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（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 

 

（配付資料） 

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 

「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 

  議 事 録 （平成 17 年第４回） 
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「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 17 年第４回 議事録 

（本文） 

（香西会長） 今日は、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

一応、定刻になりましたので、ただいまから「『日本 21 世紀ビジョン』に関する専門調査

会」を開催いたしたいと思います。あと、一、二遅れてこられる方もいらっしゃる予定です。 

   お忙しい中を御出席いただいて、本当にありがとうございます。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と思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

   それから、大臣、御承知のようなことで、大変御多忙なのですけれども、お時間の都合が

付けばこの場に駆け付けてくださることになっておりますので、もしお見えになりましたら

またその際に大臣のお話も聞きたいと思っております。 

   それでは、議事に入らせていただきます。これまでいろいろ御相談してまいりました専門

調査会報告書案のとりまとめについての議論を行いたいと思います。最初に、事務局から現

在までとりまとめられている報告書の案について、御説明をお願いします。西川参事官、お

願いいたします。 

 

（西川参事官） まず、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

  最初の資料１は「専門調査会報告書（案）」でございます。 

   資料２というものがございますが、これは全体の中でわかりやすい言葉を抜き出ししたＡ

３の横長の紙でございますが、これは１つの解釈という形でわかりやすく説明するときに用

いてはどうかということで、事務局で作成したものでございます。 

   資料３、概要でございますが、これはむしろニュートラルにわかりやすい解説をするとこ

ういうものかということでつくったのが６枚紙になっている概要でございます。 

   資料４というのが「『日本 21 世紀ビジョン』（案）における経済の姿・指標」でござい

ますが、生活・地域ワーキンググループにおいて将来像のいろんな指標、あるいは経済財政

展望のワーキンググループで、マクロのいろんな展望をしていただきましたが、そういうも

のをわかりやすく御説明するときに、一覧にして整理するとこういうことかなというふうに

整理したものでございます。こちらは、クレジットが調査会になっておりますけれども、こ

れも事務局で説明のためにつくったものということでございます。 

   あと、お手元に各ワーキンググループの報告書本体とポイントを参考に配布させていただ

いております。 

   資料１の調査会報告書（案）の本文に戻りますが、基本的には各ワーキングで御議論して

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ました。それから、

特に議論があったものについては加えているということで、できるだけわかりやすく整理す

るようにしてございます。 

   それから、途中でお見せしていたものから見ますと、全体の構成で一番大きく変えました

のは、将来像とそのための行動が一緒になっていたのを、ちゃんと目指すべき将来像、ビッ

グピクチャーをはっきり、大きく書いて、そのためにどういうふうに何をしたらいいかとい

うアクションは別に書くというふうに、14 ページまでと 14 ページ以降のところで分けたと

いうのが、全体の構成としては大きくなっております。 
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   具体的な中身のところは「開かれた文化創造国家」というところが、競争力ワーキングと

グローバル化のワーキングの御議論の成果を活かしていただいて、そういう国の競争力、存

在感と国のパワーというのは一緒なんだというのが、今回の１つの特徴かと思います。２つ

目の個人のライフスタイルに関する「『時持ち』が楽しむ『健康寿命 80 歳』」というとこ

ろは、競争力における働き方の御議論や、生活・地域における暮らしの御議論を基にまとめ

ております。 

   ３つ目のところは「豊かな公・小さな官」につきまして、経済財政展望における財政の在

り方、あるいは競争力における効率的な政府の在り方、それから生活・地域における地域の

在り方の議論を混成させて整理させていただいております。 

   具体的行動についても、今、申し上げたような各ワーキンググループのことを記載してい

ますけれども、余り縦割りにせずに同じコンセプトにできるように、かなり入り繰りしてお

りますので、何か間違いがあれば御指摘いただければと思います。 

   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、躍動する経済はど

ういうものかということで、ここは主に経済展望で御議論いただきました経済の姿を、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するという形にさせていただいておりま

す。 

   最後に「むすび」で、構造改革の後は何かというのは、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のが望ましいんだけれどもということでございまし

たので、「構造進化」という言葉で結ばせていただいております。 

   以上、簡単でございますが、資料の御説明でございます。 

 

（香西会長） ありがとうございました。 

  この報告書は、後からまた御説明があると思いますけれども、一応近く経済財政諮問会議

に報告をさせていただきたいと考えております。したがって、今日の議論の１つは、各ワー

キンググループでとりまとめてくださった観点から、どういうところを主として力を置いて

強調しながら報告するのが一番いいか、そういうことについての御意見をまず伺いたいと思

います。 

   また、これまでの御議論の間で、報告書につきましては、大体いただいた御意見をできる

限り反映したつもりでいるわけでありますけれども、更に御発言等があればこの機会に承り

たいと。こういう２つのことをお願いしたいと思います。 

   では、最初に各ワーキンググループ、これは別に各ワーキンググループに限りませんけれ

ども、どういう観点でこの報告書をプレゼンテーションするのが一番いいかということにつ

いて、何か御意見等がありましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。それで

は、玄田さんの方からよろしいでしょうか。 

 

（玄田委員） 内容については、特段異論はありません。活用ないしは使われ方ということに

ついて、やや超越的かもしれませんが、１つ提案をさせていただきたいと思います。 

   「むすび」にもありますとおり、今回の報告書は今後広くさまざまな形で活用されること

を、本当に祈っています。その面では、例えば、行政の中での委員会ですとか審議会等、さ
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まざまな研究会を含めたプロジェクトがあるときに、こういう資料がもっと使われやすい体

制ができないだろうかと思っています。 

   例えば、私は青少年を含めた自立に関する研究会とか、就業に関する研究会等に出る機会

も多いんですが、一体よその省庁でどんな研究会をしていて、どんな議論が出ているのかと

いうことについて、ほとんどわかりません。実際には、最終的に報告書を見ますと、似たよ

うな議論をしていながら、お互いのキャッチボールがないというような現状がとてもあって、

私が勉強不足で知らないだけかもしれませんが、是非少なくとも行政のいろんな研究会とか

報告書に関して、うまく検索ができるシステムというものをもっと開発していただいて、非

常に幅広くこういう議論がこういうときには、2030 年のビジョンとして語られていたんだ

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、勿論ホームページを見れば、

この報告書はすぐ手に取れるんでしょうけれども、もっとあいまいな形の検索を許すような

システムを開発するとか、実際いろんなテーマについてこの報告書の内容は関連してくると

思うので、もっとキーワードを入れたら、この報告書のこの部分がすっと出てくるというよ

うな検索システムが、今あるもので十分か、もっといいものができるんであれば、もっと広

く使われやすいようなものを是非考えていただけると利用の価値も広がるように思います。 

  とりあえず、以上です。 

 

（香西会長） それでは、八代さん、どうぞ。 

 

（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

と思うんですが、問題はその報告書をどうプレゼンするかということで、この１枚紙がかな

り鍵になると思うんですが、これを改めて見たときに、だれが反対するだろうかということ

なんです。つまり、逆に言えばだれも反対しないということは、余りインパクトがないので

はないか。今、郵政三事業の改革でもそうですけれども、やはり２つの意見の対立があるわ

けでして、進めるのに対して反対する意見がある。逆に言えば将来の 21 世紀、2030 年ごろ

を見たときに、例えば、反対意見がないような報告書はまたインパクトがないわけで、この

中でも目指すべき将来像を見たときに、反対がありそうなものとすれば、例えば、一番下の

「地域主権の実現」、これに対してはやはり国主導でやるべきだという意見が当然ある。あ

るいは「豊かな公、小さな官」というものに対して、やはり官主導でないとまずいのではな

いかという、反対意見がある程度予想されるわけなんですが、逆に上の方の「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」といったときに、ではだれがこれに対

して反対するんだろうかという点が、ある意味でよく見えないわけです。 

   ですから、今、何か意見が対立して、そのうちこちらの方向を進めるんだというようなニ

ュアンスが依然として弱いのかなという印象を受けるわけであります。 

   具体的に申しますと、真ん中の枠であって「列島開放が生む活力」、これも特に反対はな

いと思います。「生産性と所得の好循環」ということも反対はないわけでして、ですからや

はりこういう構造改革を進めたら、どんな社会にするのかといったときに、ある程度の人が

反対するようなもの、しかし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んだと思います。 
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   そこで、先日、竹中大臣とお話ししたときも、私がやや強くお話ししたのは、やはり市場

競争という言葉で、市場経済といったら、それは余りにも狭過ぎると言われたので、市場社

会と言ったわけですけれども、あるいは単なる市場でいいのかということに対して、ここで

も書いていただいているような信頼される市場社会と言いますか、そういう言葉を、もうち

ょっとこの１枚紙の中で強調していただけないだろうかと。それに対して当然反発があるわ

けです。はっきり言えば、今の郵政三事業の問題で対立軸の１つが、そんなに市場を信頼し

ていいのかどうか、もっと官の役割が必要なんではないかという御意見であるわけで、その

意味でこういう信頼される市場社会ということを通じて、初めて生産性と所得の好循環が生

まれるわけであって、どうやったらそういう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対立なのであって、つまり対立軸が

明確でないというのは、余りこの報告書を打ち出すときのインパクトとして弱いんではない

かというようなイメージでございます。 

 

（香西会長） あとでまた相互に議論したいと思います。 

  それでは、伊藤先生、お願いします。 

 

（伊藤（元）委員） もう内容については、これだけ長く議論して、しかもできたところは非

常にこなれていて、特にこれについてどうこう申し上げることはないと思うので、あとはこ

れがどう使われるかということだろうと思うんです。 

   こういうものでインパクトを与えるためには、何か読んでいる方、あるいはこういうもの

を考える人たちにとって、非常に印象的なメッセージみたいなものが必要になって、今、メ

モしてみたんですけれども、今回とは関係ないですけれども、例えば、日本の安全保障を考

えるときに、どうしたらいいだろうかというときに、例えば、「普通の国」にした方がいい

という本がありましたね。あるいは過疎地域の活性化を考えたときに、どうしたらいいだろ

うかと、やはり「一村一品」なんていうのは面白いんではないかとか。こういうタイプの、

ある種の象徴的なものの見方とか考え方というのは、それ自身は非常にあいまいな概念なん

ですけれども、非常にものの方向を考えるときに、１つの指標になるような形で、これから

すぐそういうものが出てくるかどうかというのは難しいし、限られた時間の中でそういう後

の人の印象に残るようなメッセージはなかなか難しいんですけれども、できたらそういうも

のがここから出てくるような、この後のいろんな仕掛けがあるといいなと。 

   そういう意味では、是非もう一つ考えなければいけないのは、ここで報告書で終わってし

まいますと、読む人は読むだろうけれども、多分余りインパクトがないだろうと。したがっ

て、ここから先どういう形でこれをいろんな形で世の中に向けて発信していくかということ

が問われることだと思います。中身については、あれだけの人数の方が議論したので、当然

中にはいろんな意見の違いもあるし、細かいことをやればいろんなことがあるのかもしれま

せんけれども、私は大変よくできているのではないか思います。 

   以上です。 

 

○香西会長  どうもありがとうございました。 
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  田中さん、お願いします。 

 

○田中委員  どうもありがとうございました。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んだと思っております。ただ、ややローカルなワーキンググループ風の

個別インタレストを主張するような意見になって恐縮でありますけれども、このプレゼンを

するときに、やはり私どもグローバル化のワーキンググループとして見ると、これは全体と

して報告書を読めば書いてありますけれども、グローバル化、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、くれぐれも強く打ち出していただきたいと思います。です

から、その前に「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

ことで、大分出てきていると思うんですけれども、この点をできるだけ強調してやっていた

だきたいということです。 

  それから、プレゼンテーションの中で、これは先ほど八代先生が言ったもので言うと、意

見の対立のあるところかもしれませんけれども、地球的課題に主導的役割を日本が果たすと

いうふうに言っているのは、これは大変結構ですけれども、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のが、この１枚紙とか

概要案なんです。これも意見の対立を生むかもしれませんけれども、私ども伊藤主査と私と

非常に強行に主張させていただいて、ＯＤＡ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ものでありまして、これはコントラバーシャルかもしれませ

んけれども、伊藤主査と私からすれば、まさにこういう日本の方針としてＯＤＡを戦略的に

拡充するということをここで言わなければ、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のであります。ですから、財政事

情は厳しいし、いろんなことは大変だけれども、ＯＤＡについては戦略的拡充を図るのだと

いうふうに言うことが、この 21 世紀ビジョンの日本の経済の運営の在り方の中で、メリハ

リを付けてこういうふうに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んで

す。 

   

（香西会長） どうもありがとうございました。 

  吉田さん、お願いします。 

 

（吉田委員） まず、マクロ経済の姿ということで、基本的に１％台半ばという辺りになって

いますので、ずっと低成長という姿になるわけですが、１人当たりで見れば２％程度の成長

ということで悲観するものではない。ただ、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るということが、もう大

前提になるということだと思います。 

   ですから、このモデル上は財政危機になっても破綻はしないんですけれども、現実の経済

はそう簡単に許してもらえないわけですので、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ということであります。 

  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ということになるわけで
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して、特に 2012 年まで改革集中期間というところをどういうふうに、このシミュレーショ

ン上は、歳出削減でやっていくということになっていますが、どういうふうに運営していく

かというのは、厳しい選択だと思います。 

   歳出削減だけでやっていくというのは、言葉では簡単ですけれども、実行するのは非常に

厳しいわけでして、例えば、医療を削減していく、公的部分を削減していくというと、みん

な民間の医療保険に入らなければいけないか、あるいは自己負担することになるわけでして、

非常に簡単なことではないということです。御注目いただければと思うわけです。その意味

で、今の田中さんとかの対立軸になるかと思いますが、医療が、例えば、厚生労働省の試算

では、名目成長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か

いうのが新聞に出ていましたけれども、それから当然なが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ますし、こうした状況の中でＯＤＡ拡大という議論をする

こと自身、現実的かどうかというのは対立軸になってくるかと思います。 

 

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

す。 

   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、上の方にはないと言うけれ

ども、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わけです。 

   例えば、経済動向が進化してそれに乗って行こうということ自体が、かなり今の日本の議

論としては、１つの立場で、そこはやはりこの言葉がいいかどうかわかりませんが、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わけです。 

   例えば、イミグレーションの問題なんかも本当はあって、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ですけれども、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んではないかと

思います。 

   それから、今の戦略的拡充というのは、やや妥協的と言うかぬえ的なところがありまして、

拡充と言いながら戦略的なんですけれども、どこかを撤退していくこともあり得るわけで、

当然効率化なり重点化なり選択はあると。充実はいいけれども、拡というのはどうかなとい

う議論もあり得ると。拡げるんではなくて、やはり充実でいいんではないかということも言

えるかと思いますけれども、その辺は少なくとも、やはり一種のプレゼンテーションの在り

方としては、こういった非常にラフな文章でしか示せない場合には、具体例を１、２挙げな

がら趣旨を説明していくことだと思います。 

 

（田中委員） せっかく少しぬえ的なところで我慢しているのですから、その単語ぐらいは使

っていただいていいと思います。 

 

（香西会長） どうぞ。 
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（八代委員） 私も、田中さんがおっしゃっ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というのがよくわからないし、それは田中さんがお

っしゃったように、報告書を読めと言うんではなくて、この１枚紙の中でわかるようにしな

ければいけないと思います。 

   それから、吉田さんが言われた点で、ちょっとあいまいだと思うのは、財政再建が大事で、

小さな政府をしなければいけないというのは、私も全く 100 ％賛成なんですけれども、こ

れは今の制度のまま少しずつ財政を小さくしていくことではないわけでして、やはり様々な

制度改革をして初めて財政再建と、こういうやるべきことをやるような効率的な政府が実現

できるわけで、そのやるべきことの中には、田中さんがおっしゃったような、ＯＤＡの戦略

的拡充というのも当然入るだろうと思うので、今、政府がやるべきでないことに随分お金を

使っているから、逆に言えばそういうやるべきことができないわけだということをきちっと

出す必要があると。 

   では、その改革とは何かと言うと、それが市場社会なんであって、信頼される質の高い市

場社会をつくることで、まさにそういう小さな政府の中で、かつ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、ちょっとここからは読み取れないのではないかと思うわけ

です。 

   ですから、医療についてだって、長期的に医療費、つまりヘルスエクスペンジャーが増え

るのは当然のことであって、それを今、政府がすべてヘルスエクスペンジャーに責任を持つ

という制度が問題なんであって、それを自己負担と私は言いたくないんです。自己負担とい

うのは、今の公的保険の枠内で強制的に払われる額であって、それを増やすんではなくて、

混合診療という仕組みで初めて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わ

けなんです。 

   ですから、そういうメッセージが残念ながら読み取れないわけなので、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いただきたいということは、そういう意味な

んです。「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って、ある意味でま

さに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、信頼される市場での競争が主体の社会なんですよとい

う、どっちの答え方がよりインプレッシブかというだけのことなんです。 

     

（香西会長） ほかに御意見よろしいでしょうか。このビジョンのポイントは、要するに、

「回避すべき将来像」について書かれているものですから、余りどういう方法を取ればここ

へ行く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のようなことがずっ

と並んでいるわけです。そこまで展開する前の段階で１枚紙をつくっているというところも、

今までお話を聞いていると、レポートはこれだけではなかったじゃないかということにもな

っているという感じがします。 

   その辺は書き方というか、プレゼンテーションの問題で、将来像だけ書くといいことばか

り書いてあって、非常に厳しさがないのではないかという感じになることはやむを得ないと

ころもあるんです。そこは回避されるべき将来像を規定することによって、やや厳しさを出

したいというつもりで設計してあるわけなんで、例えば、大きな政府が経済活動の重し、足
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かせになるようなことは、もうこりごりだというふうに、両方読んでいけば多少厳しさも出

てくるかなということだと思います。 

   もう一つは、市場社会という言葉自体が各論の方には余り出てこないというところがあっ

て、言っては悪いけれども、一番反対が出るのは生活グループではないかと密かに思ってい

るんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

   なるべくトータルな、このビジョンのポイントというのを、これだけでやるのか、もう一

枚アクションについても何か付けたようなものを考えておくかというのは、考える余地はあ

ると思います。 

   それから、生産性と所得については、私どもの立場から言うと、報告書は各ワーキンググ

ループのレポートをまとめたものであるという形に持っていきたいというところが非常にあ

りまして、競争とか市場とか言うと、形容詞がやたらに必要なんです。信頼すべきとか、公

正な競争とか、公正な競争と言った途端に競争でなくなる場合がしばしばある。言葉は正し

いんですけれども、なるべくなら余りやっていきたくないなという感じがいたします。 

   それから、生産性と所得というのは、本来国民経済計算の三面等価で言えば、どっちみち

等価になるはずのことなんですけれども、やはり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、また生産性の原因になると。貧乏だ

から生産性が上がるという段階から、これまでの蓄積を生かして生産性が上がっていくとい

う段階に移ってきたという趣旨も含まれているんではないかというふうに理解しております。 

   

（田中委員） 「採るべき具体的行動」といったときに、具体的行動でも、やはりここで「地

球的規模の課題の解決に指導的な役割を果たす」と、これしか書いていないわけです。 

   それで、もう少し分野をバランスさせるというんだったら、この地球的規模の課題の解決

の中のキーワードで出た「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」と書

いてある、そういう一般的な文章があるから、そういうのを何とか生かしてほしいなという

感じがするんです。 

 

（吉田委員） 小さな公といったときも、尋常ではない圧縮をしなければいかぬわけです。ワ

ーキンググループ報告書の 45 ページ。 

 

（香西会長） 経済財政展望の 45 ページ。 

 

（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 ページです。 

   モデルでも、要するに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、歳出削減だけでやっていく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

になっているわけです。この差というのは、やはり尋常な値ではないんです。歳出削減をす

れば、財政運営ができるというのは勿論ですし、小さな政府も勿論いいんですけれども、相

当覚悟を持って小さな政府に取り組んでもらいたいということはテイクノートしていただけ

ればと思うんです。こんなに違うんですから。 
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（香西会長） 財政のウェートという点では大きく違うということはあるんですが、普通で言

えば、歳出維持、国民負担というのは均衡財政ですから、均衡財政乗数は１だから、かなり

違うはずなんです。これはかなり長期モデルで、むしろ生産側からしているので。 

 

（吉田委員） サプライサイドでも全部バインドされてますからね。 

 

（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わけです

ね。 

 

（吉田委員） ほとんど生産要素のバインドで。 

 

（香西会長） ＴＦＰとか、そういうところで成長が決まっているということです。 

 

（吉田委員） だから、ちょうど成長率で言うと、後の方より真ん中で成長率が２％ぐらい上

がるという表があったと思うんです。 

 

（香西会長） ２強から２程度になると。 

 

（吉田委員） 真ん中のところの方が高くなるのは、これはおっしゃったような需要調整効果

があるということですね。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って。 

 

（吉田委員） だから、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すね。全

く払わないというのはなしと。 

 

（香西会長） ワーキンググループとしては、歳出抑制、この２つを並べて、放置ケースは、

むしろ反面教師として書いてあると思うんですが、受け取り方としては、どっちがいいとい

うことに、どういう言い方になるんでしょうか。 

 

（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、やはり今の状況から見

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す

から、歳出削減ケースがプリファーされるようなことになるんでしょうけれども、これはな

かなか厳しいことですということで、むしろ財政負担増をしてもある程度維持する必要はあ

るんではないかというトーンです。 

 

（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わけですか。 
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（吉田委員） ええ、議論のトーンとしてはです。 

 

（香西会長） 国民負担増という場合、これはまた負担という言葉がいいかどうかというのは、

いつも議論になるんですけれども、50％というのを一応考えていて、これが上限であると。 

 

（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わけ

です。 

 

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

もここまでと、そういう考え方でよろしいわけでしょうか。 

 

（吉田委員） 現実の問題としては、50％に位置するということは、かなり厳しいですね。何

しろ人口の３分の１が高齢者ですから。 

 

（香西会長） もう議論を始めてしまいましたけれども、一応、皆さんからこれまでのとりま

とめの努力でペーパーがまとまりつつあるということと、それをどういうふうにプレゼンテ

ーションすればいいかということについて、その方向なりプレゼンテーションで強調すべき

点なりについて御意見を承りましたので、翁さんからも是非。 

 

（翁委員） やはり、今回の「岐路にある現在の日本」ということで、やはり岐路にあっても

とにかく構造改革を怠った場合に、非常にペシミスティックなシナリオなんだということを

是非強調していただきたいと思います。 

   あと、競争力のワーキングで、やはり人間力というか、人的資源の重要性ということが、

かなり論点になりましたので、そういった意味で教育とか、人間力を高めていくという施策

の重要性ということについて、やはり強調していただきたいと思います。 

 

（香西会長） それでは、いかがでしょうか、ほかには意見はありませんか。 

   どうぞ。 

 

（吉田委員） ちょっと１点だけ忘れないように、負担をしていく上で、こちらのワーキング

グループの方の 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αが０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なんです。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、本来なか

なか大変な話ですと。さっきの図でいきましても、ＧＤＰ比が高齢化が進むのにＧＤＰ比を

下げるということになるわけですので大変なことで、例えば財政再建というか、プライマリ

ーバランスを取るのに、ＧＤＰ比が４％ぐらいですので半分を増税でやるとすると、それが

５％ぐらいになるわけです。 

   ですから、５プラス５プラス５で 15％のケースというのは、むしろ最もフィージブルな

 11



「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 平成 17 年第４回 議事録 

ケースでもあるわけです。４％を丸々歳出カットでやるというのは、なかなか現実的ではな

いということです。 

 

（香西会長） どういう考え方で選ぶときのクライテリアというのを考えるか。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

くわかることなんです。 

 

（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と思いますけれども。 

               

（竹中大臣入室） 

 

（香西会長） どうも大臣お忙しいところありがとうございました。一応、皆さんから報告書

のまとめ方について、特にどういうことをこれからのプレゼンテーションの際に注意してや

ったらいいかということについて御注文を承りまして、いろいろ御示唆もありましたので、

まだ残された時間をできるだけ使って、もう一度調整等も考えながらやりたいと思います。 

  では、大臣からお願いします。 

 

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

てありがとうございます。 

   さっき事務方から報告を受けたんですけれども、専門調査会は、これで４回開いていると

いうこと、かつブレーンストーミングを開いて合宿を行って、そして私との意見交換会とい

うのを５回行ってくださっているということでございます。また、ワーキンググループも４

つそれぞれに８回、８回、10 回、10 回開いてくださっていると。もう皆様方の熱意に本当

に感謝を申し上げます。 

   明日この報告の概要を総理に一応御説明して、総理からもいろんな御意見、御注文が付く

かもしれませんけれども、これまでの皆さんの御意見をできるだけ、そのまましっかりと報

告できるように、またせっかくこれだけのことをやっていただいたわけですから、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と思

っています。 

   なかなか難しいのは、関心のある方は、大変しっかりと読んでくださるわけですけれども、

関心のない方、ないしは関心はないとは言いませんけれども、ちらっとしか見てくださらな

いプレスの方にいかにインプレスするかということで、それで１枚紙でできるだけキーワー

ドもちりばめてということを考えたんですが、これは議論すればするほど、ちょっと泥沼に

はまるようなところがありまして、賛成する人、反対する人、なかなかコンセンサスは得ら

れないということなんだと思います。 

   最後の最後まで、皆さんがこれだけ御熱心に議論していただいたことでありますから、そ

れをまさに表わす言葉はこういうことであろうということで、是非御意見を広く賜わりたい

と思っております。 
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   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ませんが、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

力いたしますと、またディセミネーションのプロセスが大変重要だと思いますので、私もで

きることをいたしますし、先生方からもいろんな御意見を出していただいて、最終的によい

ものに仕上げていきたいと思っております。 

   一応の締めだと思いますので、お礼を申し上げますけれども、引き続きいろんな議論は是

非させていただきたいと思っております。ありがとうございます。 

 

（香西会長） どうもありがとうございました。今まで出た議論を簡単に申しますと、玄田さ

んからは、活用のされ方というのを是非苦心してほしいと。例えば検索などが、ほかのいろ

んな審議会等でも簡単にできるようなシステムに是非乗せてもらいたいというお話がありま

した。 

   八代さんからは、だれも反対しないような理想論みたいなことではインパクトがないと。

むしろ反対が出て当然のようなチャレンジングなことも少しは言ってもらいたいということ

で、市場社会という言葉を是非使えというお話がありました。対立軸を、むしろ明確にして、

これを選んだということが、やはりインパクトが強まる理由になるんではないかということ

でした。 

   伊藤さんからも使われ方、ないしはインパクトの問題として、やはり全体の中のポイント

をしっかりと打ち出す必要があるというお話がありました。 

   田中さんからは１枚紙でわかりやすいのはいいんだけれども、例えば地球的課題に指導的

役割を果たすということだけ書いてあるけれども、どういうやり方でやるのかということを

もう少しあってもいいんではないかという話もありました。 

   吉田さんからは、やはり負担を先送りしないと、その中で財政再建をするというのが大前

提であって、それをやっていくということは簡単なことではないということをしっかりと書

いてもらいたいというお話がありました。 

   翁さんからは、やはり人間力ということが１つのキーワードではないかというお話があっ

たと私は思っております。 

   この１枚紙については、どちらかというと、将来像というふうに書いてあるものですから、

特に構造改革を進めればというところが、非常にいい話になっている。それは「回避すべき

将来像」を「退避」と読んでいただきたいというのが、私が釈明をしたところだったわけで

すが、それぞれ個別の点、例えばＯＤＡの扱い方をどう含めるかという点についても御議論

がありましたので、これはまた最終段階ぎりぎりまでいろいろ御意見を承りながらまとめて

いくということにさせていただければと考えています。 

   それでは、もしこれでよろしければ、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、大変恐縮ですけれども、会長に

一任していただくということにさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

（玄田委員） 一言だけよろしいでしょうか。 
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（香西会長） どうぞ。 

 

（玄田委員） 再三お願いしていることでもあるので、ちょっと恐縮なんですけれども、１枚

紙はすばらしいと思うんですが、最終的には小学５年生が読める 1,200 字の作文にしてい

ただけないでしょうか。そして、それを出した瞬間に、これは何度も言いましたけれども、

すばらしい英語にしていただきたい。1,200 字ぐらいだったら、心あるプレスであれば、そ

のまま写すと思います。この資料は都合のいいところしか使いません。それで、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

のにしていただけないでしょうか。 

   それは最終的に大変難しい作業だとよくわかります。だからこそ、今、まさに会長がおっ

しゃったように、最終的には会長の名で 1,200 字でまとめると、この内容はこういうこと

なんだと書いていただかないと、プレスも小学生も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と思います。 

   これは難しいです。専門家が読んで初めてわかるものです。この中から、何度もいいます

が、小学５年生で将来のことについて考えたい人が、ここから君はどう思うかという感想文

大会ができるようなものにしてください。そして、それができれば、私は書けませんけれど

も、すばらしい英語にしていただきたいと思います。 

   以上です。 

 

（香西会長） またお願いをしたいと思います。どうぞ。 

 

（八代委員） 言葉にはこだわりませんけれども、まさに最後に吉田さんが言われた点が本当

はポイントなんです。つまり、負担を先送りせずに歳出削減をしなければいけない、そうす

ればデフレになる、だからどうすればいいかといったときに、やり方はあるわけです。それ

はまさに個人負担を個人消費に変えることであり、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なんです。それは画一的に強制された負担じゃなく、選択

できる消費に置き換えるからなんです。それが制度改革であり、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んだというところを何とかうまく文章にできればい

いんではないかと思っております。 

 

（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ります。そこはお気持ちは

非常によくわかりますから、考えることは考えさせてください。 

   それでは、一応、今のような形で残された時間を最後までやりますけれども、一応御一任

いただいたということにさせていただきます。 

   報告書につきましては、経済財政諮問会議に報告するということで、特に閣議了解とか、

あるいは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というふうに考えて

おります。 

   それでは、今後の報告書の取扱いについて、事務局からお願いします。 
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（浜野統括官） 今、香西会長からおっしゃられたとおりでございますけれども、会長から近

日中に経済財政諮問会議に御報告していただいて、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と思います。 

   今日、いただきました意見を含めまして、レイアウト等の工夫も含めて残る時間、調整を

更に進めたいと思います。 

   それから、１枚紙につきましては、会長のまとめにもさっきございましたように、左と右

と対照的に説明できるようにするというようなことで工夫を更にしたいと思います。 

   それから、今、申しましたようなことですので、報告書、それから今日お配りした資料の

取扱いにつきましては、当分の間御注意をいただきますようにお願いしたいと思います。最

終的に諮問会議の日程につきましては、後ほどまた御連絡をさせていただきます。 

   最後に大変恐縮なんですけれども、２点お願いがございまして、第１点は諮問会議後に公

表されることになりますけれども、事務局の方で事前に記者説明をしたいと思っております。 

  そうしますと、プレスの関係者からの主査、副主査の先生方にいろんなお問い合わせもある

と思いますので、その際には御配慮いただければ幸いでございます。 

   ２番目は、対外公表した後、大臣からも前回のときにお話がございましたけれども、いろ

んなフォーラムでございますとか、雑誌における特集など、いろんなことを考えております

ので、各種公表を進めたいと思っておりますので、その際には御協力を賜わればというふう

に思います。 

   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。実は私からも今の続きみたいなことなんです

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

というか、そういったような形のフォーラムを開く予定にしておりまして、もう御案内して

欠席の通知のあった方もあるんですが、５月 28 日には名古屋でやりたい。できればエクス

カージョンで「愛・地球博」も見ていただけるチャンスにもなるんではないかということを

考えております。 

   また、30 日には東京で一般公開の形で国際フォーラムをやりたいというふうに考えてお

りますので、主査または副主査の皆様には別途御案内もいたしますけれども、よろしければ

是非御参加いただければ、御都合がつけば、是非御参加いただきたいと考えておりますので、

その点もよろしくお願いいたします。 

   それでは、大体予定の時間の１時間がまいりましたので。本日はこれにて散会といたしま

して、皆様には昨年９月以来、精力的に御審議いただきましたことを、本当に私からもあり

がたく御礼を申し上げたいと思います。 

   どうもありがとうございました。 

 

（ 以 上 ）  


