
「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 17 年４ 月 11 日（ 月） 17:00～18:00 

２．場 所：内閣府本府４階共用第４特別会議室 

３．出席者

竹中 平蔵 内閣府特命担当大臣（ 経済財政政策） 


会長 香西 泰 内閣府経済社会総合研究所長 


専門委員 伊藤 元重 東京大学大学院経済学研究科教授 


同 翁 百合 （ 株）日本総合研究所調査部主任研究員 


同 玄田 有史 東京大学社会科学研究所助教授 


同 田中 明彦 東京大学東洋文化研究所所長 


同 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 

専門調査会報告書(案)について

３．閉会 

（ 配布資料） 

資料１ 専門調査会報告書(案) 

資料２ 専門調査会報告書ポイント(案) 

資料３ 専門調査会報告書概要( 案)  

資料４ 「日本２１ 世紀ビジョン」（ 案）における指標・経済の姿

参考資料１－１ 経済財政展望ワーキング･グループ報告書 

参考資料１－２ 経済財政展望ワーキング･グループ報告書ポイント 

参考資料２－１ 競争力ワーキング･ グループ報告書 

参考資料２－２ 競争力ワーキング･ グループ報告書ポイント 

参考資料３－１ 生活･地域ワーキング･グループ報告書

参考資料３－２ 生活･地域ワーキング･グループ報告書ポイント

参考資料４－１ グローバル化ワーキング･グループ報告書 

参考資料４－２ グローバル化ワーキング･グループ報告書ポイント 
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（概要） 

（ 香西会長） 本日は、専門調査会報告書案のとりまとめに向けた議論を行いたい。

（西川参事官） 資料１は「専門調査会報告書（案） 」、資料２は、全体の中でわ

かりやすい言葉を抜き出ししたＡ３の横長の紙、わかりやすく説明するために作

成した。資料３は概要で、これはむしろニュートラルにわかりやすい解説をした

資料としてつくった。資料４は「『日本 21  世紀ビジョン』（案）における指標

・経済の姿」で、生活・地域ワーキング･グループ（以下ＷＧ） 等において将来

像の様々な指標を作成し、あるいは経済財政展望ＷＧで、マクロの様々な展望を

行い、わかりやすく外に御説明するときに一覧にして整理したもので作成した。

そ の 他 に 、各Ｗ  Ｇ  の報告書本体とそれらのポイントを参考に配布した。

資料１ の調査会報告書（案） は各専門委員と個別に御相談させていただき、基

本的には各ＷＧで御議論いただいたものを体系的に集約しつつ、なるだけ逸脱し

ないようにまとめている。特に議論のあったものについては、できるだけわかり

やすく整理した。 

目指すべき将来像、ビッグピクチャーと、そのために何をしたらいいのかとい

うアクションを書き分けている。 

具体的な中身は「開かれた文化創造国家」というところで、競争力ＷＧとグロ

ーバル化ＷＧの議論の成果を活かし、国の競争力、存在感と国のパワーは一緒で

あるということが、今回の１ つの特徴。２つ目の「『時持ち』が楽しむ『健康寿

命 80  歳』」は、競争力ＷＧ における働き方の議論や、生活・地域ＷＧにおける

暮らしの議論を基にまとめた。３ つ目は「豊かな公・小さな官」は、経済財政展

望ＷＧにおける財政の在り方、あるいは競争力ＷＧにおける効率的な政府の在り

方、それから生活・地域Ｗ Ｇにおける地域の在り方の議論をもとに整理した。 

具体的行動についても、今、申し上げたような各Ｗ Ｇの議論を記載しているが、

余り縦割りにせず、同じコンセプトにできるよう、入り繰りしている。 

最後に、そうした３つの大きなビッグピクチャーを支える「機会に満ち、躍動

する経済」とはどういうものかとして、主に経済財政展望ＷＧで御議論いただい

た経済の姿を、こうしたビッグピクチャーを支える基盤の姿として整理した。 

「むすび」で、構造改革の後ということで、改革、改革とあえて言わなくても、

自律的に構造が進化する形になっていくことが展望できるということで、「構造

進化」という言葉で結んでいる。 

（ 香西会長） この報告書は、近く経済財政諮問会議に報告をさせていただきたい。

従って、今日の議論の１つは、各ＷＧでとりまとめて頂いた観点から、どこに主
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として力を置き、強調しながら報告することが良いのか、まず御意見を伺いたい。

また、これまでの御議論の間でいただいた御意見については報告書の中にでき

る限り反映したつもりでいるが、更に御発言等があればこの機会に承りたい。 

最初に、どのような観点でこの報告書をプレゼンテーションすることが一番良

いのかということについて、御意見等があればお伺いしたい 

（玄田委員） 内容については特段の意見はないが、今後、報告書が広く活用され

ることを期待している。省庁の審議会に出席する機会があるが、他の省庁での議

論や報告書がよく分からない。結局は同じことを議論していることも少なくはな

い。省庁の報告書などについて、曖昧な形（わずかなキーワードでも）での検索

が出来るシステムを整備して、2030 年のビジョンとして語られていたということ

を、もっといろんなところですぐ手に取りやすいようにしていただきたい。 

（八代委員） 報告書自体、非常に長い間の議論の結果で、よくまとまったものに

なっていると思うが、報告書をどのようにプレゼンするかが重要であり、1 枚で

作成された専門調査会報告書ポイントが大きな意味を持つ。その際に、この内容

について誰が反対するのかということを考える必要がある。まったく反対意見が

ないような報告書は、インパクトもないのではないか。例えば、「地域主権の実

現」に対しては国主導でやるべきだという意見が当然あり、「豊かな公、小さな

官」に対しては官主導でないとまずいのではないかという反対意見が出ることが

予想される。しかし「壁のない国」、「魅力と存在感のある国」、「世界の中の

かけ橋国家」には誰か反対するだろうか。何か意見が対立して、そのうちこちら

の方向を進めんだというようなニュアンスが弱いという印象を受ける。また、

「列島開放が生む活力」や「生産性と所得の好循環」も反対する人はいない。 

こういう構造改革を進め、どんな社会にするのかといったときに、ある程度の

人が反対するにもかかわらず、こういう方向に行かなければいけないというリー

ダーシップを発揮するようなイメージというのが欲しい

そこで「市場競争」をポイント紙においてもう少し強調して欲しい。「信頼さ

れる市場社会」の確立ということを通じて、初めて生産性と所得の好循環が生ま

れる。どうやったら生産性と所得の好循環を生み出すのか、それを官主導でやる

のか、市場主導でやるのかというところが、真の対立点である。意見の対立軸が

明確でないと、この報告書を打ち出すときのインパクトとして弱いのではないか。

（伊藤（元） 委員） インパクトを与えるためには、非常に印象的なメッセージが

必要。例えば、「普通の国」、「一村一品」という言葉は、それ自身は非常にあ

いまいな概念だが、ものの方向を考えるときに、１つの指標になる。なかなか難
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しいが印象に残るようなメッセージあるといい。 


ここから先どういう形で報告書を世の中に向けて発信していくかということ 


が問われる。中身については、私は大変よくできているのではないか思う。 


（ 田中委員） この１枚紙を見ると、３ つに分割されて非常にわかりやすくなった。

ただ、このプレゼントをするときに、全体として報告書を読めば書いてあります

が、グローバルな中で日本が生きていく戦略なんだということを強く打ち出して

いただきたい。 

ですから、「壁のない国」「魅力と存在感のある国」「世界の中のかけ橋国家」

という点をできるだけ強調していただきたい。

それから、八代先生と意見の対立のあるところかもしれないが、地球的課題に

主導的役割を日本が果たすと言っているのは、大変結構だが、本文を読まないと

どうやって地球的課題に主導的役割を果たそうと言っているのかがよくわから

ない。伊藤主査と私で非常に強行に主張させていただいて、Ｏ Ｄ Ａ については効

率化を進めつつ、戦略的拡充を図るという文章にしていただいた。伊藤主査と私

からすれば、まさに日本の方針としてＯＤＡ を戦略的に拡充するということを言

わなければ、地球的課題に主導的役割を果たすというのを、2005  年の時点で言っ

たことにならぬのではないかと思う。 財政事情は厳しいけれども、ＯＤＡにつ

いては戦略的拡充を図ると言うことが、21  世紀ビジョンの日本の経済の運営の在

り方の中で、めり張りを付けてやっていくんだというメッセージになるんではな

いかと思う。 

（吉田委員） マクロ経済の姿は、基本的に１％ 台半ばという辺りになっている

ので、ずっと低成長という姿になるが、１人当たりで見れば２％程度の成長で悲

観するものではない。その前提として財政運用に関して、負担を先送りしない。

プライマリー・バランスをサープラスにしていく必要があり、財政が爆発してい

くような経済運営はできないということが大前提である。 

その意味で八代さんがおっしゃったような対立軸としては、どこまで小さな政

府を実現するか、ある程度、特に消費税増税を負担していかなければいけないわ

けで、特に 2012 年まで改革集中期間中、どのように運営していくかというのは、

厳しい選択だと思う。 

歳出削減だけで実行するのは非常に厳しいわけで、その意味で、今の田中さん

の対立軸になると思う。例えば、厚生労働省の試算では、医療の伸びを名目成長

率並みにするということになると、自己負担の３倍にしなければいけないという

のが新聞に出ていたが、それから年金は既にマクロ経済スライドに入って圧縮す

ることになっている。こうした状況の中でＯＤ Ａ拡大という議論をすること自身、
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現実的かどうかというのは対立軸になってくる。 

（ 香西会長） 大変有益な御意見をたくさん伺い、どうもありがとうございました。

私の印象では、１ つは八代さんの言われた対立点というのは、実際はかなりあ

って、「壁のない国」なんて言ったらとんでもない話だという、そこからまず議

論があり得る。 

例えば、この報告書としては、グローバリゼーションの中で生きていく、それ

を活用していくということは、報告書の大きな柱だと思う。 

イミグレーションの問題についても本当はあって、国際の方の報告書では、か

なりはっきり条件を付けて、入れるものは入れろというふうに書いてあるわけだ

が、そういうところまで行けば、この一番上のところも非常に対立的な軸になり

得るのではないか。

  それから、今の ODA  の戦略的拡充というのは、拡充と言いながら戦略的なので、

当然効率化なり重点化なり選択はある。 

（ 八代委員） 田中さんが言われた点は非常に大事で、具体的な戦略を示さないと、

どうしたら目標とすべき社会になるのかがよく分からない。それから、吉田さん

が言われた点で、財政再建が大事で小さな政府にしなければいけないというのは、

私も 100％ 賛成だが、それは今の制度のままで、単に財政を小さくすることでは

ない。様々な制度改革を通じて初めて財政再建と効率的な政府が実現出来る。そ

の改革とは信頼される質の高い市場社会をつくることだ。小さな政府の中でやる

べきことがやれるようになるんだというメッセージが、ここからは読み取れない

と思われる。例えば、医療についても、長期的に医療費が増えるのは当然であり、

むしろ政府が全ての医療の供給に責任を持つという現行制度が問題である。医療

費の増加は、すなわち自己負担の増加と言うべきではない。医療の自己負担は、

今の公的保険の枠内で強制的に払われる額であり、単にそれを増やすのではなく、

混合診療という仕組みで選択的に使える医療支出の拡大と小さな政府が両立で

きる。そこを何とかするために質の高い市場社会ということを強調して頂きたい。

また、「生産性と所得の好循環」は改革の目標というよりも結果である。たとえ

ば、構造改革を進めた後どんな社会にするのかと問われたときに、それは「生産

性と所得の好循環」の社会ですという答え方と、信頼される市場主体の社会だと

いう、どちらの答え方がより印象的かというだけのこと。 

（香西会長） このビジョンのポイントでは、「回避すべき将来像」について書か

れている。どの様な方法を取ればここに至るのかという点については、本文では

この後にアクションプログラムが並んでいる。将来像だけ書くと、いいことばか
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り書いてあって、非常に厳しさがないかという感じになることはやむを得ないが、

そこは回避されるべき将来像を規定することで、厳しさを出したいという意図で

設計してある。生産性と所得は、本来国民経済計算の三面等価で等しくなるのだ

が、ある程度日本がこれまで達成してきた高い所得があって、そして人々の生活

が豊かになることが生産性の原因になる。貧乏だから生産性が上がるという段階

から、これまでの蓄積を活かして生産性が上昇するという段階に移行してきたと

いう趣旨も含まれているのではないかと理解している。

（ 田中委員） 地球的規模の課題の解決による主導的な役割を果たすための具体的

行動を考えるに当たって、「世界の開発外交、環境外交において積極的な役割を

果たす」という考えを強調して頂きたい。 

（吉田委員） 小さな公の場合も、尋常ではない圧縮をしなければならない。 

（吉田委員） 経済財政展望のワーキンググループ報告書の 45  ページのモデルで

も、財政を現在の制度を前提にしてやるＧＤＰ 比というのが一番上にあって、歳

出削減だけでやるというのが一番下で、ある程度維持するというのが真ん中にな

っている。この差というのは、尋常な値ではない。こんなに違うのだから、歳出

削減をすれば、財政運営ができるというのは勿論であるし、小さな政府も勿論い

いのだが、相当覚悟を持って小さな政府に取り組んでもらいたい。 

 (香西会長） 財政のウェートという点で大きく違うということはあるが、普通は、

歳出維持、国民負担というのは均衡財政であるから、均衡財政乗数は１ なので、

かなり違うはずである。これはかなり長期モデルで、むしろ生産側からしている。

（吉田委員） サプライサイドでも全部バインドされている。 

（香西会長） そこへずっと接近するようになっていて、むしろ余り差が出ていな

いのか。 

（吉田委員） ほとんど生産要素のバインドという事になる。 

（香西会長） ＴＦ Ｐとか、そういうところで成長が決まっており、成長率は２ ％ 

強から２ ％程度になる。 

（ 吉田委員） 真ん中のところの方が高くなるのは、需要調整効果があるというこ
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とか。最終的にはサプライサイドでバインドされているから、逆に増税のケース

でも歳出削減のケースでも余り差がない。 

（香西会長） しかし、これはどちらで行くかというか、それは現実問題でもある

し、やはり単に成長率だけではない要因もいろいろある。 

（吉田委員） むしろ税金で払うか、税金以外の方法で払うかということである。

全く払わないというのはない。 

（香西会長） ワーキンググループとしては、放置ケースはむしろ反面教師として

書いてあると思うのだが、受け取り方としてはどっちがいいということを考える

と、どういう言い方になるのか。 

（吉田委員） ワーキンググループとしては、小さな政府というのも、今の状況か

ら見ると、とんでもない姿になっていることを認識して、全体のトーンとしては

小さな政府であるから歳出削減ケースが優先されるのだろうが、これはなかなか

厳しいので、むしろ財政負担増をしてもある程度維持する必要はあるのではない

かというトーンである。 

（香西会長） そちらのトーンが、むしろ主流だというふうに考えているのか。 

（吉田委員） 議論のトーンとしてはそうだ。

（香西会長） 国民負担増という場合、50％ というのを一応考えていて、これが上

限なのか。

（吉田委員） 結局、最後のところで 50  ％になるように増税しているということに

なる。 

（ 香西会長） これも負担増といっても、小さな政府の枠内でぎりぎりいってここ

までと、そういう考え方でいいのか。

（吉田委員） 現実の問題として、人口の３分の１が高齢者であるから、50％ に位

置するということはかなり厳しい。 

（翁委員） 今回の「岐路にある現在の日本」ということで、岐路にあっても構造
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改革を怠った場合に、非常に悲観的なシナリオだということを強調して頂きたい。

あと、競争力ワーキングで、人的資源の重要性ということがかなり論点になっ

たので、教育や人間力を高めていくという施策の重要性について、強調して頂き

たい。 

（吉田委員） 負担をしていく上で、こちらのワーキンググループの 43  ページの

シミュレーションのところで「５＋α％」と書いてある点も、つまりα０のケー

スが、改革と展望の 2012 年までの期間すべて歳出カットである。α がどれぐら

いまで許容されるかということで、これを全部歳出カットというのは大変な話で

ある。先程の図の通り、Ｇ ＤＰ 比が高齢化が進むのに下がるということになるわ

けなので大変なことで、財政再建というか、プライマリーバランスを取るのに、

Ｇ Ｄ Ｐ比が４ ％ぐらいなので半分を増税で賄うとすると、それが５％ ぐらいにな

る。 

よって、５ プラス５プラス５で 15％ のケースというのは、むしろ最もありそう

なケースでもある。４％を丸々歳出カットでやるというのは、現実的ではない。

（香西会長） 選択の基準をどう考えるか。現実的でないというか、つまり今の政

治情勢でいったら反対があるだろうとか、そういうことは非常によくわかること

である。 

（ 吉田委員） やはり改革と展望の期間を全く歳入増によらないというのは、相当

厳しい個人負担、個人の選択に委ねられるということになる。 

     （ 竹中大臣入室） 

（ 竹中大臣） 皆さんには、これまで大変貴重な時間を精力的に費やしていただき、

皆様方の熱意に本当に感謝を申し上げる。今後、できるだけ広く有効に国際的に

もディセミネートできるように、しっかりと対応していきたい。

いろいろ最終調整の中では御不満な点もそれぞれあるかもしれないが、できる

だけ先生方の御意見を反映して、まさに国民に広くビジョンを共有していただけ

るように、我々も努力する。またディセミネーションのプロセスが大変重要であ

り、最終的によいものに仕上げていきたい。 

（香西会長） それでは、本日皆様からいただきました御意見について、あるいは

その盛り込み方とか、報告書の体裁等に関しましては、会長に一任していただく

ということにさせていただきたいと思うがどうか。 
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（ 玄田委員） 最終的には小学５ 年生があのときのビジョンは何だったのかと、1,  

200 字で書いた作文を読んで、その感想を書けるぐらいのものにしていただきた

い。そして、すばらしい英語にしていただきたい。この内容はこういうことなの

だと書いていただかないと、一番最初に大臣がおっしゃった国民の素朴な疑問に

答えられない。 

（八代委員） 言葉にはこだわらないが、負担を先送りせず、またデフレを引き起

こさず歳出削減するためには、まさに個人負担を個人消費に変えることである。

また、公的投資を民間投資に変えることで、はじめてデフレなき財政再建は可能

である。それは画一的に強制された負担ではなく、選択できる消費に置き換える

からである。それが制度改革を通じた財政再建であり、現行制度のままで、ただ、

少しずつ節約していく財政再建ではないのだというところを、何とかうまく文章

にできればいいのではないか。 

（ 香西会長） 選択を強制されたという非難が出てくる可能性もある。そこの気持

ちは非常によくわかるから、考えさせてほしい。それでは、残された時間での調

整を最後までやるが、一応御一任いただいたということにさせていただく。 

報告書については、経済財政諮問会議に報告するということで、特に閣議了解

や経済財政諮問会議の了解を得るという形ではない形のまとめ方にしたい。 

（浜野統括官） 今後の取扱いについては、会長から近日中に経済財政諮問会議に

報告していただき、終了後に専門調査会の報告書とワーキンググループの報告書

を対外的に公表するということにさせていただきたい。

報告書を公表した後、各種広報を進めたいと思っている。その際には御協力を

賜りたい。

（ 香西会長） 私からも今の広報の話の続きのようなことだが、１ つの計画として、

世界のいろんなシンクタンクの人を集めて、2030  年の世界と日本というような形

のフォーラムを開く予定にしており、皆様にも御都合がつけば、是非御参加いた

だきたい。

それでは、本日はこれにて散会とする。皆様には昨年９月以来、精力的に御審

議いただき、本当に私からもありがたく御礼を申し上げたい。 

以 上
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