やはり、今の人たちの 大の不安、若い人たちの 大の不安というのは、払った

ものが返ってこないんじゃないか。だから、払わない方が得だというところがかなりあって、

制度設計をした人たちが世代間の助け合いだと、払える人が払って、老齢あるいは介護で必

要とする人に配るんだというところとものすごいギャップがあると思うんです。既婚者で女

性が 100 万円以上働きたくないというところでもすごいブレーキがかかっている。これは

年金の問題もそうだし、税制の問題もそうなわけで、税制の方は大分緩和されましたけれど

も、年金を払わなきゃいけなくなったらば、そこの分というのは丸損だという仕組みという

のは、やはりどう考えてもおかしいですよね。そこが直らない限りは女性は出てこないとい

うふうに私は思うんですけれども、その辺の抜本的な改革というのは、あと、若い人の国保

にしたって、どう考えても払わない方が得だと彼らは考えているわけで、そこを無理に徴収

員を回して集めようとするということがどれだけ意味があるのか。 

 

○吉田委員 一応、報告では個人の選択に対して、できる限り社会は中立的であるべきという

ことで、おっしゃったようなことのインプライはしているんですけれども、重要な点だと思

いますので、また考えておきます。 

 

○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」なんですけれど

も、具体的にこれはどういうことを指しているんですか。 

 

○吉田委員 江戸期に連歌が流行ったり、日本舞踊が流行ったり、大体みんな芸事をやってい

たわけですよね。昔は。今はそういうのが相対的に非常に少なくなってきたわけですね。そ

ういう人とのつながりの中では芸事をやるのもいいし、俳句も読むのもいいし、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なんですけどね。 

 

○伊藤（隆）委員 若干心配なのは、文化を強調すると、結局、箱ものを助長するというか、

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、そういうことじゃないんだというのをどこかに

書いていただいた方がよろしいかと思うんです。 
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○吉田委員 これは、むしろ地域の問題で生じてきた話ですよね。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んですよね。 

 

○八代委員 今の点で関連して、私も江戸期を強調することにはリスクもあると思います。江

戸期は確かにマクロ経済としてはゼロ成長で、しかし活力のある社会だったけれども、それ

は鎖国だったからそうだったわけであって、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。多様性とかなんとかというのは、新しくないという御意見なんですが、こ

のメンバーでは確かにそうかもしれないけれども、やはり、世の中ではまだまだ多様性に対

する抵抗は、いいものが１つあれば、それでいいんじゃないかと、義務教育なんかはまさに

そういう考え方ですし、そこはやはりもっと強調するというのは、日本全体で見ればまだま

だ新しいというか、重要なことなんじゃないでしょうかということです。 

 それから、ついでに言えば、やはり財政改革だって、今のままで合理化というか、節約を

する、あるいは若干消費税を上げるということでは到底追いつかないほどのギャップがある

わけで、それは制度自体を抜本的に変える必要がある。つまり医療保険でもそうですけど、

医療というのは基本的に国が全部面倒を見るというのが今の政策で、これは不可能なことな

んで、だから、混合診療の問題が出てきているわけですし、年金だって公的年金だけで老後

の生活費をほとんどカバーするというのが今の年金政策で、これも不可能なことを言ってい

るわけで、やはり国のやるべきことに限界があると、これは諮問会議でいつも言っておられ

ることですけど、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インプリケ

ーションも書かないと、なかなか、当たり前のようで、世の中では当たり前でないこととい

うのは山ほどあるんじゃないかというように思いますけれども。 

 

○田中委員  安全保障とか外交とかというのについて、これは竹中大臣がこの間おっしゃった

んですが、一般論で言うと、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よね。 

 

○香西会長 とりあえず書いていただいて、ということではないかと思います。 

 あと、例えば財政について、いつまでにやるというタイミングみたいなことですね、どう

いうスケジュールで考えていくのかとか、さっきの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、や

はり人口が膨らんだり、へっこんだりしているのに全部かぶせちゃうというのは難しいんじ

ゃないかという気がするんですね。そういったようなことも少し御議論いただければと、い

ただければというか、将来的にですね。 

 

○吉田委員 そういう議論で、一応、世代間または世代内でいかにバランスをとるかと、バラ

ンスなんですよね。バランスというのは、バランスとしか言いようがないところなんで。 

 

○香西会長 財政政策も、景気を見ながら適当にというようなタイミングを見てということし

か言えないんだけれども、やはりこれも不良債権と同じで、遅らせれば遅らせるほど後がひ
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どいわけですよね。そういった点をどう考えていくかということですね。 

 

○吉田委員 マクロなところでは押さえているつもりなんですね。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なければならないとして、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ということ、そういう声もあ

るわけですし、私は総括的な仕事は１～３月の３月末にやればいいのかと実は思っていたの

で、余り具体的に考えてはいないのですが、既に幾つか御議論をいただきましたけれども、

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ということについて

何かさらにありましたら。 

 

○玄田委員 すみません、２回目の会合に出ていなかったから議論になっているかもしれませ

んけど、ビッグピクチャーの定義はなんですか。 

 

○香西会長 日本経済の大きな方向でこういう社会になるだろうとか、こういうふうにすれば

いいだろうとか、そういう大きな地図が描ければいいということ、あるいはステップですね、

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。そんな感じではないでしょうか、ピクチャーですから。 

 

○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

に難しいかと思うんですけれども、そういう具体像がないと、例えば、私なんか規制改革を

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わけですけれども、市場

経済というのは別にアメリカだけではないわけで、例えば私が前から言っているのは、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わけ

でして、もう一つは、例えばスウェーデンというのが理想という人が多いですが、スウェー

デンというのは 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という、例

えば、そういう議論も１つあっていいと思うんですが、そういうようなことと、具体的なイ

メージがコラムでもいいんですけれども、あったらビッグピクチャーとしてはわかりやすい

んじゃないかと思います。 

 

○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  一番 初にそういうふうに言って、幾つか今までのキーワードで国際関係の中で

言うと、ここ何年か出てきているのは、「普通の国」とか、「小さくてもキラリと光る国」

とか、あと「ミドルパワー」とか、「グローバル・シビリアンパワー」とか、こういうのが

この 10 年間よく使われた言葉ですね。お話を伺っていて私が思ったのは、これはどうなの
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かよくわからないんですけれども、日本というのを国と考えないで世界で考えると、日本は

私はやっぱり農村じゃなくて都市じゃないかなという感じがするんです。だから、21 世紀

の日本というのはグローバル・メガロポリスというか、メトロポリスというか、そういうイ

メージじゃないかなという気がするんですけれども。 

 

○八代委員 都市国家って確かに効率的なんですが、シンガポールのような国を目指すのかと

いうとどうでしょうか。 

 

○田中委員  全体として見ると、日本は１億ぐらいだと、現在のグローバルな世界で言うと、

日本全体として都市だというイメージ、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ような気がするんです。カナダと言っちゃうとね、あんなに真ん中にス

ペースがあって日本と全然違うんじゃないのとか、アメリカみたいになりたいのかと言われ

て、だってアメリカはあんな農業いっぱいやっているんだし、違うとなると、日本の特性と

いうのは、世界的に見ると、これはシティということじゃないかという感じもするんですけ

どね。 

 

○香西会長 ほかに何か、今日すぐ結論が出るわけではないんですが、やはりビッグピクチャ

ーをという要求もありますので、それにだんだん議論を少しずつ、各ワーキング・グループ

でもお願いしたいと思いますし、また、個別にいろいろ御相談させていただきたいというふ

うに考えていますので、とりあえず、そういうことでお願いしていいでしょうか。 

 

○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んですか。つまり地域みたいなこ

とを突き詰めていくと、日本が大き過ぎるので、非常にこの大きな国を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で、日本は極端な話、連邦国家にして、３

つぐらいに国を分断しちゃうと。 

 

○八代委員 そこまで極端じゃなくても私がカナダと言ったのは、まさにそういう連邦国家で

あって、別にカナダの特性というのは、面積が広いからとか、農業とか、資源があるからな

んていうのではなくて、別にそれがなくたって、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、日本自体がもう小さい。だから、日本を分断

していったらもっと小さくなってごみになってしまう。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、みんなでその地域全体が、

地域というのは、この場合、日本の中の地域じゃなくて、日本を含めたリージョンの東アジ

アという意味ですけれども、そこで日本がいかにうまく立ち回るというと言葉が悪いから、

言葉を選ばなければいけないんですけれども、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、そういうイメージなんですよね。日

本の中を分断されちゃうと、困っちゃうんですよ、我々は。 
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○八代委員 分断と言っても、政治的には団結しつつ、かなりの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と思いますが、例えば福岡から見れば、上海と東京は同じ距離

なんですからね。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

いうことと決して矛盾しないと思います。 

 

○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ことであって、開か

れたアジアの中で日本があると。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つのやり方だと思うんです。昔はよく東西文明の媒介者であるなんて威張っ

ていた時代もあったわけですけど。 

 

○伊藤（隆）委員 ブロック化する危険というのはＥＵだと思うんです、一番。自給自足とい

うか。非常に多様な 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んだけれど

も、一応、取引とかそういうものは中で完結できないことはない。だから、ＥＵがブロック

化するというのは十分あり得て、関税同盟ですから、彼らの共通関税をもって、中ではもの

すごく行き来が自由なわけですから、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、あんまり考えにくいんですよね。そこはかなり先です、ブロック化するかどうかなん

ていうのは。まず、まとまれるかどうかという方が非常に大きな問題だと思いますけどね。 

 

○香西会長 むしろ今までアジアは、非常にＷＴＯも尊重し、自分たちのＡＳＥＡＮもまとめ

ていく、その方向が残るというか、発展していくことが必要です。 

 

○伊藤（隆）委員 不利益を被っているわけですよ、ＮＡＦＴＡとかＥＵから。彼らに対して

レバレッジを持つためにも、やはりある程度中で規模の経済を生かしたものをつくらなけれ

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わけですね。 

 

○玄田委員 先ほど伊藤先生がおっしゃった日本がまだまだ小さ過ぎるというのは、そうかな

と思うんですけど、我々生活・地域ワーキング・グループからすると、それを強調され過ぎ

ると、地域の主体性を生かすということの反論意見として、もっと分割するのか、もっと大

きなふうにしていかなければいけないのに、一体だというふうな論理に使われるとちょっと

苦しいんですよ。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

るわけではなくて、真の多様性というのは、先ほどのあれじゃないですけれども、共通の理

念とか、共通のルールというのがちゃんとあって、それが合意されないと多様性というのは

できないから、むしろ、こういうことで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ということが、

多分、地域の主体性とか、多様性とか、連邦という言葉がいいかどうかわからないけど、こ

れからの方向性というふうな議論をしていってほしい。 

 

○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ですけれども、
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スイスもたしか連邦国家ですよね、小さいですけど。ですから、大きさの問題というよりも

地方、いわゆる例えば江戸期はたくさん藩があったわけですが、連邦国家だとは言わないわ

けですね。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いいと

思うんですけれども。 

 

○香西会長 今後のスケジュールですけれども、中間報告とりまとめ審議をしていただくとい

うことで、経済財政諮問会議に関する中間報告ということが一応予定されているわけであり

ます。また、１月７、８日に専門調査会とワーキング・グループ合同で合宿をするというこ

とを予定しております。その後さらにワーキング・グループにおいて引き続き御議論もいた

だきまして、２月上中旬及び３月に専門調査会を開催するということになります。とりまと

めについては、いろんな可能性がまだ残っておりまして、かなり流動的な要素も残っていま

すが、大きな流れとしては、そういう形で進めさせていただきたいということであります。

少し時間を食い込みましたけれども、お配りしている参考資料について浜野統括官の方から

お願いしていいでしょうか。 

 

○浜野統括官 もう時間がございませんで、一言だけ御紹介だけさせていただきますけれども、

参考資料で１、２、３と配らせていただいておりまして、参考１は 11 月 15 日にブレーンス

トーミングをいたしましたので、その関係の資料でございます。それから参考２はさっき会

長からも御紹介がございましたインターネット調査でございます。それから参考３はホーム

ページに寄せられている御意見でございまして、それぞれいろいろ興味深いところもあると

思いますので、各ワーキング・グループの先生方にも見ていただこうと思っておりますけれ

ども、今後の御参考にしていただければと思います。 

 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。大体時間に近づいておりますが、全体を通じて

何か御意見ございませんでしょうか。 

 それでは、本日はこれにて散会ということで、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というふうに思っております。 

  本日の審議の内容については、事務局の方で記者会見を行っていただくということになっ

ております。御多忙のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。御苦

労さまでございました。 

 

（ 以 上 ）  


