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第１０回白馬会議で我々は何を議論したか 
 

日本人がいなくなったら絶滅する文明？ 
日本人はこれから５０年足らずで現在の１億２０００万人台から８０００万人台へ、さらに次の５

０年で５０００万人台へと、まるで遊園地のフリーフォール（垂直落下型絶叫マシン）に乗っている

かのように超人口縮小現象の真っ只中に突入して行く。 

こんな人口動態を示す文明国家は世界中探しても日本だけであろう。日本の文明国家として

の特異性については、『文明の衝突』を世に遺したサミュエル・ハンチントンが既に指摘している。

彼は世界の文明を８大文明に分類し、中華・ヒンズー・イスラム・東方正教会・西欧・ラテンアメリ

カ・アフリカの各文明に加えて、日本文明を入れているが、日本文明だけは「一民族、一国家」で

形成されている極めて特異なものであるとした。つまり日本人がいなくなったら、絶滅する文明

であると予言しているのだ。 

日本の超高齢化は３５年で止まる 
一方、未曽有な人口縮小と同時進行するはずの超高齢化は、驚くべきことに自然にストップす

る。国立社会保障・人口問題研究所が２０１７年に発表した長期人口中位推計によれば、２０１８

年の６５歳以上人口比率２８．２％は３５年後の２０５３年に３８．0％に達するが、その後は推計

値が発表されている２１１５年までを見ても３８．４％と、なんと６０年間以上、３８％台前半のまま

横ばい状態とされている。すなわち、日本の人口構造はこれから３５年程で、「０～１４歳が１０％、

１５～６４歳が５２％、６５歳以上が３８％」という人口バランスに到達し、安定固定化してしまうと

いうのだ。かつて、文化大革命時代の中国で唱えられた「老壮青三結合」社会が日本の文明モ

デルとして定着する。 

「老壮青三結合」社会型文明モデルの構築へ 
これから凄い勢いでやって来る、いや、もう始まっている、日本文明の存亡が問われる大規模

な人口縮小現象の先に、「老壮青三結合」社会が到来するとすれば、また、そのための政治・経

済・社会システムや哲学・人生観がこの２０年、３０年の間に醸成され、構築されねばならないと

すれば、それは日本民族にとってある意味エキサイティングなことではないか。 

既に「老グループ」にいる人々、あるいはそろそろ「老グループ」入りが近い人々にとっても大

いに張り合いのある話である。そんな雰囲気の中で１０回目の白馬会議が始まった 

「健康寿命」よりも「貢献寿命」を 
【第１セッション】では「人口減少経済への挑戦」という切り口から、杉浦哲郎氏が、人口減少に

対処し得る最大の処方箋は日本人１人１人の生産性向上であり、それを支えるのが「草の根レ

ベルのイノベーション」であるとし、シリコンバレーの安易なもの真似を戒めた。 

【第２セッション】では「“国のかたち”の再構築」という問題意識から、佐々木信夫氏が明治維

新期の廃藩置県断行を、その後の人口膨張に備えた政治革命であったとし、未曽有な人口縮小

時代に突入する今、新たな政治革命としての「廃県置州」が、抜本的財政再建（３０～４０兆円規

模の歳出削減が可能）と地方自治体の脱「霞が関管理」のために必要であると執拗に説いた。 

【第３セッション】では「人生１００年時代のライフデザイン」という視点から、秋山弘子氏が人口

縮小と同時進行する超高齢化に対してシニア自身が、決してたじろぐことなく、只の「アンチエイ

ジング」ではなく、「アクティブエイジング」を可能とする社会変革に挑めと檄を飛ばした。 

【ディナースピーチ】では傘寿を超えた百戦錬磨のビジネスメンターである新 将命氏が長寿

企業の“黄金サイクル”を解き明かしながら、個人の加齢戦略として Unique Selling Point（得意

技）を持つことを喚起し、これからのシニアは「健康寿命」だけでなく、もう一段上の「貢献寿命」を

目指すべきとし、１００年ライフの秋山氏との意気投合を見せてくれた。 
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タイムテーブル 
 

 

１１月２５日（土） 

 
１２：３０～１３：１５  【オープニングランチ】  

１３：１５～１４：３０  【第1セッション】 

 「人口減少経済への挑戦―目指すべきフロンティアと戦略的処方箋」 
  報告者：杉浦 哲郎 氏 （日本経済調査協議会専務理事）  

    コメント By 平田 潤 氏 （桜美林大学大学院教授） 

１４：３０～１５：４５  【第2セッション】 
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  報告者：佐々木 信夫 氏 （中央大学経済学部教授） 

    コメント By 戸所 隆 氏 （高崎経済大学名誉教授） 

１６：００～１７：１５  【第３セッション】 

 「人生１００年時代のライフデザイン―個人・社会・産業」 
  報告者：秋山 弘子 氏 （東京大学高齢社会総合研究機構特任教授）      

    コメント By 平尾 勇 氏 （地域経営プラチナ研究所代表取締役） 

１７：３０～１８：１５  《チェロコンサート》  By 原 香恋 さん  

１８：１５～１９：００  《カクテルレセプション》  

１９：００～２０：３０  《テーブルディナー》 
 挨拶：藤巻 進氏（軽井沢町長） 上田 清司氏（埼玉県知事） 中條 功氏（長野銀行頭取）  

２０：３０～２１：３０  【ディナースピーチ】 

  「長寿経営の原理原則―勝ち残る企業創り」 
   スピーカー：新 将命 氏 （国際ビジネスブレイン代表取締役） 

２１：３０～        《自由＆交流タイム》 

 

 

１１月２６日（日） 

 
７：００～８：３０    《朝食》    

８：３０～９：３０    【ウエークアップスピーチ】 
水野 哲也 氏 （ジャパン・エクスプレス・チャイナ社長）  田中 素香 氏 （東北大学名教授）   

萩本 博幸 氏 （多摩川精機会長）  牧野 義司 氏 （メディアオフィス「時代刺激人」代表）  

武者 陵司 氏 （武者リサーチ代表）  

９：３０～１２：００   【クロステーマセッション】 

 「超人口減少社会ニッポンの衝撃」 
パネリスト：各セッション報告者＆ディナースピーカー   

総括 By 小島 明 氏 （政策研究大学院大学理事） 

１２：００～１３：００  【クロージングランチ＆閉会】  
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【第１セッション】  
 

 

人口減少経済 

への挑戦 
―目指すべきフロンティアと 

戦略的処方箋 
 

 

 

[基調報告者] 
 

 

杉浦 哲郎 氏     
日本経済調査協議会専務理事 
 

 プロフィール： 
１９５４年生まれ。早稲田大学卒。７７年富士銀行（現みずほファイナンシャルグルー

プ）入行。ニューヨーク事務所長、経済調査部長、みずほ総合研究所チーフエコノミスト

を経て、現在、経団連、同友会、日本貿易会等によって６０年代に創設された「財界シ

ンクタンク」日本経済調査協議会の専務理事を務める。急速大規模な人口減少に直面

して行く日本経済の諸課題を概括したうえで、それでも日本経済には新たな成長フロン

ティアを目指して行ける潜在的パワーと戦略的処方箋があることを、持論の「日本型イノ

ベーション」論を軸に問題提起する。 
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基調報告 

 

急速な日本人口減少―2053年には 1億人割れ 

 この人口減少社会のインパクトというのは、昔から非常に多くの面で語られてきたテーマで

もありますし、なおかつ非常に暗いというかネガティブなイメージで語られてきたテーマで 

あるわけですが、きょうはちょっと違った切り口からお話をさせていただきたいと思います。 

皆様も既に御案内のとおりだと思いますけれども、人口の減少というのは非常に激しくて、

２０２９年には１億２，０００万人を割り、２０５３年には１億人を割ってしまうということ

で、１億２，０００万人を割ったのは１９８３年以来ですし、１億人を割ったのは１９６６年

以来ということで、その当時を知っている私のような世代から見ると、あのころってそんなに

悪くなかったなというイメージがないわけではないのですが、ただこれからの２０２９年とか

２０５３年の高齢者の比率というのが過去とは全然違います。 

 

注） 65歳以上人口比率は 1960年が 5.7％であったのに対して、国立社会保障・人口問題研究所の中 

位推計では、2029年が 30.9％、2053年が 38.0％。  

 

 このような人口減少に歯どめをかけるというのは、なかなか容易なことではなくて、安倍政

権がその出生率を引き上げるということで躍起になっていますけれども、仮に出生率がちょっ

と上がったからといってもその人口の減少のテンポというのは本当にわずかしか緩和されるこ

とはない。例えばふだん我々は国立社会保障・人口問題研究所の中位推計出生率 1.４４という

ものをベースにして議論をしますけれども、その前提で言うと今後２０年間で人口が１，２０

０万人減るという計算でございますが、これが出生率が１．６５という高位推計で人口を見た

としても、１，０００万人減るということですから、その差はたったの２００万人ということ

になります。 

 また、移民の受け入れに関して経済界は積極的でございまして、労働力が足りなくなるのだ

から移民を受け入れろという話が必ずや出てくるわけでありますけれども、移民の受け入れに

対しては１，０００万人とか１，２００万人、そんなたくさんの移民を受け入れるのかという

ボリュームの問題もありますし、また今回のトランプ大統領の当選とかあるいは英国の EU 離脱

でよくわかりましたように、移民に対する皮膚感覚としての社会的合意というのが非常に重要

だろう。我々がそういうことを受け入れられるのかといったら、多分今のままだったら絶対無

理だろうと思いますので、現実的な問題として移民の受け入れというのはなかなか難しい問題

だろうと思うわけです。 

 ちょっとそれますけれども、日本が人口減少の先進国のように言われますけれども、実はヨ

ーロッパの国々、例えばウクライナにしろロシアにしろ、既にもう人口が減り始めております

し、またギリシャとかイタリア、スペイン、ポルトガルは日本と同じく２０１０年が人口のピ

ークで、今減りつつあります。 

 その減少のテンポというのは日本ほど急速ではないわけですが、ただこれから人口が減り始

める中国とか台湾、韓国について見てみますと、人口の減少ペースというのは日本よりも速く

なるということが予想されておりますので、彼らにとって日本の経験というのが、これまでの

あるいはこれからの経験というのが役に立っていくのだろうと今思っております。 
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何故、人口減少が起きるのか？ 

 日本でこういう激しい人口減少が起きた理由というのは、これはもうさんざん議論されてお

りますので、改めてここで詳しく申し述べる必要はないかと思いますけれども、幾つか言われ

ていることを取り上げてみますと、１つはかつてのマルサスのような人口減少論者が想定した

のとは逆に、所得水準が上昇し豊かさが高まると出生率が低下をしている。これは日本だけで

なくて世界中で今見られる現象でございます。 

 また、日本では晩婚化、未婚化による出生率の低下、出生数の減少というのがこのところ顕

著でございまして、女性の初婚年齢は１９４７年の２２．９歳から、２０１５年には２９．４

歳。女性の３０代後半の未婚率は４人に１人になっていまして、男性の未婚率はもっと高いの

ですけれども、そういう結婚しないあるいは遅くに結婚をするということが、出生率の低下に

つながっているというのはよく指摘されることであります。その背景には、低成長の長期化と

か雇用の不安定化とか、賃金の低迷と呼ばれるいわゆる失われた２０年というものの影響が色

濃く出ているように思われますし、そういう意味で、先ほど申し上げましたように、私どもの

世代の責任というのは何がしかあるのではないかという気もするわけです。 

尚、先ほど触れましたように、豊かさが高まっていくと出生率というのは下がっていくので

すけれども、あるところから上向くようになる。その上向いている国々というのが、フランス

とかスウェーデン、ヨーロッパの国々でございまして、出生率の低下を受けていろんな少子化

対策、あるいは就学支援等々といった支出を拡大をさせて、それで出生率を回復させたという

ことです。 

 

人口減少のインパクト 

 人口減少のインパクトにつきましては、これもいろいろ語られているところでございますの

で、簡単に申し上げれば、放っておけば経済成長率が下がる。つまり、経済成長率は労働力の

伸びに生産性の伸びを足したものでございますから、生産性の伸びが現状程度、年率１％以下

でございますけれども、それで推移すると、２０年代半ば以降は労働力の減少ペースがそれを

上回って、経済成長率がゼロあるいはマイナスになるということが見込まれますし、また人口

減少によって市場が縮小する。例えば食料産業では高齢者がふえればそんなにいっぱいハンバ

ーガーは食わないだとか、高齢者がふえたときにそんなにいっぱいお酒を飲まないということ

を反映して、市場が縮小いたしますと、企業の国内投資というのが委縮をする。それによって

イノベーションが起きなくなって、経済成長率がさらに下がりますし、雇用とか賃金にさらな

る抑制圧力がかかるということも指摘されているところでございます。 

 ちょっと視点を変えて、財政的な面について見ますと、将来世代の負担が増大をするという

点が、もっと懸念されてもいいことかなと感じています。御案内のように、政府債務残高のＧ

ＤＰ比は今２５３％で、世界最高レベルでありますし、基礎的財政収支、プライマリーバラン

スを黒字化するという目標が先送りになったことに見られますように、この基礎的財政収支の

赤字が続けば続くほど、政府債務というのは際限なくふえていきます。それは将来世代の返済

負担がふえ続けるということになりまして、これをアメリカのローレンス・コトリコフという

先生は財政的児童虐待と呼びましたけれども、我々は今それをやっているのだということを、

もう少しシリアスに考える必要があるかなと思いますが、いずれにせよ若い世代というのは物

すごく大きな財政的な負担を負うということが、さらに強くなるということであります。 

 もう一つ、高齢者がふえて社会保障の受給者がふえて、若者たち、現役世代、いわゆる担い
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手が減るということになるわけでございますから、社会保障の制度のバランスあるいは持続性

というものが、今以上に悪化をするということは言うまでもないことでございます。 

 ちなみに２０１５年～２０４２年までについてみますと、高齢者の人口は５５０万人ふえま

すが、現役世代の人口は１，９２３万人減るということになりますので、より少ない現役世代

でより多くの高齢者を支えなければいけなくなるということになりますし、さらに後期高齢者

の数がふえますと、元気な方は別として、一般的にはやはり医療とか介護の費用が急に多くな

るということのようでございますから、社会保障の関連の財政の悪化、あるいは制度の持続性

というものに、さらに大きな負荷がかかるということになるわけであります。 

 最後に、この数年話題になっておりますけれども、地方経済への負荷というのが、非常に目

に見える形で示されてきた。これは消滅可能性自治体という言葉で言われますけれども、８９

６あるのだという試算が明らかになって、長野県では大町市とか飯山市、白馬村とか３４の自

治体が消滅可能性自治体として名前が挙がっていますけれども、これに関してはその地方の危

機感を高めるという意味で、何がしかの効果はあったのかもしれませんが、この試算自体が非

常に粗いとか、そもそも何で失礼なことを言うのだとか、いろんな議論があるのだと思います

けれども、８９６かどうかは別にして現実問題人口の減少というのが自治体に大きな負荷とな

っているというのは、否定できない事実だろうと思うわけです。 

 

経済低迷は人口減少ではなく、生産性の低下から 

 こんなふうに言ってきますと、人口減少というのはこれは大変なことだと。自治体もあるい

は日本経済全体も、もうなかなかもたないというペシミズムみたいなものが広がってきますし、

ちょっと前ですけれども、デフレは人口減少のせいだという本が出されて、御支持されている

方はたくさんいらっしゃるかもしれません。 

 ただ少し冷静に考えてみますと、経済成長率というのは物すごく単純化して考えれば、労働

力の伸びと生産性の伸びを足したもので、高度成長期では年平均の経済成長率が９．２％。そ

のうち労働力の伸びの寄与、貢献度というのは１％。残りが生産性の上昇でございましたので、

実は高度成長のほとんどは生産性の伸びで決まっていた。 

一方、２０００年から２０１６年の間では、労働力の伸びは－０．２％で生産性の伸びが

１％ですので、経済成長率は０．８％ということですが、高度成長期と比べていただくと、労

働投入量の伸び率の変化幅というのは－１．２％ポイントですが、生産性の伸び率の落ち幅と

いうのは－７．２％ポイントですので、経済成長率が落ちたということのほとんどは、この生

産性の伸び率の低下で説明できるということになるわけであります。だから、人口が減ってい

るので経済が伸びないという話は、端的に言ってうそっぱちを言っているということになるの

だろうと思うわけです。 

 逆に生産性を高めるということが非常に大きなポイントになってくるわけでありまして、そ

ういう点から今の安倍政権が生産性の上昇に躍起になっているということも理解できるところ

なのだろうと思います。 

 では、この生産性というのはどういう要因で決まってくるのかということですけれども、こ

れは実にたくさんの要因があると考えられます。代表的なものを挙げれば、例えば毎日オフィ

スや工場でちんたらちんたら働いていた人に、尻をたたいてもうちょっと頑張れと言って、そ

の人がきびきび働くようになれば、当然生産性は上がりますし、またロボットのような機械を

たくさん入れて自動化率を高めれば生産性が上がります。また人口知能を使ったアプリケーシ

ョンというものを活用することによって生産性を上げることも当然可能になりますし、さらに
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よく最近聞かれる議論は、低い生産性の企業、それでも市場で生き続けているいわゆるゾンビ

企業を早く潰してしまって、そこに使われたヒト、モノ、カネを高い生産性の企業にシフトす

ることができれば生産性が上がるのだという議論が出てきて、安倍政権の成長戦略の中でも企

業の再編とか事業の再編とか、あるいは働き方改革なんていうメニューが出てくるということ

になるわけです。 

 

イノベーションこそ経済成長の原動力 

 ただ、それ以上にもっとというか、一番重要なのは、やはりイノベーションだと思います。

イノベーションの意味するところというのは、人によってさまざまだと思うわけですけれども、

私どもが研究者あるいは企業の経営者と一緒に議論をして、イノベーションをどうやって起こ

すかという報告書を２年ほど前に出しましたけれども、そこではこのように定義をしました。 

 技術、ビジネスモデル、アイデア等の革新と組み合わせによって、新たな製品サービスを創

出し、経済価値、企業にとっては利益になりますけれども、これを生み出すとともに、経済社

会に大きな変革をもたらすもの。これを総称してイノベーションと定義をいたしました。 

 具体的には、例えば新製品、サービスを開発する。それによって新市場が生まれ、その新し

い市場が成長していく。これを吉川洋先生はプロダクト・イノベーションと名前をつけていて、

例えばですけれども、人口が減る、子供の数が減ることによって、子供用の紙おむつの市場は

どんどん縮小をしてきましたけれども、一方で大人用の紙おむつという新しい製品がつくられ

て、それが紙おむつ全体の市場を押し上げている。これもプロダクト・イノベーションだとい

う話をされています。 

 また、パソコンとかスマホ、タブレット、マックとか iPhone とか、iPad とか、これは文字

どおり社会や生活を変革したものだろうと思うわけです。今では、スマホがなければいろんな

サービスを受けられませんし、またタブレットという、最初は何でこんなものをスティーブ・

ジョブズはつくったのだろうと思いましたけれども、そのタブレットを活用してマニュアルを

そこに置きかえる、見本をそこに置きかえる、あるいはレストランのオーダー、回転ずしのオ

ーダーをタブレットでやるという新しいやり方というのがどんどん浸透してきている。そうい

う意味で非常に大きなイノベーションだっただろうと思うわけです。 

 また、より大きな経済成長の原動力となったイノベーションというのを挙げるとすれば、ア

メリカでは電力とか通信、輸送ネットワーク、集積回路、銀行のＡＴＭやインターネットある

いはコンテナといったような、非常に大きなインパクトを持ったイノベーションがすぐに思い

浮かぶわけでありますし、また日本では鉄鋼、家電、自動車、半導体といった、もともとはア

メリカやヨーロッパでつくられた技術を日本に導入して、それを改良し続け、それによって産

業競争力を強化したという、よく取り上げられるイノベーションというのも、立派なイノベー

ションになるということかと思います。 

 

何故、イノベーションが停滞するのか？ 

 問題は、イノベーションによる生産性向上というのがアメリカでもヨーロッパでも停滞をし

て、世界的な現象になっていることにあるのだと思います。 

 アメリカの生産性は１９６０年代、先ほどの幾つかの非常にインパクトの大きなイノベーシ

ョンによって非常に高かった。それが、１９７０年代から８０年代にかけてその効果というの

がだんだんと薄れてきて、生産性の伸びが落ちた。それが１９９０年代になって、いわゆるＩ
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Ｔ革命によって生産性が高まり、ニューエコノミーと言われた時代が１０年ほどあったわけで

すけれども、その後生産性がどんどん低下して、今ではほとんど伸びなくなってしまっている。

これを理解できない謎という表現で、ＦＲＢのイエレン議長あるいはその他の人たちは言って

いるわけですけれども、何でイノベーションが一番活発に行われているはずのアメリカで、ま

た人口知能だとかロボットといったような最先端のイノベーションが起きているアメリカで、

全体の生産性の伸びが低下しているのかという理由については、さまざまな議論や指摘がなさ

れています。 

 例えばですけれども、先ほど取り上げたような大型のイノベーションというのがもう起きな

くなってしまって、ＩＴ革命というのもいっとき盛り上がったけれども、その効果というのは

出尽くしてしまったのだという、いわゆるイノベーションに対する悲観論というのがあります。 

 またベンチャーとかスタートアップという、シリコンバレーにうじゃうじゃ出てくるような

人たちがイノベーションを担うというのは一般論として言われていますけれども、そういう起

業というものが委縮をしてしまっている。長らくアメリカの開業率が高いということが言われ

ていましたけれども、その開業率が低下をしてきている。 

 実際にスタートアップ企業の比率を見てみますと、ひところ２０％ぐらいあったのが今１

０％以下にまで下がってきているという事実がありますが、その背景には大企業が非常に強く

なって、いわゆるWinner-take-all と呼ばれるような市場の寡占化というものが起きて、それが

新規の参入を阻害する、あるいは市場競争を阻害するという形で、イノベーションの息の根を

とめているという議論がなされています。 

 また、それとは別にいわゆるイノベーションを支えてきたのは、そういったベンチャーだと

かスタートアップやシリコンバレーではなくて、むしろもっとグラスルーツ（草の根）のイノ

ベーションなのだ。つまり、多くの企業、大企業だけではなくて、中小企業であり当然ベンチ

ャーもありますけれども、多くの地域であり、そんなに飛び抜けた天才的なエンジニアだけで

はなくて、企業でこつこつ技術の改良、製品の改良に取り組む多くの人たちでした。そういっ

た草の根のイノベーションの積み重ねというのが、これまでのイノベーションを支えてきたの

だけれども、それが例えば先ほどの大企業の寡占化とか、あるいは政府が介入をするとか、い

ろんな理由でその草の根のイノベーションというのもだんだんと息の根をとめられてきた。そ

ういったことによって、イノベーションが停滞をし、生産性が停滞をしているのだという議論

がなされている。 

 日本ではこの手の議論はちっとも聞かれなくて、創造的破壊者としてのベンチャーを盛り上

げれば、日本でもイノベーションが起きて生産性が高まるのだとか、あるいはシリコンバレー

のようなエコシステム、つまりスタンフォードという先端的な大学があり、またベンチャー、

スタートアップを起こすような起業家がいて、そういった起業家を助けるベンチャーキャピタ

ルだとか、あるいはエンジェルと呼ばれるような資金を提供する人がいて、さらに弁護士だと

会計士だとかそういった人たちがたくさん集まっている、シリコンバレーのようなエコシステ

ムを日本でつくらないと、日本でイノベーションが起きないという議論が、今の安倍政権の議

論のベースにあるわけですけれども、どうもその前提自体がひょっとして勘違いというか、ピ

ントがずれているのではないかということを最近のイノベーションの停滞が示しているように

思われます。 

 

日本型戦略的イノベーションの可能性 

  最後に、日本型の戦略的イノベーションの可能性というのを考えてみますと、まず第一に
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イノベーションというものが掘り起こす潜在的な市場というのがたくさんあるのだろうと思う

わけです。人口減少とか高齢化がもたらす構造変化と潜在的なニーズということで言えば、ま

ず労働力不足への対応というのが来ますから、移民の導入というのが現実的でない中では、ロ

ボットの導入とかあるいは人口知能の活用とか、あるいはビジネスモデルの見直し。例えば失

礼かもしれませんけれども、外食のように安い労働力を無限に使うことができるという前提で

もってつくられたビジネスモデルというのは、やはり変わらざるを得ないと思いますし、かわ

りに新しいビジネスモデルというのが出てきて、それも立派なイノベーションになるはずであ

ります。 

 また、よりよい製品とかサービスの開発、あるいはＱＯＬの向上、例えばですけれども、 

ＷＨＩＬＬという電動車椅子、４輪駆動の格好いい電動車椅子で、開発した若い人たちという

のは、今の電動車椅子だと５ｃｍとか１０ｃｍの段差を乗り越えられなくて、車椅子に乗って

いる人はコンビニに買い物に行けない。それを何とかしたいということで。このＷＨＩＬＬと

いう新しい車椅子をつくったわけですし、またＨＡＬと呼ばれるロボットスーツで、筋肉の衰

えた高齢者、あるいは身障者、あるいはそれを介助する人たちに非常に大きな恩恵を与えてい

る。あるいはスマホとかＩＯＴを使った健康管理とか見守りとか、そういったよりよい製品サ

ービスへの需要というのは、物すごく大きなものがあるのだろうと思います。 

 また、住みやすく健康寿命が長い都市づくりということで、松本市のヘルスバレーというの

が多分非常に大きな成功例だと思いますけれども、健康医療産業の集積によって、住みやすい

都市、高齢化社会になっても健康で長く楽しく生きられる都市をつくるというのも、すごく重

要なイノベーションだと思います。そういった多様な需要というものを掘り起し、きめ細かく

応えて新しい市場を生み出すというのが、日本型のイノベーションの１つのポイントであろう

と思うわけです。 

 また、それを支える担い手ということで言えば、日本には草の根レベルの多くの担い手がい

るということも疑いのない事実です。只、一方では、イノベーションというとすぐベンチャー

の話が出てきて、そこには物すごく優秀、天才的な人たちがそういったベンチャーを起こして

イノベーションをつくっていくのだ。だから優秀な人たちを育てるためにある特定の大学にお

金をたくさん使って、ほかの大学は職業訓練校になればいいと言っている人がいて、政府の文

教政策もそういうふうに変わりつつあるわけです。 

 

イノベーションにヒーローは要らない 

 ただこれまでイノベーションをたくさん起こしてきた企業、例えばスリーエムという会社が

あって、アメリカのミネソタに本社がありますが、皆さんが御存知の製品で言えばポスト・イ

ットをつくった会社です。高速道路を走ると緑色の看板がありますけれども、あそこに塗られ

た特殊な塗料、光が看板に当たると光ったところに戻ってくる。だから夜でも高速道路のサイ

ンが見えるわけですけれども、あの特殊な塗料をつくっているのがスリーエムです。また看板

とか飛行機だとか、あるいは山手線とか京浜東北線に張られているフィルム、汚れてもその汚

れを自動的に勝手に落としてくれる塗料を使った商業用看板、そんなものをつくっている会社

がスリーエムです。 

 スリーエムのアメリカ本社で技術のトップをやっていた新村さんという方が、私どものイノ

ベーションの委員会の委員になってくださって、イノベーションにヒーローは要らない。誰で

もイノベーションを起こせるし、いろんな多くの人たちのチームワークと自主性によってイノ

ベーションをつくってきて、世界で最もイノベーティブな企業としていつも名前を連ねるスリ



 １２ 

ーエムというものをつくってきたということをおっしゃっていました。 

 ちなみにスリーエムでは１５％ルールというのがあって、従業員が働く時間の１５％を本業

というか与えられたアサイメントと全然違うことをやりたいと言っても上司は絶対にそれを拒

否しないというルールがあって、そういったものをベースに社員が自主的に新しい取り組みを

行ってイノベーションを起こして、たしか３年で売っている製品の半分を新製品にするという、

それをずっと繰り返している企業です。そういったイノベーションの起こし方というのが可能

だというか、それがイノベーションの本筋であろうと思うわけです。 

  ドイツ経済を牽引しているのはミッテルスタンドと呼ばれる中堅中小企業でありますけれ

ども、彼らは独自の技術やノウハウといったものを常に磨いてドイツ経済を牽引しているわけ

です。メルセデスやＢＭＷがドイツを引っ張っているわけではないということは、改めて思い

起こす必要があるのだろうと思います。 

 ドイツでもそうですけれども、そういったミッテルスタンド、中堅中小企業が立地している

のは地方です。その地方で長い時間をかけて蓄積されてきたいろんな技術だとかノウハウだと

かネットワークだとか、そういったものを生かしてイノベーションを起こすことというのは、

十分できるのだろうと思います。 

 尚、日本にはたくさんのイノベーションを担う企業があります。大企業は、豊富な人材と資

金とか技術の蓄積があるわけですし、また中小企業は独自の技術やノウハウ、構造変化を乗り

切る対応力あるいはグローバルニッチトップたり得る実力を持った企業は、日本にたくさんあ

ります。 

問題は、そういった潜在力を生かす環境や仕組みをどうやってつくっていくのか。そういっ

た人たちがいるのだから頑張れというだけではなくて、インセンティブだとかモチベーション

だとか、環境というものをどうやってつくっていくのかというところあるかと思います。成長

戦略ということで言えば、大体２００とか３００のメニューがばーっと並ぶわけです。どれも

これも中途半端に終わって、毎年毎年新しい成長戦略というものがつくられて、その繰り返し

でこの安倍政権の期間、あるいはそれ以前から、今から振り返ればもう１５年以上その繰り返

しをやってきて、いまだにイノベーションというのが目立った形では起きていないというのが

現実であります。 

 

シリコンバレーのコピーはつくれない 

 ここからは私の個人的な考えですけれども、大事なポイントは何かということを２つ申し上

げたいと思います。 

 １つは安倍政権の成長戦略の考え方です。いわゆるトップランナーというか、できる人とい

うか、そういった人たちがまず元気になって、そういう人たちが経済を押し上げて、その経済

成長の成果がトリクルダウンという形で下のほうに及んでいく。それで日本経済全体がよくな

ってイノベーションが起きるという考え方をしているわけですけれども、それはアメリカの例

が示すように、多分機能しないというのが明らかになってきているように思いますし、先ほど

申し上げたような多様な担い手がそれぞれ能力を発揮できるようなシステムというのをつくる

ことが、より重要だと思うわけです。 

 繰り返しになりますけれども、先ほど草の根イノベーションと申し上げましたけれども、そ

れが起きなくなったので、なかなか難しくなったので、仕方なくシリコンバレーモデルという

ものをもてはやしているというのがアメリカの実情だと、エドマンド・フェルプスというノー

ベル経済学賞をとった研究者は言っています。そのシリコンバレーを全米各地につくろうとい
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う試みというのはずっとなされてきており、カンザスシティにヘッドクォーターがある

Kauffman Foundation という、アメリカでベンチャーとかスタートアップをどうやってふやし

ていくのかということを研究、あるいは実践している人たちと話をしたときに、彼らが言うの

は、シリコンバレーのコピーをアメリカでつくろうと持ったけれども、無理でした。あれは特

殊ですということを言っています。つまり、そんな特殊なシリコンバレーを日本でつくろうと

したってそもそも無理な話であって、それよりも草の根の力というのをどうやったら生かせる

のかというのを考えるべきであるというのが、私の考え方です。 

 そのために、幾つか最後に挙げておくと、まず豊富な資金と人材と技術を持っている大企業

が、もっともっと柔軟にならないといけないと思います。イノベーションの議論をしたときに

指摘されたのは、大企業はどうも引きこもりになってしまっている。また、内向きになって、

イノベーションというのを起こす力を、潜在力はあるのだけれども、だんだんとなくしてしま

っている。例えば大企業とベンチャーというのは、最近でこそようやく連携をするようになり

ましたけれども、２～３年前まではベンチャーの人が大企業に、うちと協力しませんかと言う

と、必ず門前払いを食らった。社内の人には、何であんなことがうちにできないのだ。ノーベ

ル賞級の研究者がいっぱいいるのにということで、ベンチャーなんか当てにしないで自分たち

でやれとずっと言ってきた。そういった内向きの思考というのが大企業には残っていますし、

それがあるので産学連携にも及び腰、組織人事を超えたイノベーションのためのチームづくり

というのも、なかなかうまくいかない。大企業は、力はあるのだけれども、それが持ち腐れに

なっているということで、これを変えてほしいというのが第一にあります。 

 

自立せよ日本の中小企業と地方 

 また２番目には、中小企業とか地方も自立してほしいと思います。非常に失礼なことを言い

ますけれども、やはりまだ大企業や中央政府に依存をしているという面はないのかなと思うわ

けです。中小企業の中でグローバルなビジネスモデルを打ち立てていらっしゃる企業、そんな

にまだ多くはないと思います。世界のナンバーワン、オンリーワンの中小企業は日本にはたく

さんありますけれども、今もって大企業の下請けをやっていらっしゃる企業が非常に多いです。

ドイツでは、そういった企業は大企業の下請けは絶対やりません。メルセデスが部品を売って

くれと言ってきても断るとみんな言っています。何となれば値切られるから。自分たちが自分

たちのビジネスモデルでグローバル市場に打って出れば、ちゃんと技術なりの利益を上げられ

るからということで、彼らはそういった生き方をしています。日本もそういった生き方ができ

るだけの中小企業はたくさんあるはずです。 

 また、地方創生においても、住民のための持続的地方創生モデルと言ってますが、まだまだ

中央政府から補助金をもらえるので、それを使っていれば何とか提出した計画は達成できると

いうスタンスでやっていらっしゃるところが少なくないという話を聞いたりします。これも失

礼なことを申し上げているのかもしれませんけれども、そういった指摘をよく耳にします。 

 

イノベーションのための働き方改革と金融 

 ３つ目。やはりイノベーションを起こすためには、安定した雇用と真っ当な賃金というのが

必要だと思います。ちょっと話が飛ぶかもしれませんけれども、企業の成長力とか生産性を支

えるのは、そういう見えない資産である人の力であって、その労働力というのを今調整可能な

コストとして扱おうとしている、あるいはしてきた。日本の企業あるいは労働政策、制度とい
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うのが改まって、人を育てることが、あるいは能力を持ったちゃんとした仕事をした人にはち

ゃんとした賃金を払うという、そういう仕組みをつくることによって、初めて働く人というの

は一生懸命イノベーションを起こそうと頑張るわけです。今の日本の企業社会、労働市場には

そういった前提というのがどうもなくなってきてしまっているような気がします。そういう意

味で、私は安倍政権の働き方改革の本質が、企業にとって柔軟に低コストで使える労働力をふ

やそうということであれば、ちょっと考え直した方がいいと思っているところであります。 

 最後にもう一つだけつけ加えるとすると、経済システムの民主化ということを進めるべきだ

と思います。つまり、若者とか女性を生かす雇用システム。女性活躍というのは非常に大事な

政策だとは思いますけれども、そこで頑張れ、活躍しろと言われている女性は、本当に一握り

の必死に頑張って役員だとかになる方たちだけです。実際に女性の管理職がどうしてふえない

か。とにかくマネージャーとプレーヤーが一緒になった仕事を一緒にやらないと、その地位に

は入れないということで、そんな大変な仕事、男性でも嫌がっているのに、女性で何でできる

だろうかと、そういった今の労働市場の問題点というのが浮かび上がってきますので、トップ

のすばらしく飛び抜けてできる、男性よりも頑張る女性が役員になってめでたしめでたしとい

う話ではなくて、そういう普通のというか、言い方は変ですけれども、女性が本当に普通に頑

張れる環境をつくらないと、あるいは若い人たちも頑張れる環境をつくらないと、イノベーシ

ョンは起きない。 

 最後に、これは私自身銀行出身なので金融について言えば、フィンテックのような新しいイ

ノベーションを使って、これまで銀行が中心的プレーヤーであった金融市場に、さらに金融の

ベンチャーだとか、あるいはクラウドファンディング、Ｐ２Ｐレンディングのような、みんな

の少しずつの金融資産というものを使って、それで新しいイノベーションを起こせるという、

そういう仕組みというのをつくることが必要なのかなと。 

 何で金融の話をしたかというと、ベンチャーにしてもあるいはソーシャルビジネスという新

しい社会の担い手にしても、大きな企業もそうですけれども、必ず出てくるのはお金がないと

いうことです。いろんなことをやりたいのだけれども、資金がない。誰も資金を貸してくれな

い。出資をしてくれない。必ずお金のことが最後にネックに出てきますので、その金融の民主

化というのをもう少し進めれば、イノベーションが起きやすくなるということを考えて、最後

につけ加えさせていただきたいと思います。 

 

 最近イノベーションに関して読んだ本で、これはおもしろいというのを、参考までに挙げさ

せていただきますと、先ほどお名前が出てきた吉川洋先生は、以前から経済成長を決めるのは

人口ではなくてイノベーションだということをおっしゃっています。またエドマンド・フェル

プスというアメリカの経済学者、翻訳がいいのかどうか、難しい本で読むのに難儀をするので

すけれども、草の根イノベーションについて書いています。また英語ですけれども、イノベー

ションというのは、創造的破壊ではなくてむしろ日々の積み重ね、これによってイノベーショ

ンというのが起きているのだという、アメリカの研究事例ですけれども、非常にインパクトが

ある論文でございましたので、最後に紹介させていただきたいと思います。 
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基調報告へのコメント 
 

 平田 潤 氏 （桜美林大学大学院教授）    
 

杉浦先生、すばらしい御講演ありがとうございました。 

 前半はちょっと暗い話のインパクトを引きずっておられるという感じはしましたが、先生は

まず過去のデータに基づいて、非常に的確に、日本の経済成長には労働投入要因ではなくて、

むしろ生産性の上昇こそが最も貢献しているという事実から、人口減少ペシミズムを明確に退

けられました。そして、その決め手としてイノベーション、とくに「草の根イノベーション」

というのを評価されています。この点まさによくぞ言ってくださった。我が意を得たりという

感想です。 

 そこでせっかくの機会ですので、是非、幾つか教えていただきたいことがございます。 

 １つはフェルプス教授が出てきたのですけれども、米国の過去の成長や生産性を分析すると、

これまでに草の根イノベーションが失われてきている。それが米国がシリコンバレー型の超イ

ノベーションに極端に依存している現状を生んだとされていますね。確かに米国はものづくり

で競争力を失い、さらにアウトソースをして、その結果基盤技術がなくなった。これに中国な

どのグローバル生産ネットワークの活用とかＩＴ革命が拍車をかけているわけですが、そうだ

としますと日本も、勿論、米国ほどではないにしても、かなり草の根部分が空洞化しているの

ではないか、あるいは風化しているのではないかなという疑問が１つございます。 

 もう一つ、単刀直入にこの草の根イノベーションですが、果たしてＧＤＰ統計でその価値が

正当に計測あるいは評価されるのか、そういったところに少し疑問を持っております。ちょっ

と論点はずれますけれども、サービス産業、サービス分野の生産性の問題、これは白書などで

日本はかなり欧米に比べて低いという指摘がありますけれども、そもそもサービスの品質の差

を十分考慮せずに生産性を比較する議論というのはなかなか難しいだろうと思います。 

 ハードな部分、ものづくりにしても、さっきドイツの例をおっしゃいましたけれども、中小

企業の創意工夫などは日本は非常に高品質であり日本の強味になっているわけですが、その付

加価値というのが必ずしも対価で評価されていない。つまり簡単に言いますと、そういった創

意工夫、イノベーションあるいはおもてなしでもいいですが、価値、価格、対価に明確にあら

われない限り、あるいはユーザー、企業がきちんと対価を払わない限り、生産性の上昇、つま

りＧＤＰに反映されないのではないか。 

 もう一つ言ってしまいますと、そういったサービスの付加価値に対価を払うことに対して、

さまざまな理由で抑制がかかる日本では、果たして草の根イノベーションがきちんと評価され

るのか、非常に心配だと思っております。 
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コメントへのリプライ 

 

  

 

貴重なコメントをいただき、ありがとうございました。 

まず日本における草の根の空洞化というご指摘は、おっしゃる通りと思います。これまでの

経済成長の歴史を見ましても、スポットライトを浴びるのはいつも先端的な企業やヒーローで

すが、実際に経済の基盤を支えてきたのは多くの中小企業であり、ひたむきに働く多くの人々

です。それを理解しないで、一部のトップ企業やエリートがいればよくて残りは整理すればよ

いという考えに政府やエコノミストが支配されていること、そして実際にそれに沿った政策が

採られて、「草の根」の基盤がどんどん壊れてきたことが、日本経済にとっての大きな問題であ

ると感じています。 

日本のサービス業の生産性が低くてそれが全体の生産性を押し下げているという指摘も、そ

の通りだと思います。そこで一つ気になるのは、例えば日本が優れている「おもてなし」とい

うサービスのあり方が、生産性を下げているのではないかという点です。「おもてなし」自体は

素晴らしいことであるとしても、それが過剰なサービス、必要以上に提供されている本質的で

はないサービスだとしたら、それが生産性やサービス産業の成長にとって必ずしも望ましいこ

とではないと考えることもできるのではないかと思います。 
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【第２セッション】  
 

 

“国のかたち”の 

再構築 
 

―４７都道府県体制を超えて 
 

 

 

[基調報告者] 
 

 

佐々木 信夫 氏    
中央大学経済学部教授 
 

 

 

 プロフィール： 
１９４８年生まれ。早稲田大学大学院修了。東京都庁企画審議室等で１６年勤務後、

法学博士取得（慶應義塾大学）し中央大学教授へ。専門は行政学、地方自治論で政府

地方制度調査会委員を務める道州制論の第一人者。明治維新期の廃藩置県断行が人

口急拡大時代に備えた「政治革命」であったとすれば、日本が未曽有な人口縮小高齢

化時代に突入して行く中で問われる「廃県置州」（４７都道府県体制の解体？）は新たな

“国のかたち”に向けた「政治革命」となるのか。道州制論に絡む諸問題を総括しながら、

壮大なビジョンを現実化させるための具体的提案に挑む。 
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基調報告 

 

「日本合州国」の実現に向けて 

この「“国のかたち”の再構築」という、今日本ではどこも議論されていないテーマを巡って、

３カ月前に御指名をいただいたのですが、何しろ首都の政治は大丈夫か、首都の政治はあのま

までいいのかという小池批判ばかりやっていましたものですから、なかなかこの道州制の日本

再構築までは頭は回っておりませんでした。とはいえ、先ほどのお話を聞きながら改めてこれ

からの人口減少時代の国の形としてはこれしかないのかなということを、実は申し上げようと

改めて認識をしたところでございます。 

  「日本合州国の実現を」―これは実は平成３０年の３月にある新書から発行する本のタイ

トルでございまして、日本合州国。これはアメリカ合衆国と違いまして、「州」という字に変え

てございます。その冒頭だけちょっと読ませていただきたいのですが、「明治維新期に行われた

廃藩置県は、人口急拡大時代に備えた政治革命であった。明治維新から１５０年、経済も人口

も所得も財政も政府も全部右肩上がりだったと思いますが、これに備えたある意味政治革命で

あったとすれば、これから行われるべき、あるいはこれから本格的に取り組むべき政治革命と

いうものは、人口縮小、豊かさ追求時代に突入していく中での廃県置州だろう」と。４７都道

府県にかわる新たな国の形というものをどのようにつくっていくのか。私は勝手に１０州２都

市州という日本型州構想を提案し、道州制という言葉をやめております。道州制と言っている

のは、要するに北海道の道を１つの州と捉えて言っているだけの話でありまして、北海道州と

ネーミングをしますと、九州州も含めて日本は州に統一できる、ネーミング的には、そういう

提案を実はしているわけでございまして、道州制という戦前から７０年間、戦後も含めて手あ

かにまみれた言葉は消していこうと実は思っておりますが、しかしそうは言ってもきょうの話

も道州制という今までのつくられてきた議論をベースにお話をしてみたいと思います。 

 何が従来の道州制の欠点か。まだ何のことかわからないという方もおられるかもしれません

が、４７都道府県にかわって日本を東北とか九州とか北海道と上から目線で羊羹を切るように

９つとか１１とか１３とかいろんな案がございますけれども、これで府県にかわる州制度をつ

くろうという。そこに内政の拠点を求めようというのが、これまでの道州制、一番直近では１

０年前の道州制ビジョン懇談会です。 

 第一次安倍政権で置かれた道州制担当大臣、渡辺喜美という方が担当大臣でしたけれども、

渡辺大臣のもとに置かれたビジョン懇談会の中間報告で使われたのが、地域主権型道州制とい

う言葉でございました。 

 ただ、いかんせん現実は、例えば２０の１００万政令指定都市が存在する、あるいは２０万

以上の規模の８０近い中核市が存在をする。こういうものを無視した、いわゆる上からの羊羹

切りの道州制でございましたので、一般の国民あるいは中小含めて経済活動をなさっている

方々から見ると、何となく臨場感のない、改革、改革と言いながら、幻の改革構想に終わって

きた。国民から遊離した、あるいは実際の基礎自治体から遊離した道州制論というものが、何

度も繰り返されていますが、実現をしていない１つの大きい理由だろうと。 

 そこで、日本合州国という勝手な名前をつけていますけれども、やはり大都市とか中都市を

核に、そこでやられない部分を広域的な州がやるという、いわゆる下からという表現は当たっ

てはいないかもしれませんけれども、日本の今の現実の姿の中で、都市を強くしながら日本を

再構築していくという、分厚くない州が物すごく権限を持ってというよりは、基礎自治体であ
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る大都市が強くなっていくような、そういう州の形をつくっていくなら、もしかして間もなく

始まる憲法改正の論議の中で、この提言は生かされてくる可能性はあると実は見ています。か

つて民主党の鳩山由紀夫氏は地域主権改革を改革の一丁目一番地と言いましたけれども、結局

極めて大事な改革をやらないまま、地方分権改革も進まず、いわんや税財政改革も行わないま

ま、増税を約束して消えていった。二度と立ち上がれない政党だろうと実は見ております。自

民党にかわる第二勢力の再構築というのも日本の政治にとっては実は大事でありますが、１つ

のキーワードとしては地域主権国家をつくるための新たな日本型州構想というものを実現する

というのを切り口に、１つの政治の売りにしていけばいいのかなと思っております。 

 

憲法改正と道州制 

 今の政治状況を見ますと、先ほどまでは経済の話でしたので、ちょっと荒っぽい政治の話を

しますと、大体民主党政権以後今の安倍内閣につながるところは、ほとんど道州制の論議はご

ざいませんけれども、それ以前には、実は道州制に関する２００名の国会議員の会議がありま

して、堺屋太一さんと私は外部からの有識者としてかかわっておりましたけれども、どういう

空気かと言えば、まず自由民主党、衆議院、参議院を含めてざっと３００だとしますと、３０

０のうち３分の１は賛成なのですね。今までの道州制論でも賛成なのです。もう一方の３分の

１の方は、町村、農村というものをベースに立候補されているということがあって、反対なの

です。ですから、絶対賛成が３分の１、絶対反対が３分の１。残る３分の１が何を言っている

かと言えば、格差の是正というものを担保できるなら道州制というのは時代の方向としては選

択すべき改革であると。ですので、大枠で言いますと３分の２は賛成なのです。 

 それと現実の今の政治を見ますと、日本維新の会、私は大阪の特別顧問をやっていますが、

彼らが提起した大阪都構想は１回住民投票で否決されていますが、どうしてもこの日本は一極

のままではだめでありますので、二極体制なり多極体制に持っていくための大阪都構想の住民

投票を平成３０年の秋、多分１０月だろうと思いますけれども、大阪万博が決まるかどうかと

いう前後とかかりますけれども、住民投票をやる準備をしております。今度は多分２８０万の

大阪市民の方々は賛成をされるのではないか。１万票という差でこの前は否決をされておりま

す。ただ橋下徹というリーダーは去っておりますので、ちょっと訴えるインパクトが弱いかも

しれません。 

ともかく日本維新の会１５、希望の党５０、それから自民党、衆議院、公明を含めて政府与

党ざっくり２００を足しますと、国会勢力としては２６５というが道州制に賛成するグループ

がいるのです。立憲民主とか共産というのは、多分賛成はなさらないだろう。一方、先般の衆

議院総選挙が終わった以降も、官邸あるいは自民党の首脳部の頭の中は、憲法改正でいっぱい

であります。平成３０年の９月の自民党総裁選、安倍再選か知りませんけれども、そこに向け

て憲法改正案を衆参両院で可決をして、発議まで持っていきたいという、これで頭がいっぱい

のようです。 

 何を言っているかと言えば、憲法９条に自衛隊を書き込む。教育の無償化を書き込む。それ

から緊急事態条項を憲法に入れる。もう一つ、運転席を後ろに向かって運転しているような話

が出ているわけですが、参議院の合区を廃止して、広域地方公共団体という言葉を入れて、４

７都道府県体制というものがそれを意味するということを憲法に書き込もうという話。必ず参

議院は島根県でも鳥取県でも高知県でも徳島県でも、１人の代表が生まれるようにしよう。こ

ういう議員の議員による議員のための憲法改正案というものが１つある。つまり合区というも

のは府県制度がかたくあるから問題になっているわけでありまして、これを広域州にすれば何
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もそういう１票の価値の問題というものも解消するわけであります。そのことを憲法第８章地

方自治のところにきちっと書き込む。 

 その場合に、可能なら、そういう言葉を入れるかどうかわかりませんけれども、いわゆる道

州制というものをきちっと書き込んで、この人口減少時代の国のかたちというものを明確にす

る憲法改正をしていく。道州制そのものは賛否両論いろいろありますが、新しい国のかたちを

つくるというのが憲法改正で、多分３０年、４０年に一遍しか行うことができないような憲法

改正でありますので、この第８章を絡めて地域主権国家をつくっていくための新たな国のかた

ちというものが議論として起ってくればいいなと実は思っております。その口火がこの白馬会

議であることを願うわけでございます。 

 

道州制と市町村合併 

 大きくお話は３つです。 

 １つ目は、やはり新たな国の形を再構築せざる得ない背景です。これは人口減少ももちろん

ございますけれども、それだけではないです。 

 ２つ目としては、道州制というのは一体何なのだろうか。これまで議論してきた道州制も含

めて、道州制というのは都道府県合併ではないかという、大体一般的な４７都道府県にかわっ

て１０ぐらいの州にくくるという話ではないか。でも、これはもう懲りた。なぜならば、この

２０００年、平成１２年から約１０年間、明治の大合併、昭和の大合併に次ぐ平成の大合併を

やったわけですね。あまり合併が進まなかった１つに福島県がありますが、そうした中で３．

１１という大きい事態になり、沿岸部に小規模自治体が非常に多かったため復興で非常に苦労

をしている。 

 ともかく平成の大合併で市町村合併の評価というものは、１０年たちましたけれどもいろい

ろです。自民党の中で聞きますと、もう市町村合併はやるべきじゃない。国の形特別委員会と

いうものに呼ばれまして、参議院でお話をしたことがある。そこで自民党の議員の方々が何を

議論しているかと言えば、平成１２年まで３，２３２市町村体制の中で、市町村の議員は６万

人いた。ところが平成大合併によって１，７１８市町村になり市町村議員は半減しております。

その中で町村が９００近くまだございますけれども、特に町村議員が４万人から１万２，００

０人に激減をした。したがって、自民党は選挙で弱くなった。こういうレベルの話なのです。

つまり選挙の手足がなくならないようにこれから町村というものは残しておかないといけない

のだと。これも議員の議員による議員のための議論だろうと思いますけれども、そういうお話

がございましたけれども、そういう方々が、大体３分の１の反対グループだと見ていい。 

 ３つ目にどのようにして道州制を実現すればいいのか。先ほど政治の状況を申し上げました。

ただ政治家はともかく、国民世論として、平成の大合併で現実に市町村は半分になったけれど

も、その効果というものが必ずしもいい効果だけではない。明治２２年に明治大合併で７万１，

０００の町村、大区・小区が１万５，０００の市町村になっています。とは言っても市は３９

市しかない。今回ご参加の上田知事がおやりになっている埼玉県も、明治２３年には県庁所在

地であった川越でも実は市ではなかったのです。その後であります。ですから、４７府県体制

の中で必ずしも各県に１つの市があったわけではない。ほとんどは町村であります。 

 この合併と、昭和の大合併と言われている昭和２８年から昭和３６年にかけて、日本が高度

経済成長時代に入っていく受け皿づくりと言えば受け皿づくり、同時に戦後憲法で基礎自治体

の仕事が大変ふえておりますので、大体中学校をきちっと経営できる規模として、人口８，０

００人以上の市町村に再編するということをやった。ここで実は３，５００の市町村体制に変
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わっているのです。 

 ここまでは、合併をして分裂をして、戻ったという歴史はないのです。ですから、大枠で言

いますと、明治の大合併も昭和の大合併も、日本では成功していると見ていい。いろいろしが

らみとかございますけれども、時間を重ねて議員選挙とか首長選挙を続けながら、大きい枠の

自治体を使うということに知恵を絞るというのがこの国だろうと。そういう意味では、平成の

大合併は少し明治、昭和とは意味が違って、いわゆる地方分権の受け皿たり得る自治体をつく

るのだという狙いではございましたが、そこは余り明確にならないまま財政で誘導したという

ことが問題であったかもしれませんが、多分分裂をして戻るということはないであろう。 

 イギリスとドイツと日本、そしてスウェーデン、この４つの国が市町村再編、合併に大変熱

心な国であります。その中で日本は１３５年の間に７万１，０００が１万５，０００になり、

１万５，０００が３，５００になり、そして１，７１８になっている。政府の目指した１，０

００という市町村にはなりませんでしたけれども、非常に規模を拡大しながら基礎自治体を充

実させてきた。 

 

人口減少と国のかたち 

 ４年前に出された増田寛也氏等による地方消滅という１つの研究成果を見ますと、１，７１

８市町村の半数は人口が半数以下になる。しかも１万人未満の町村は消滅してなくなる可能性

が強いということを発表していますよね。あれは多分、従来の社会保障・人口問題研究所の推

計と違い、２０歳～３９歳までの女性の動向を見ているわけで、この年代の女性で９割の子供

さんが生まれている。その年代の３分の２の方は結婚し、子供がいる。そこを出生率で計算を

しますと、１．８人の子供さんがいる。ですから、安倍さんがアベノミクスで言っている２０

６０年に向けた希望出生率として１．８で、日本の人口を１億人に食いとめるという目標は、

実は３分の２の２０歳～３９歳の女性の年齢層では実現はしているのです。問題は３分の１の

女性が結婚しないか、結婚しても子供さんのおられない方々が出生率ゼロでありますので、こ

れを合算して合計しますと、出生率は１．４３という数字になるということなのです。 

 一方、人口減少対策にはしゃかりきにやっている。例えば１．８人いる子供さんのところで、

もう一人子供さんを産めないでしょうか。３人目には１００万円差し上げますとかいろんなこ

とやっているわけです。もう一方では、３分の１の方でいろんな理由によって子供さんが生ま

れないという方もいる。それは医療費の治療費も補助しますよということもある。医療だけの

問題ではもちろんないです。結婚がなるべくできるように、いろんな環境を整えるということ

もやっている。これでも、多分２１００年人口というのは最大見積もっても８，０００万人ま

では落ちるであろうと。もっと加速化しますと、５，０００万人まで減るかもしれないです。 

 国のかたちを考える場合に、今から１３５年前、日本の府県制度、市町村制度が始まった明

治２２年。府県制度は明治２３年ですから、内閣制度が始まったのが明治１８年、国会が明治

２３年ですから、大体明治維新から２０年かけて近代国家の体制ができていったとして、その

ときの日本の人口というのが３，５００万人であります。日本というのは大体１，０００万人

の時代が長いのです。明治維新以降急速にふえて４倍に人口が膨れ上がるという異常な２０世

紀でして、人口大爆発を経験しているわけですけれども、３，５００万人が１３５年前の日本

の姿です。馬、船、徒歩で仕切られたところを県境として、そこの中で生活圏が完結していた。

府県制度ができていた。それを３００余の藩を統合して４７に再編をしたということでありま

す。 

 そのときに、今のような東京一極集中かというと、そんなことはない。日本で人口が一番多
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い県は、明治２３年の府県制度が始まったときに新潟県が人口の一番多い県でした。東京府は

９番目であります。それからの変化というのは、経済活動と物すごく関係があるわけですけれ

ども、大都市圏に集中するということを呼び込んだ部分もありますけれども、大きい変化が起

こってきた。 

 そこでどうするかという問題を、もう一つ考えなければいけないのですが、廃藩置県から廃

県置州という日本の第２の政治革命を起こせるでしょうか。明治維新、戦後改革と外圧によっ

て改革が行われた国が日本です。三度目も外圧がない限り改革を起こせないのだろうかという

ことが今問われている。これを盛んにおっしゃるのは堺屋太一さんですが、やはり２０世紀の

人口爆発期が２１世紀の人口大減少期に入っていく。単純に申し上げるとすれば、入れるもの

が大変少なくなっていくのに、入れ物そのものが大きい。こういうものに大きい無駄はござい

ませんかと。 

 

地方創生下で進む集権国家への回帰 

 ４７府県体制というのが、実は戦前の府県と戦後の府県は性格が変わっています。戦前は国

の総合出先機関、内務省職員が知事をやっていた時代ですので、国の行政をやるための総合出

先機関として府県制度があったわけですが、戦後はそれを自治体に変えた。これも外圧によっ

て民主化したと考えれば、公選の知事、公選の議会制度を置きましたけれども、実は２０００

年までやっていた仕事は、国の仕事を委任されて、８割は国の仕事を処理するというものが続

いてきたのです。ですから、知事さんも当時は２２省庁ありまして、２２の大臣の部下として、

農政は農水大臣の部下として知事が委任された仕事を処理するのです。 

 市町村も実は同じでありまして、各省大臣から委任された仕事は約５割です。それから県か

ら再委任と県から委任された仕事が３割。ですから、日本のこの三層制の政府とは言うものの、

国が設計したものを都道府県も市町村もおおむね８割代行処理をするということが、公選の知

事、公選の議会を置いたとは言いながら、実はこの全国に統一性、公平性を実現し、国が強い

指導力を発揮するという中央集権体制のもとで地方自治体の営みが行われてきた。 

 ただ問題は、そこで２０００年以降分権国家が始まったと言っているのですが、今見ますと

それもどこかへ飛んでいきまして、集権国家への回帰であります。地方創生ということは戦後

日本７０年の政治のテーマそのものですよね。つまり大都市に行かなくても、あるいは出稼ぎ

をしなくても、職住近接の社会をつくるために３大高速網をまず整備するというのが田中列島

改造論であったはずですが、高速道路も新幹線もジェット空港化もそうであります。その後加

わってきたのが高度情報通信網の整備で、４大高速網をつくった。 

 ところが、こういうハードなインフラの整備は確かに成功して、もしかして大都市圏の果実

なり人というものは、地方に動くと見た。ところがもう一つ、ソフトなインフラについては、

そのまま明治以来中央集権体制のまま来ていますので、意思決定の仕組みを１点に集めたまま、

そのまま分権改革もしないまま来た国でありますので、逆にストロー効果が働いて東京だけが

膨れ上がっていくというものになった。そういう東京では、この５年間の間に４人も知事が変

わるような、政治的に非常に不安定な状況です。石原慎太郎氏辞任後は、暫定政権が続いてい

ると私は思いますけれども、その話はその話として。 

 

中核市・政令市への着目 

 いびつな一極集中という国のかたちが、結果において２０世紀はどういう遺産を残している
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かと言えば、１つは超過密。東京１都３県と名古屋圏と大阪圏、これで国土面積の１０％です

が、東京圏ですと、東京都は１％ですし、１都３県で３．６％ですが、国民の６割がそこに住

んでいる。国土の１０％のところに国民の６割が住んでおり、残る９０％のところに国民の４

割が住んでいる。その残る４割の部分が、実は過疎問題を抱えた地域。一方で６割の人たちが

住んでいる１０％の部分が、超過密問題を抱えているという、こういう双子の問題を解決する

ために、分散型、分極型の国土をつくっていこうではないかと言いながら、なかなか意思決定

系の分散というのは、企業の意思決定も含めてですが、集権体制を崩すというところになかな

か行かないという話であります。 

 ですので、その一角を崩すなら、大阪都構想のようなものをきちっと実現をして、３分の１

ぐらいの首都機能を移せと言っているわけですが、なかなかうんとは言わないのですが、そう

いう受け皿をつくるようなことをやらないと、なかなか切り口は見えてこないだろうと思いま

す。ともかくこの２０世紀に発展をして来たこの国が今後衰退をしていくとはいうふうにはな

らないと思いますけれども、ただ人口減少を抱えながらどのような形で再構築をしていくのか

というのは、大変大きなテーマであります。 

 日本の都道府県もそれは６０万人規模の県から１，３００万人の非常に格差の大きい形にな

っています。市町村の場合は７割が人口５万人以下の規模ですが、そこには国民の２割しか住

んでいません。一方、５万人以上のところが市町村数では３割にすぎませんが、ここに８割の

国民が住んでいます。 

 冒頭に申し上げた、日本型州構想ということを最後申し上げますけれども、２０万人以上の

８０近い中核市、そして１００万規模の２０の政令市。両者を合わせますと１００近い数の都

市制度になります。これはまだ自治体の数としては７．７％しか占めませんが国民の５０％以

上の方が、府県の役割を基礎自治体が果たしているという制度下でもう暮らしているのです。

ですから、府県は要らないと言えば要らないわけでありまして、より政令指定都市を特別市と

いう形にレベルアップしていきますと、府県というものは相当程度空洞化する。合併ではなく

てこういう市を核に４０～５０万の連携中枢都市圏をつくっていこうというのが、今の政府の

動きであります。 

そういう大都市を持たない府県区域をどうするかということはもちろん残りますし、それは

州の役割としては大変大きい役割として残るとして、実はこの現実を見ますと、州制度をつく

っていくということは、多くの方々が納得するような議論につなげることが実はできるのでは

ないかと私は思います。 

 

地域主権型道州制の設計図 

 そこで道州制の話なのですが、ではどういう中央地方関係を目指すか。今まで国と地方が上

下主従関係にあったことは間違いない。全国を統一的に公平に、中央政府が強い指導力で全体

を持ち上げるということが必要だった国でありますので、それが追いつき、追い越せ型近代化

を実現する１つの道であったことは間違いない。ただ教育の世界を見ても、大学、短大、進学

率も５割を超えており、人々の価値観は多元化し非常に多様化した国になっている。 

 そうしますと、多元化、多様化というキーワードに合うような公共政策のやり方を考えよう

としますと、多様な物差しで身近な政府というものがやはり政策の主体にならなければ、税金

の使い方１つ見ても、国民にフィットしたものにはならない。例えばお年寄りの介護を１つと

ってみても、厚労省が中心に設計をしますと、どうしても全国の標準的な物差しにしかならな

い。地方あるいは農村ですとコミュニティがあるわけで、お年寄りに例えば給食サービスをす
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るとか入浴サービスをするとか、声かけ運動をするということを自治体の仕事として求めては

いないのです。むしろ都市部に買い物に行きたいとか病院に通う１００円のコインバスを頻繁

に走らせてくれというのが、高齢者の例えば介護という費用の使い方でもそういうものを求め

ている。 

 ところが、東京２３区とか大阪の中を見ますと、もう基礎自治体の仕事は２日に一遍元気か

どうかをひとり暮らしのお年寄りのところを訪ねて声をかける、あるいは給食サービスをやる、

入浴サービスをやる。こんな国は今ないそうですけれども、しかしそこまでやらなければ高齢

者というものが孤独死してもわからないという状況になるわけで、お金の使い方はそれぞれの

自治体にお任せをするしかないのだろうということなのですが。 

 そこで道州制の話。いろいろ論点はございますけれども、大体日本を分解してみますと、お

おむね人口１，０００万人、ＧＤＰ５０兆円で１つの州がつくれる。州知事は公選で、州議会

は大体８０人程度で回せる、今、都道府県の議員というのは２，８００名おられますが、１０

州ならこのうち８００名が州議員さんとして、広域政策をやれる州議会におさまっていくだろ

う。それは同じように、平成の大合併でも大変議員さんの数を減らしたわけでありまして、地

方議員さんは半減しておりますが、都道府県の議員さんも減らすことができる。 

 あわせて、国の役割を限定をしていくというところを見ますと、衆議員４６５も半分でいけ

るでしょうし、多分参議院２４２名も１００名程度でいける。こういう計算までした上で、道

州制の性格ということについてどういう仕事をやるのかとか、どういう区割りをするのかとか、

いつごろやるのか、どういう手順でやるのかという議論をしていくことになりますが、１つ性

格として地方分権の受け皿としての道州制という州制度をつくるのだというのが今までの議論

です。ただこれは行政の分権化の議論なのです。 

 そうではなくて、地域主権型道州制とあえて言うのは、立法権、法律で決めることをぐっと

減らして、州条例等で決めるいわゆる自治体に立法権を多く移す。さらにもちろん行政の仕事

も含めて分権も図る。日本は今まで分権の議論は行政権の議論しかしていないわけで、行政を

司るのは立法権ですので、立法権の分権をきちっと図っていく。 

 もう一つ身近なところの紛争の処理というものは、何も国の裁判所である必要はないわけで、

州の裁判所であればいい。そういう意味では、各県に置かれている地方裁判所は、州の裁判所

に変えればそれで十分機能していくだろう。州条例と基礎自治体の条例に違反したものは、そ

ういうところで扱うという意味では、司法権の分権も可能だろう。そういう意味で、地方分権

型道州制ではなくて、地域主権型道州制ということを、これから設計としては考えなければい

けないでしょう。 

 

道州の区割りはどうする？ 

 あとは、区割りの議論ですね。計算上は３０通り。この御当地長野県でもいろいろ調査をし

ますと、名古屋に寄っている松本と、それから東京に寄っている長野市とは分けてもいいとい

う、こういう答えの方が結構多い。あとは静岡県も２つに割ったほうがいい。名古屋に寄って

いるほうと東京に寄っているほうは２つに割ったほうがいい。三重県に行きましても、大阪に

通っている名張とか津から含めて向こうは大阪でいい。こちらは名古屋に近いほうは中部圏に

入れる。 

 こういういろいろバリエーションを起こしますといろんな３０通りの区割りができますけれ

ども、従来型のオーソドックスと言われる区割りとして「１０道州」案（北海道・東北・北関

東・南関東・中部・関西・中国・四国・九州・沖縄の１０道州）があります。ただ関東を北関
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東、南関東の２つに割るのはいかがなものか。特に埼玉県を南関東に入れますと、北のほうは

群馬とか栃木とか茨城だけになってしまうので、埼玉に稼いでいただくために北関東に入って

もらうという話もある。 

 もう１つの代表的な案が「１４道州」案（「１０道州」から４大特別州として東京・横浜・名

古屋・大阪を分離させ、全体で１４道州とする）です。いわゆる２００万以上の政令指定都市

が３つあるわけで、横浜、名古屋、大阪ですね。ただ戦前から６大都市という話をすると、東

京市はなくなっていますけれども、それに京都市と神戸市が加わるのですが、人口規模から言

うとこの横浜３７０万、名古屋２００万、大阪２８０万は市だけでドイツのケルンなどのよう

に都市州と同様、州全体の中で同格の特別州と呼ぶこともできます。 

 

どう実現するか？ 

 そこで最後に、どのように実現をするのかという点です。ただ、いろいろ心配事、反対論も

言われるので先にそのことを見ておきます。 

１つ目に税財政の問題が大きい問題であります。具体的な税制の手法については種々議論さ

れており、例えば交付税制度は共有税制度で水平調整をすれば何とかなるという計算は３通り

か４通りビジョン懇談会の中でもやっております。只、より根本的な問いかけとしては、国民

は本当に府県を廃止して州制度に移行することを望んでいますかというとで、まだ熟度は低い。

夏の甲子園の野球は県対抗で戦っているのがなくなるのかという話がすぐ来ますので。 

もっと言いますと、１３５年使った県の名前がなくなるのかと。何もなくならない。例えば

九州熊本、九州宮崎、九州福岡と呼べばいいわけでありまして、九州という１つの州政府の中

にカウンティとして宮崎とか熊本とか福岡を残せば、その郡対抗と言う必要はないですけれど

も、甲子園も冬で行われている駅伝大会も全部残すことは可能であります。それよりも今５５

兆円使っている府県の仕事を圧縮して３０兆円にする。府県だけじゃないですけれども、３０

兆円近く圧縮するということは、多分消費税で言いますと１２～１３％ぐらい削減できる。逆

に言いますと、１２％ぐらい値上げをしないで済むぐらいの削減が可能であるという。それだ

けの簡素で賢い政府をつくれるはずです。 

 ２つ目としては、財政格差。勝ち組、負け組、はっきりしてくるという話なのですがそうは

ならない。競争によって伸びるところは伸びる。多分これから１番伸びるのは九州ですね。九

州は準備をして待っています。東シナ海、日本海をまたいで一番の市場は大きいのはインドで

あったり中国であったりするわけで、環太平洋の時代は終わっていますので、九州が日本の中

心をなすぐらい強くなっていく。 

 国会議員や中央官僚は賛成するのか。さらに言えば、今の知事は賛成するのか。４７知事会

を見ますと、日銀の支店長会議みたいなものなのです。知事会は総務大臣の話を粛々と聞いて

帰るという国の中堅官僚出身の知事が、全体の７割を占めていますので道州制には反対するか

もしれない。 

 さらに、州を余り強くするとこの国はばらばらばらになるという。そんなことはない。連邦

国家をつくろうとしているわけではありませんので、ばらばらにはならない。統一的な部分は

国がきちっと残すという意味では、ばらばらにならない。 

 ３つ目の問題として、最後誰がやるのか。どういう政治勢力がやるのかということでありま

す。やはり日本の場合外圧でしか明治維新も戦後も変わらなかった。今度本当に人口減少がよ

り強くなって、市町村が消えていくところがどんどんできてきて、本当に困ると、本格的にこ

の国の政治を再構築して、この国のかたちをつくっていくということをやらざるを得ない。そ
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ういう政治勢力が結局多数を占めるということにならざるを得ない。そうでないと、国民全体

が疲弊をしていく。増税、増税の圧力の中で、弱っていくという国にしかならないのだろうと

思います。 

道州制に関して国際的な競争のお話はまた別の機会に譲り、今回は日本国内の再整理といっ

たドメステックな話に終始しました。ともかく、道州制国家への移行は各州が各国都市と経済

面でも人的面でも交流し競争をしますので、日本の経済再生面でも大きく変わる改革構想だと

考えます。既にこの国の２０世紀が終わって２１世紀に入っていますが、その 21 世の新たな国

を構想していかなければならない時に来ているのではないかと思います。 

 改めて申し上げますと、私は、この国にもう一度「革命」が必要だと思います。明治維新

の頃に行われた廃藩置県が人口急拡大期に備えた「政治革命」であったとすれば、これからの

未曽有な人口急縮小期に行われるべき「政治革命」は「廃県置州」ではないでしょうか。 

来年は明治維新から１５０年。これまで連綿と続いてきた４７都道府県体制に代わる、新た

な国のかたち、例えば日本を１０の州につくりかえ、それぞれを内政の拠点として広域圏が競

い合う形で内外の競争力を高めていく、道州制国家への転換を目指した改革を始めるべき年で

はないか。それが真の日本再生の道ではないでしょうか。 

 

 

 

基調報告へのコメント 
 

戸所 隆 氏 （高崎経済大学名誉教授） 
 

私としましては佐々木先生の地域主権型道州制のあり方、考え方については、政治的なとこ

ろは抜きにして、賛同させていただきたいと思います。この種の視点から「国のかたち」を変

える手法には、市町村合併、都道府県合併としての道州制に加えて首都能移転があります。日

本の現状を考えたとき、道州制導入の前に首都機能移転が必要なのではないかというのが、私

のコメントであります。 

分権化、地方創生が叫ばれますが、現実には情報、カネ・人・物の東京一極集中が強く、多

くの本社が地方から東京へ移転しています。私の住む群馬県からもスバルを初め企業が大きく

なると東京に本社が移転し、税金をはじめ多くのお金が東京に入るようになっている。地方交

付税で地方にも一部戻るといっても、あまりに東京と地方の格差が大きい。経済のみならず、

政治、行政、文化の中枢管理機能も東京に集中しているのは、皆さん御存知のとおりです。 

 また非常に問題なのは、今日の知識情報化社会では人材の確保が重要になりますが、地方で

教育した人や地方出身の高等教育授受者の多くが東京で働き東京への貢献度が大きくなってい

ます。こうした人材的にバランスの悪い状態も生まれています。 

 東京一極集中の要因は何かといいますと、地方で生活して感じますのは、国民の中央官庁崇

拝や東京上位意識、上京志向が非常に強く、こうした国民意識が大きな要因になっていると考

えます。この中央集権型国家の形に基づく国民意識は、首都機能移転なくして変わらないと考

えています。私は２０年ほど前、国会等移転審議会専門委員として首都機能移転を議論する中

で東京一極集中の是正、分権化など国政改革、災害対応の強化などを議論し、動き始めました
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が、橋本内閣あたりから頓挫しているのが残念です。 

知識情報化社会における東京一極集中は、災害対応力を劣化させ、東京に集積の利益よりは

むしろ不利益を大きくし、他方で地方の疲弊も起こしている。また、首都直下型大地震が発生

し､東京に甚大な被害が出たら世界経済どうなるのだろう。東京のみならず日本、世界を脅かす

東京一極集中を踏まえると首都機能移転を前提とした形で先ほど佐々木先生が言っていただい

た道州制が必要なのではないかと考えます。 

それから今の日本の体制は東京を頂点とする階層型・垂直型なのですね。これを中心と周辺

はあっても上下関係のない水平型にしなければいけないと考えます。詳しく申し上げる時間は

ないのですが、アンケート結果からも東京を頂点とするゆがんだ序列意識・精神構造が階層型

システム・ネットワークによって形成され､その是正が求められます。 

 水平型のコンピュータ・ネットワークを基本とする知識情報化社会の国のかたちは、新たな

小さなリーディングシティとしての首都が必要となります。いわゆる農業社会あった明治初年

の首都は京都にありました。産業革命による工業化社会建設時に首都を東京に移すことで、今

の国のかたちがあるわけです。私は３０年間、京都の立命館大学で生活し、かつまちづくりに

深くかかわった中で、東京遷都故に農業文化の京都、工業文化の東京が構築でき、今日の日本

の繁栄があることを強く感じました。こうした経験からも、１９８０年代以降の知識情報化社

会には、それに適した首都を造り、その上で分権化など新しい体制づくりの必要があると思う

わけです。 

 先ほど大都市中心に考えると北関東は弱いと言われました。皆さん群馬・栃木は弱いと言わ

れますが、決して弱くありません。人口にしても上越市－長野市－前橋・高崎－両毛地区－宇

都宮市－水戸市－ひたちなか市を繋ぐ北関東・上信越自動車道沿線だけでも大体５００万人ぐ

らいいます。しかし、現状の都市間ネットワーク構造は、例えば長野と前橋間はほとんど関係

ないなど上越市～ひたちなか市間相互の結節性は希薄で、さいたま市経由の東京との結節が強

い。上越市～ひたちなか市間の相互交流を強化し北関東信越メガロポリス構想も考えられるが、

東京一極集中がそれを実現する阻害要因となっています。北関東州を創るにしても首都機能移

転で国のかたちを変革することが前提として必要となります。 

 道州制区割りでの問題は、先ほど佐々木先生も触れておられましたけれども、例えば長野は

伊那とか飯田、これは中京圏ですよね。そして松本といいましたら中央線・山梨県を通じて東

京、長野市など北信は北陸新幹線・群馬県・埼玉県を通じて東京と結節し、生活圏が異なりま

す。先ほど静岡についても議論がありましたが、単純に都府県合併で道州制区割りはできませ

ん。このあたりをきちっと押えて道州制の議論をしないとうまくいかないというのが、これま

での私の経験です。 
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コメントへのリプライ 

 

 

 戸所先生、ありがとうございます。地域主権型道州制に賛成というお話を伺い、心強く感

じました。道州制移行前にまず首都移転が必要ではないかとのご意見も、もっともなことだと

思います。方法論として、東京一極集中の要因が東京＝首都であり、そこに諸機能が集中して

いるので、それを物理的に切り離してから道州制へ移行せよというお話もよく分かります。 

ただ、少し整理してお話をしますと、首都移転が何を意味するかです。物理的な場所として

の首都移転と、機能的な面でいう首都移転は必ずしも同じではない訳です。しかも、機能面か

らみても首都機能の移転と首都という都市の移転は必ずしもイコールではない。日本の場合、

首都移転といった場合、微妙な内容を含みます。 

先ず、首都移転と首都機能移転の意味を解説しておきたいのですが、首都機能の移転という

のは、首都移転ということと少し意味が違いまして、日本では同じように言っていますけれど

も、首都移転と言った場合は日本の歴史から言うと、法律にはどこにも書いてないのですが、

皇室の移転を含むというか、皇室のある場所を首都という理解をしてきた歴史があるのです。

一般的に、立法、司法、行政の最高機関が集まっている都市を首都というのが普通ですけれど

も、日本は戦前の天皇制がそうであるように統治権を総攬する立場に天皇がいた。いわゆる君

主制に近い。戦後は、統治権は国民、それを代表する国会に移っていますので、皇居の存在が

首都であるかどうかをあまり問題視しませんが、いま、そこがまた東京にダブっています。た

だ皇室の移転というのはタブーなので、首都移転という議論はなかなかしにくい。 

 そこで、法律も首都機能移転という表現にしていますけれども、実は戸所先生の意味は首都

そのもの移転で、例えば東京に集まっている首都の機能を物理的によその場所に、それは大阪

であるか那須であるか、物理的に動かすべきではないかという御質問だと思います。その場合、

首都を全部移転するか、あるいは副首都をつくって半分移すか。いずれにしても、都市として

の首都を移すわけですが、これは人々の気持も変わりますし、人の流れも変わるという意味で

は、有効性はあります。ただ、２０年前に首都機能移転法までつくって試みたが、東京などの

抵抗が強かった。 

 そこでもう一つの首都機能移転はどうか。立法、司法、行政の持っている国の最高意思決定

機能を首都機能と言うなら、道州制を行うということは実は首都機能移転なのです。つまり主

要な内政の意思決定機能を９つとか１０の州に分散移転してしまう。すなわち、州制度という

新たな統治の仕組みを通して、内政の拠点を分散移転させてしまう。これは別な意味での首都

機能移転としては極めて有効ではないかと思います。 

 従って、戸所先生のおっしゃる首都移転が先ではないかというお話は、道州制へ一気に移行

してしまうと、同時移転が実現するという話になると私は考えます。仮に東京が首都として都

市として残っても、外交、防衛、危機管理などにシフトした中央政府として残るので、内政上

の東京一極集中は起こらない、解消へ向かうということになるのではないでしょうか。 

ともかく、戸所先生、的確なコメント、ありがとうございました。 
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【第３セッション】  
 

 

人生１００年時代  

  のライフデザイン 
 

―個人・社会・産業 
 

 

 

[基調報告者] 
 

 

秋山 弘子 氏     
東京大学高齢社会総合研究機構 

特任教授 
 

 プロフィール： 
１９７８年イリノイ大学でＰｈ．Ｄ（心理学）取得、ミシガン大学社会科学総合研究所研究

教授、東京大学大学院人文社会系研究科教授を経て現職へ。アンチエイジングよりも寿

命が延びたことによる豊かな生き方としてのアクティブエイジングの方法を学際的に研究

するとともに、若年層が多数を占めることを前提にしたかつての社会制度・インフラや産

業を超高齢社会に合わせて見直す「ジェロントロジー」のパイオニア的存在。個人の長寿化

と社会の高齢化に応じた新たな価値観の創造と社会システムの構築を長年のフィールド

研究を踏まえ主張する。 
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基調報告 

 

生活者の視点から 

先ほど簡単な自己紹介のときに申し上げましたけれども、私が所属しております東京大学の

高齢社会総合研究機構は、高齢社会の課題解決に取り組む全学レベルの研究・教育機関でござ

います。 

 東京大学には１０学部ありますが、分野横断で八十数名の教員が参加しております。ほとん

ど兼任でございますが、昨年までは先ほどお話に出ました吉川洋先生もメンバーでございまし

た。 

 経済学、医学、工学、人文社会学、教育学などいろいろな学部から教員が若い研究者と一緒

に参加しております。それぞれの学部では老化遺伝子、年金財政のシミュレーション、仮想現

実（virtual reality）の研究などを行っておりますが、私たち総合研究機構では、そうした異

分野が連携して高齢社会の課題解決に取り組んでいます。 

 私自身はもともと社会心理学が専門でございまして、常に高齢社会の課題を生活者の視点か

ら研究してまいりました。 

 これまでの２つの基調報告では、比較的マクロの視点から人口の高齢化と人口減少に伴う政

治的あるいは経済的な構造変化と、それに対する対策に焦点をあてた、どちらかといえばトッ

プダウンのお話でございましたが、私はボトムアップ、人の生活、生活者が住むコミュニティ

にける課題を解決する。そして課題解決の過程から得られたエビデンスに基づいて政策提言し、

また、モノ、サービス、システムづくりに繋げていくというアプローチの話をさせていただき

たいと思います。 

 

人生１００年あればキャリアも２つ 

人が１００年生きる長寿社会の課題は、３つあるといつも申しております。１つは個人の課

題。２番目は社会の課題、３番目が産業界の課題です。 

 個人の課題は、日本では非常に長い間人生５０年という時代が続きました。織田信長が仕舞

で人生５０年と謡っています。そして、第２次世界大戦が終わったころに、まだ日本の平均寿

命は６０歳に到達していませんでした。数百年にわたり人生５０年と言われた時代が続いた後、

２０世紀の後半に、平均寿命の３０年延伸という、寿命革命とも呼ばれる画期的な偉業を達成

して、今や人生１００年と言われる時代になっています。人生が２倍になりました。 

 それと同時に、生き方も変わりました。人生５０年時代には画一的な人生コースがあり、人

の生き方は決まっていました。学校を出たら男性は全員就職して定年まで勤めあげる。その頃

に結婚して子供を何人か産んで育てる、そして一番下の子供が社会に出るころにはもう定年は

目の前に来ていました、そして定年後は余生と言われ、盆栽の手入れをしたり、孫の世話をし

てお迎えを待つというのが、まともな人間の人生でした。 

 そこから外れると、周囲からプレッシャーがかかりました。２５歳までに結婚していない女

性は売れ残りと言われました。１２月２５日が過ぎたクリスマスケーキのように商品価値が下

がるということで、親は一生懸命見合い写真を配って誰か見つけてくる。結婚２年後に子供が

いないと、親だけではなく、近所や職場でも、どうした、いつ子供が産まれるのかと、うるさ

く言われました。 
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 仕事も、１回就職した後、転職してレールから外れると何か本人に欠陥があるとみなされて、

周囲からもとのレールに押し戻そうという圧力がかかりました。 

 ところが、そうした社会的な圧力は弱くなっています。必ずしもよいことばかりではないで

すが、いつ結婚するか、結婚しないか、そして１回就職しても転職するかどうかは、最終的に

は本人の選択の問題であると考えられるようになってきています。したがって、人生１００年

時代に生きる個人の課題は、倍に長くなった人生を自ら設計してかじ取りをしながら生きてい

くということです。 

 これは長寿社会の新しい可能性でもあります。私たちの祖父母には到底想像できなかったよ

うな自由が、今の若い人たちにはある。私はうらやましいと学生に言います。私が若いときに

はそういう自由はなかったですから。しかし、学生は、そうかという顔をしますが、決してう

れしそうな顔をしない。というのは、１００年の人生を自ら設計してかじ取りしながら生きて

いく前例がないので、どうしていいかわからない。また、社会の仕組みもそういうふうにはで

きていないからです。 

 人生１００年あれば、全く違うキャリアを２つできます。生涯現役と聞くと、企業の方は、

えっ、みんな７０とか８０まで働くのかなんて思う。一生会社人間なんて、そんな boring なこ

とはしないほうがいい。あるところでリセットして、全く違うキャリアを始めるという二毛作

人生ですね。三毛作でもいい。１００年あれば多様な人生設計ができます。夢を持って、自分

の能力を最大限に活用して、かじ取りをしながら生きていけるということですね。１度人生設

計しても、途中で修正は可能です。かじ取りをしながら生きていく。それが個人の課題です。 

 

高齢者比率５％時代の社会インフラでは通用しない 

 ２番目が、社会の課題。現在の社会のインフラ、すなわち、住宅や公共の交通機関のような

ハードなインフラだけでなく、教育制度や雇用制度、医療・介護の制度などの社会の制度や仕

組みは、若い人たちが多くて、高齢者は５％ぐらいしかいなかった時代にできたものです。現

在、６５歳以上の人口は２７％、４人に１人以上が高齢者となりました。２０３０年には３割

を超えて、しかも人口の２割が７５歳以上の人で占められると予測されています。 

 そのような長寿社会のニーズには、今のインフラではとても対応できません。例えば人生二

毛作でいこうと思ったときには、学びなおしが必要になります。人生１００年になると常に学

ぶ場が必要ですがまだまだ備わっていません。 

 雇用制度も、伝統的な終身雇用で年功序列の制度は、人生二毛作、例えば５０歳で次のキャ

リアに切り替えという人生設計をした人にはとてもやりにくいですね。したがって、ハードな

インフラだけでなく、ソフトなインフラも見直して、長寿社会対応につくり変えていかなくて

はいけない。長寿社会とは、単に高齢者が住みやすいまちではなくて、人が１００年生きる、

子供にとっても働く世代にとっても、高齢者にとっても住みやすいまちですね。そういう社会

をどのようにしてつくっていくかということなのです。 

 

長寿社会はイノベーションの宝庫 

 ３番目は産業界の課題です。自分がこんなふうに生きたいとすてきなライフデザインがあっ

ても、また社会制度やインフラをつくり直すために行政が幾ら旗を振っても、最終的には産業

界がモノやサービス、システムをつくらない限りは実現できません。 

 長寿社会はイノベーションの宝庫です。長寿社会のニーズに応えるイノベーションをして、
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長寿社会対応の産業を日本の基幹産業の１つに育てていくことが、産業界の課題だと思います。 

 

１人の現役で１人の高齢者を支えられるか？ 

個人を見たときに、私たちは長生きするだけでなく元気で長生きをするようになっています。

老化の簡便な指標だと言われている普通に歩くスピードを、１９９２年と２００２年で同年齢

を比較したときに、１１年ぐらい若返っているという報告があります。どういうことかという

と、２００２年に７５歳であった人は、１９９２年に６４歳の人が歩いていたのと同じぐらい

のスピードで歩いていたということなのです。 

 私が若いころには、６０代の人はそれなりに身も心も枯れて、お年寄りという感じがしまし

た。しかし今の６０代の方は、まさに当時の中年です。元気で、イタリアのファッションなど

着て、あと人生が２０年、３０年あるので、前を向いていきいきと暮らしていらっしゃる方が

多いですね。 

ことしの１月に、日本老年医学会と老年学会が、高齢者の定義を６５歳から７５歳に変更す

べきであると公式表明しました。６５歳になっても本人に高齢者という認識はありませんし、

身体機能や認知機能を見ても、以前の同年齢層に比べて若返っているということで、高齢者の

定義を７５歳とすることを提案しています。 

２０３０年には、６５歳以上が全人口の３分の１となり、７５歳以上が５分の１となります。

６５歳で高齢者と現役世代を分ける線を引いたときに、支える現役世代と支えられる高齢者の

比率が急速に変わってきている。今は２～３人の現役世代で１人の高齢者を支えている「騎馬

戦型」ですが、これがほぼ１人で１人を支える「肩車型」になると社会保障制度は持続できな

いし、日本の経済自体が成立たなくなります。 

 これは先進国共通の課題ですが、欧米はご存じのように外国から若い労働者を入れて調整し

ています。日本にとってもそれはオプションの１つですが、日本の場合は女性が働いていない。

女性の就業比率はＯＥＣＤで２３位か２４位です。それを変えることが第一。次に、上に乗っ

かっている高齢者が、自分は支えられる側よりも、むしろ支える側にありたいと願っている。

つまり現役でありたいと願っている人が非常に多いということです。それが今の制度では実現

できない。６５歳で終わりという制度になっている。これを見直す必要があると思います。 

２０３０年には６５歳以上の２割の人が認知症を持つと予測されています。非常に大きな問

題です。加えて、６５歳以上の半数近くがひとり暮らしということになると今のインフラでは

とてもそうしたニーズには対応できません。又、人間関係では、家族以外の親しい人との対面

接触を全国調査で見たところ、女性は後に生まれた人のほうが人づき合いがふえていますが、

男性はどの年代層をとっても、後に生まれた人のほうが人づき合いが減少傾向にあります。メ

ディアで無縁社会や孤独死の問題が取り上げられていますが、こういう全国調査の結果を見て

も、男性を中心にして人間関係が希薄になってきていることがうかがわれます。 

 

ピンピンコロリは男の１割だけ 

全国高齢者パネル調査で、同じ人を３年ごとに基本的に同じ質問をして追跡していきますと、

人は年をとるに従って、健康や経済、人間関係がどのように変化をしていくかという基礎的な

データを蓄積できます。この調査によると、男性の７割は、７０代の半ばあたりまでは元気だ

けれども、そのあたりから徐々に自立できなくなっていく、一方、女性は９割が７０代の初め

か半ばあたりから、男性よりももっと緩やかな形で自立を失っていくことがわかりました。 
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以上のようなデータを高齢社会総合研究機構の多分野の教員でレビューをしまして、東大と

してどのような課題に取り組むか議論した結果、３つの課題を設定しました。大げさに言えば

全学の知を結集して解決しようと決めました。 

 １つは自立期間（健康寿命）の延長です。先ほど申しましたように、男性の７割、女性の９

割は、７０代の半ばあたりまでは元気ですが、そのあたりから自立を失い始める。つまり日本

の高齢者は７０代半ばぐらいまでは元気なのです。しかし、これから７５歳以上の人口が急速

にふえて、全人口の２割になるというときに、その７５歳以上のほとんどの人たちが自立を失

っていくというのは非常にゆゆしいことです。現在の７５歳ぐらいまでは大体元気を、８０歳

までは元気という状態に変えることが、自立期間、健康寿命の延長ということです。 

 人に頼らないで生きていけるのは本人にとっても非常に幸せなことですし、社会にとっても、

元気であれば何らかの形で生産労働に従事できる。そして、長期的には医療や介護の費用を抑

制できるということで、これは１つ大きな課題であります。 

 次に、多くの方は８０、９０になってもピンピンしていて、ぱたっと死ぬ、いわゆるピンピ

ンコロリを願いますが、現実的には男性の１０％くらいの人しか実現できていません。人生１

００年時代になれば最後の数年はある程度人の支援を受けて生活する備えが必要であり、２番

目の課題はなるべく長く元気で、しかし弱っても安心して快適に生活できる環境を整備するこ

とです。 

 そして３番目の課題は、現在にように人間関係が希薄化すると個々人の心構えに訴えるだけ

では解決できない。社会の中に人のつながりをつくって、それを維持していくような仕掛けを

埋め込んでいくことが必要になります。この３つの課題を掲げて、私たちが始めたのが、長寿

社会のまちづくり。コミュニティでの社会実験です。 

 

セカンドライフの仕事場と働き方をつくる 

 先ほど申しましたように、現在のコミュニティ、まちは、人口がビラミッド型をしていたと

きにできたもので、長寿社会のニーズにはなかなか対応できない。ということで、住宅や移動

手段、医療や介護のシステム、元気で定年を迎えて家で終日テレビ見ている人たちに活躍の場

をつくる、ＩＣＴをうまく埋め込んで、みんなが健康で繋がって、いきいきと生活できる長寿

社会のまちづくりです。首都圏と地方のごく普通のまち、千葉県の柏市と福井県坂井市で取り

組んでいます。 

今日は柏の事例を簡単にご紹介します。柏は典型的なベッドタウンで急速に高齢化していま

す。市の真ん中に豊四季台団地という５，０００戸の団地があり高齢化率が４０％になってい

ます。ここを中心にしてまちづくりに取り組んでいます。先ずは２０３０年のまちを構想して、

いくつかのプロジェクトを立ち上げました。各プロジェクトでは関連する多分野の教員がチー

ムを編成して取り組んでいます。例えば移動手段であれば、機械工学と生理学、法学の教員が

若い研究者とまちの人たち、企業、行政や警察などと連携して課題の解決にあたります。 

セカンドライフの就労事業は主要なプロジェクトのひとつです。人生５０年時代は定年の後

は余生でしたが、人生１００年になると定年はセカンドライフのスタート点、起点であると認

識する人たちが団塊世代あたりからふえてきています。 

次世代の高齢者、５０歳～６４歳の人を対象にして、２０１５年に全国調査をしました。６

５歳を超えたときにどういう生活をしたいかと訊くと、１番は働くということでした。必ずし

もフルタイムではありません。２番目が自分を磨く、学ぶことでした。定年後は盆栽の手入れ

や孫の世話ではなく、働く、学ぶことを次世代のシニアは望んでいるのです。 
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厚労省のデータで高齢者の就労率と高齢者１人当たりの医療費の相関を見ますと、就労率が

高いほど１人当たりの高齢者の医療費が低いという傾向があります。長野県はそのトップで、

一番就労率が高くて、医療費が一番低い。一方、福岡県がその逆で、なぜか就労率が低くて医

療費が高いということになっています。 

そこで、セカンドライフの就労事業に取り組んでいます。丁寧にヒアリングをしましたら、

働きたいけれど今までのように満員電車に乗って東京に行き、夜遅く帰ってくる生活はもうし

たくないということでした。そこで、歩いて行ける、自転車で行ける距離になるべく多くの仕

事場をつくることを試みています。柏の場合は利根川の流域の肥沃な農村だったので、農業と

か教育という、９つの領域で仕事をつくり、ボランティアではなく、就労として、最低賃金は

必ず支払うということでやっています。 

 同時に、セカンドライフの新しい働き方を開発しています。セカンドライフは、マラソンの

後半戦と同じで非常にばらつきが大きいです。体力においても、７０歳でマラソンしている人

もいれば、自宅の郵便受けまでようやく歩いていける人もいる。時間も２４時間全部自分の時

間という人もいれば、介護やお孫さんの世話で時間の制約のある人もいます。経済状態やライ

フスタイル、価値観も多様で、大学の新卒を採用するようにはいきません。 

 そういう多様な人たちがもてる能力や時間を最大限に活かして働けるような、柔軟なセカン

ドライフの働き方を工夫しています。ワークシェアリングを導入して、２人分の仕事を５人の

チームでやるのもそのひとつです。高齢者は絶対に穴をあけないと評判は上々です。 

 

政策提言 

 セカンドライフの就労が個人と社会へ及ぼす影響に関心をもっています。個人の身体機能や

認知機能、社会との繋がりが就労前後でどのように変化したか。また自治体の税収、地域経済

の活性化、長期的には医療や介護費の変化などを評価しながら介入を進めています。さらに、

その結果をもとに科学的なエビデンスをつけて、厚生労働省に対して提案をいたしましたとこ

ろ、２０１６年３月の国会で「生涯現役促進地域連携事業」という法案が可決されました。自

治体でのモデル事業に予算がついて、現在２９自治体で、地域資源を活用した生涯現役社会の

構築が始まっています。テレワーク、ワーカーズコレクティブ、異なるスキルを持った人が数

名でそれぞれの能力を持ちあって、高度な能力を持った労働者を構成するモザイク就労といっ

たことも試みています。 

生涯現役社会に向けては、マクロレベルで言えば、年金制度の改革と労働市場におけるシニ

ア就労のバリア除去が必要です。それに加えて大切なのは高齢者の employability の強化です。

雇用され得る能力です。 

長寿社会のまちづくりにはいくら大学が分野横断でやっても力は及ばず、Multi-

stakeholders による協働、すなわち行政、柏の場合は柏市役所とか、医師会であるとか、地元

と全国レベルの企業、そして市民も一緒になって連携体制をつくり、同じ目標に向かってみん

なで協力をしていくことが何よりも重要です。 

 

拡大する高齢者市場 

私どもは２００９年に産学連携のコンソーシアムをつくって長寿社会のあり方を議論してき

ました。１００社ぐらいの参加企業は車、住宅、医療、金融、食料品、化粧品等、極めて多様

です。あらためて申すまでもなく、高齢者市場は非常に大きく、これからも伸びていきます。 
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 世界でも、日本より５年、１０年、２０年おくれて、すべての国が高齢化していきます。日

本は、世界で長寿社会のトップランナーとして走っています。これから中国やインド、インド

ネシアのような膨大な人口を抱える国が高齢化していきます。そうした国々は非常に大きな市

場になります。 

日本の今までの高齢者市場は２つの領域に限られていたと言っても過言ではありません。１

つは虚弱な高齢者、介護保険の対象になる人。もう一方は富裕層のシニアです。これはそれぞ

れ１０％ぐらいしかいません。両者に挟まれた８割を占める「普通のシニア」が未開拓の市場

になっており、今後、非常に大きな価値を持ってきます。私の母は９６歳ですが、あの世代は

嫁や娘など周りの人にお世話をしてもらえることが幸せなことだったのですね。それに対して

私たちの世代は、９０歳を過ぎても自分で家事をこなし、趣味を続け、友人と交流したいと思

っています。自立して生活できることが重要です。高齢者の価値観やライフスタイルが変化し

ていますが、そのニーズに応えるモノやサービスは乏しい。「普通のシニア」を中心に未開拓の

市場が広がっています。 

 

鎌倉リビングラボの実験 

２０１７年に私たちが立ち上げたリビングラボについて少しだけご紹介したいと思います。

リビングラボはオープンイノベーションのプラットフォームです。特徴は、１つはユーザー、

すなわち、生活者やとの共創。最初のニーズの洗い出しに始まり、コンセプト化してプロトタ

イプをつくり、テストして改良する、全ての工程においてユーザーを核として産官学民で協働

します。２つ目は、つくったモノやサービスを生活の場で徹底的に検証するということです。

普通、ラボというと試験管が並んでいる化学実験室を想像しますが、リビングラボは人が生活

しているコミュニティがラボなのです。だからリビングラボと言います。 

 リビングラボは産学官民の協働体制で運営します。まずユーザーと一緒にニーズの洗い出し

をします。普段、どんなことに不便を感じているか、どんな生活したいと思っているのかとい

うところからニーズを探ります。そして議論を重ね、コンセプトを詰めて、プロトタイプ（試

作品）をつくってみる。それを生活の場で実際に使ってもらって徹底的にテストをします。専

門家も入ってさまざまな側面から評価をして、改善点を羅列し、試作品を改善して、またテス

トをするという、ＰＤＣＡサイクルを回していって、最終的に本当に役に立って使いやすく、

値段も手ごろで使いたいと思うものになったときに認証して市場に出していきます。 

２０１７年の１月に、鎌倉リビングラボを設立しました。産官学民の推進体制は、大学は東

京大学が核になっていますが全ての大学や研究機関にオープンです。行政は鎌倉市役所です。

ユーザーである民は、最初は今泉台という市内の１つの分譲地で出発しましたが、鎌倉市とし

てはこれを鎌倉市全体に広げたいという御意向です。 

 企業ですが、私たちと一緒にやってきた約１００社の企業は首都圏に偏っています。したが

って、その１００社に加えて、メガバンクの１つである三井住友銀行の法人戦略部にも入って

いただきました。日本中にはすぐれたアイディアや技術を持った中小の企業がたくさんありま

す。後継者がいないということで、存続が危ぶまれている企業も少なくありません。メガバン

クは中小を含む全国の企業の情報をもっています。中小企業も一緒に、長寿社会の課題を解決

し、人生１００年時代の新しい生き方と社会のあり方つくっていく。日本全体の産業の活性化

を念頭にいれて、金融面からのサポートも含め銀行にも入ってもらいました。 

 鎌倉リビングラボのキックオフのときに、トヨタ自動車が開発途中の二人乗りの iRoad とま

だ開発初期段階の生活支援ロボットのモデルを技師の方と一緒に展示参加くださいました。住
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民が触ったり、乗ってみたりして、ああしたらいい、こうしたらいい、こんなことができたら

いいとコメントしました。 

現在進めているのは、３つのタイプのプロジェクト。１つは、住民のニーズに基づいたもの。

２つ目は行政課題の解決につながるもの。３番目は企業課題に基づくものです。今後２年間の

目標は、日本の企業や社会の制度・文化に即したリビングラボのスキームをつくることと、自

走できるビジネスモデルをつくることです。 

 住民課題についてですが、住民の方と今泉台をどのようなまちにしたいかいろいろ話し合い

ました。北鎌倉の山の上にある今泉台はＪＲ大船駅からバスで２０分ぐらい上ったところにあ

るすばらしい住宅地ですが、アクセスがよくないために若い人たちが住みつかず、高齢化率が

４５％になっています。若い人が暮らしたいと思うまちにしたいというのが住民の一番の願い。

２番目が、移動手段。すでに最多年齢層は７０代後半、車なしでどうなるのだろう、それが問

題なのです。 

 このことを企業に提案しましたところ、先ずはオフィス家具をつくるイトーキが手を挙げて、

住民の人たちと一緒にどんなふうにして若い人たちが暮らしたいまちにするかという検討に入

ったのです。その結果、テレワークに理想的なまちをつくろうということになりました。リタ

イアされた方、リタイア前の方、子育てをしている方、３つのグループで徹底的に議論した結

果、２つのアイディアに集約されました。リタイアした方の多くは子どもたちが独立した後、

子ども部屋のあった２階を使ったことがない。そこをホームオフィスにリフォームして働くの

がよい。子育て世代は、子どもがいると家では働きにくいので、１０分か１５分ぐらい離れた

ところにオフィスがあるとうれしいということで、サテライトオフィス。現在、この２つのプ

ロジェクトが同時進行しています。 

 そうなると、住宅メーカーに入ってもらわなくてはならない、ＩＴ企業も必要だということ

で声をかけました。複数の企業から手が挙がりまして、住宅メーカーの大和ハウスさんが参加

されました。ＮＴＴ東日本は昔の電電公社の建物を駅の近くにお持ちです。サテライトオフィ

スには理想的なロケーションにあるし、大体４階建てぐらい。１階を保育スペースとカフェ、

２階、３階をシェアオフィス、４階を会議室にできれば使いやすい。そんな風に、課題の解決

に資する企業が次々と加わって、産官学民で共創していきます。 

ワークスタイルが変わるとライフスタイルも変わります。新たなライフスタイルを創造する

ために、さらにいろいろな企業が参画することになります。高齢者しかいなかったまちにお昼

から若い人がいるとなると、いろいろな場所やサービスが必要になるので、ニーズがどんどん

増えていきます。先週、近辺の移動手段として３台だけつくられた三輪車のプロトタイプの試

乗テストをしました。いろいろ改良点に関する意見が出ました。次いで、これであそこまで自

分で行けるのだったら、こんなことがしたい、あんなこともしたいという夢が膨らんでいきま

した。そうすると、そうした夢を実現するために何ができるかという形でイノベーションを起

こしていくのです。 

可能性としての長寿社会 

ヨーロッパには既に５００近いリビングラボがあります。そのうちでも先進的なスウェーデ

ンのリビングラボと日本のリビングラボを連携して、国際連携型のリビングラボをつくるプロ

ジェクトを始めました。日本にも、松本市のヘルスラボ、関東では東急電鉄が核になっている

ワイズラボなど、自治体や大学、企業が中心になっているリビングラボが幾つもあります。日

本のリビングラボのネットワークをつくり、ヨーロッパのリビングラボと連結すると世界市場

を対象とするイノベーションが可能になります。 
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今年８月にポーランドでリビングラボの大会がありましたオープンイノベーションのエコシ

ステムの重要性が熱っぽく語られました。ユーザーを中心にして、大企業、中小、スタートア

ップの企業が参画し、大学や行政も入って、自由に繋がり、Creative Commons と呼ばれる共有

知財にアクセスしてイノベーションを生み出す場です。 

この大会で、スウェーデンのチームと国際連携型のリビングラボのワークショップを共催し

ました。定員の倍ぐらいの参加がありました。国際型のリビングラボに対する関心は強い。ヨ

ーロッパは高齢者の６割が住むアジアの市場に注目しています。長寿社会の最先端にある日本

は他国に先駆けて長寿社会の問題に直面します。それを解決するモノ、サービス、システムを

つくり、生活の場で徹底的にテストして、欧米の市場に出していくゲートウェイとして、スウ

ェーデンのリビングラボを活用したいと思っています。 

 長寿社会には課題だけではなく、大きな可能性があります。可能性は、長寿と健康と経済を

結んで、これがぐるぐる回っていくようなシステムをつくり上げていくことだと思います。 

それと同時に、重要なことは、２０３０年目指して国連が掲げているＳＤＧ（Sustainable 

Development Goals）です。日本も積極的に参加して１７の目標（注）を達成していく、収益だ

けではなく公共の価値も合わせて追求する、そういう産業界そして自治体をつくっていくこと

ができれば、日本は尊敬される長寿社会となります。人口が高齢化しても、あんな国になりた

いねと言われる社会を目指して、さまざまなステークホルダーが協働していくことを念じてい

ます。 

 

 

 （注）SDG（Sustainable Development Goals ）17の目標 

1. 貧困をなくそう  

2. 飢餓をゼロに 

3. すべての人に保健と福祉を 

4. 質の高い教育をみんなに 

5. ジェンダー平等を実現しよう 

6. 安全な水とトイレを世界中に 

7. エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 

8. 働きがいも経済成長も 

9. 産業と技術革新の基盤をつくろう 

10. 人や国の不平等をなくそう 

11. 住み続けられるまちづくりを 

12. つくる責任つかう責任 

13. 気候変動に具体的な対策を 

14. 海の豊かさを守ろう 

15. 陸の豊かさも守ろう 

16. 平和と公正をすべての人に 

17. パートナーシップで目標を達成しよう 
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基調報告へのコメント 

 

平尾 勇 氏（地域経営プラチナ研究所代表取締役） 

 
 先生のお話をなるほどと思いながら聞かせていただきました。私の松本での経験と若干比較

するような形でお尋ねも含めてお話ししたいと思います。 

 高齢化社会の中で、まず市民の健康づくりをしっかり進めるということで、松本ヘルス・ラ

ボをつくりました。それは今５００人ぐらいの会員で、少しずつ増えています。健康づくりの

場は、実は仲間づくりの場でもあり、また就労の機会も提供し、産業振興も進めようと欲張っ

たのが、松本ヘルス・ラボのスタートでした。先ほど先生からも１００社の企業協力というお

話がありましたが、松本でも企業との協力関係を大切にしています。松本地域健康産業推進協

議会という協議会組織をつくりました。「高齢者市場を自分たちで開拓したい、ついては松本ヘ

ルス・ラボと協力して、利用者の意見を聞きたい、データを集めたいので協力してくれない

か」という企業に、開発のアイディアやエビデンスを提供するという形をとったのです。最初

は３０数社だったのですが、５年後、私が松本市をやめるころは大体３００社ぐらいに増えて

いました。 

 その被験者の側からの協力の仕方ですが、とにかく健康づくりに関係する製品では、薬事法

にひっかかるようなものは協力しません。市民をモルモットにするのかと厳しいことを言われ

たこともあって、安全性が確認されたものだけ、ということで始めました。例えば森永乳業さ

んのラクトフェリンの効能についてとか、あるいは地元の豆腐屋さんのつくった高野豆腐が血

糖値を下げるかどうか、といったことを検証しました。このような過程を通して、先ほど「普

通のシニア」による８割の新たなマーケットというご指摘がありましたが、松本ヘルス・ラボ

の活動も高齢者市場の開拓につながり、ヘルスケア産業の振興につながっていると思います。 

検証の場、あるいはエビデンスを提供する際の松本ヘルス・ラボの大きな特長の一つは、グ

ループインタビュー参加者や被験者に、モニター謝金など一切支払わない、お金のやり取りが

ない、ということです。モニター謝金を支払って被験者を集めたら、民間のマーケティング会

社と同じ。企業から頂いたお金はあくまでも松本ヘルス・ラボの収入とする。それでは、被験

者のメリットはどこにあるかというと、松本ヘルス・ラボが豊富な健康づくりプログラムを提

供し、仲間づくりの場の提供、新製品・サービスに触れて健康意識を高めるなど、広い意味で

の健康づくりをプレゼントする、というスキームです。 

 また、松本ヘルス・ラボでは、行政課題の解決に向けて、ワークショップで意見を出し合う

ということもしています。政策提言の場です。ヨーロッパ型のリビングラボにかなり近いこと

をやっていると思います。毎年、松本では「世界健康首都会議」を開催していますが、ここ２

年にわたって松本ヘルス・ラボのメンバーを中心に、ワークショップをやってきました。「暮せ

ば健康になるまちづくりとは」というテーマでした。公共交通のあり方、快適に歩く環境、み

んなが集まる居場所づくりなど、行政への具体的な提言を「世界健康首都会議」のはれ舞台で

発表しました。まちづくりや市の政策課題に対して具体的に提言する役割も担っています。 

 それともう一つ、５００人の会員の人たちの特性をみると、いくつかのグループに分かれる



 ３９ 

ことに気が付きました。松本ヘルス・ラボの会費は年間３，０００円です。年３，０００円っ

て、一般のスポーツクラブと比較しても非常に安いですね。入会したときの理由を聞くと、「お

得だから入った」という人が大体５割。何か社会のお役に立ちたいという人が３割。残りの２

割は、ヘルス・ラボにみずから参加して何かマネジメントをやりたい。その内半数、つまり全

体の１割は、ワークショップのファシリテーターのような役割をやりたいという人たちでした。

５００人の会員の１割、５０人がそういう人たち。松本ヘルス・ラボの目標会員数は当座松本

市民の１％、２４００人ですから、その内の１割２４０人がかなり意識の高い層ということに

なります。松本ヘルス・ラボは地域に積極的に関わりたいという人を会員の中から発掘し、地

域につなげる役割も期待できるのです。これは大きなテーマと感じました。健康に関する取り

組みが、自分の健康ばかりでなく、地域のあり方、社会全体のあり方、これは地域社会の健康

と言ってもいいかもしれませんが、こうした意識に目覚めるという場を提供することになるの

です。市民意識の向上ということでしょうか。 

 秋山先生もご苦労されたと思うのですが、一番苦労したのは、地域の目標を共通化して、地

域インフラをどうつくるのかという点でした。松本ヘルス・ラボが医師会の協力を得られるま

でに大体３年かかりました。地域でみんなが同じ方向を向いて地域インフラ、と言いますか地

域プラットフォームをつくるということがいかに大変であるか。柏の場合、秋山先生はじめ東

大の先生方が先頭に立って取り組んだのはインパクトが強かったのではないかと思います。市

役所の１セクションがいくら音頭をとってもなかなかそうはいかない。市長も忙しいですから。

信州大学は協力的でしたが、主体は松本市役所なので、医学部の先生方とのお付き合いは難し

いところもありました。 

 最後にちょっとお聞きしたいのは、柏の事情と地方都市の状況というのはかなり違うので、

柏でやったことと地方都市でできることがどの程度リンクするのかという点です。首都圏周辺

と地方都市では、生き方、日々の過ごし方、ライフスタイルの違いがあるので、同じ高齢者、

あるいは市民という形で輪切りにしても大分違うのだろうと思います。先生のご経験から鎌倉

あるいは柏のあたりで展開しているリビングラボ的なものが、地方でもうまく根づくのかどう

なのかという点をお聞かせいただければと思いました。 
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コメントへのリプライ 

 

 

ご指摘の首都圏周辺と地方都市の違いは確かにあります。例えば医療や介護、地域包括ケア

の柏モデルをつくりましたが、柏の場合は集約したところに人が住んでいるから、医療や介護

のサービスを効率的に提供できますが、福井の場合は同じ課題がありながらも、みんながばら

ばらに住んでいる。しかも、１年の半分ぐらい積雪があるところで、在宅の医療や介護を届け

ていくには、違うやり方でやらなければなりません。テクノロジーの活用が考えられます。イ

ノベーションの種になりますね。 

 就労プロジェクトにおいても地域による違いはあります。例えば柏の場合は、リタイアされ

たサラリーマンの方が６０過ぎでやることがないということで、就労事業をやっているのです

が、福井の場合は大体地元に残っているのはご長男で、しかも田畑があり、三世代家族でお住

い、リタイアしてもやることはたくさんあります。好むかどうかは別ですが。それからまちに

は、小学校、中学校で一緒だった人が大勢います。柏のシニアはすることがない、行くところ

がない、話す人がいないと言いますが、そういうことは福井の場合はないのです。 

しかし、移動手段は非常に深刻な問題です。柏の場合は、まだ５分か１０分置きに循環バス

が走っているので、バス停まで歩いていければ移動手段があります。一方、福井の場合、車が

運転できなくなると、公共の交通機関はなく、医療機関や買い物、友達を訪ねて行くこともで

きません。代替の移動手段の開発もイノベーションの種になります。 

 札幌は世界で積雪の多い一番大きな町らしいです。そこには、雪国のさまざまな課題があり

ます。そうした課題を解決すれば世界中の雪国に対してマーケットが広がります。異なる地域

やまちがあるほど私はイノベーションの種がふえるので、よいことだと思います。 
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【ディナースピーチ】  
 

 

長寿経営の 

原理原則 
 

―勝ち残る企業創り 
 

 

 

[基調報告者] 
 

 

新 将命 氏     
国際ビジネスブレイン代表取締役 
 

 

 プロフィール： 
１９３６年生まれ。早稲田大学卒。シェル石油、コカ・コーラ、ジョンソン・エンド・ジョンソ

ン、フィリップス等の日系法人トップマネジメントを歴任し、「伝説の外資トップ」の異名を取

る。“実論”にもとづいた独自のリーダー人材育成論で、傘寿を超えた現在でも日本を代表

するビジネスメンターとして活躍。日本企業の平均寿命は２０年足らずだが、一方で創業

２００年以上の「長寿企業」が３９００社もある。何故、彼らは企業として勝ち残れたの

か？松尾芭蕉の「不易流行」からピーター・ドラッカーの「顧客創造」まで言及しながら、長

寿企業創りのための“黄金サイクル”をユーモアある独特な語り口で解き明かす。 

 



 ４２ 

スピーチ 

 
 

元気の秘訣 

 時々最近質問がありまして、新さんはお年の割にはお元気ですね。元気の秘訣は何ですか、

ありますか。実はあります。３つあります。本邦初公開で開示します。年を聞かれると、I am 

81 years young.と答えるのです。old と言うと年をとっちゃう。I am 81 years young.と言う

と絶対年をとらない。 

 ２番目は、「納得目標を追い続ける」という言葉をつくったんですね。押しつけ目標じゃなく

て、自分のやりたいと思った納得目標。これを毎年６つぐらいつくって、追い続けているので

す。そうすると、年をとることが不可能となります。 

 ３番目が、なるべく若い人とつき合うということです。時々同窓会なんかに行きますわな。

皆老人ですよね。おもしろくないですね。誰が死んだとかね、誰が今病院に入っているとか、

孫が東大に入ったとか、そんなのどうでもいい。かと思うと、肝臓がどうだ、血糖値が高いと

かね、おもしろくないですよ。「老人は過去を語り、若者は未来を語る」と言いますから、若い

元気な人と会うとやはり元気をもらえるのです。この３つをやると暦年齢はとっても精神年齢

はとらないという秘訣であります。 

 

長寿企業に原理原則がある 

 長いこと経営の世界で生きてきました。いわゆるグローバル・エクセレント・カンパニー、

たとえばシェル石油とかコカ・コーラとか Johnson & Johnson だとか、そういう会社で働いて、

そのうち３社で日本法人の社長をやって、１社で副社長を務めました。その後は、住友商事と

いう商社のアドバイザリーボードメンバーをやったり、「結果にコミットする」RIZAP の社外取

締役を４年前からやってます。あとは、日本中にドコモショップを展開している、東証一部上

場企業でティーガイヤという住友系の会社。あと大阪の中堅の商社と、要するにいろんなこと

をやってきたのです。 

 長いこと経営の現場で飯を食ってくる間にわかったことが１つありまして、実はわからない

ことのほうがはるかに多いんですけれども、わかったこともあるのです。それは何かというと、

どの国の会社でも、アメリカの会社でも日本の会社でもヨーロッパの会社でも、長生きしてい

る会社、長寿企業には、実はびっくりするぐらい共通点があるという事実に気がついたのです。 

 よく評論家が言う言葉に、経営の国際比較と言うでしょう。アメリカ人の経営者は物事を短

期的な視点で見るとか、日本人はもっと長い目で見ると言いますよね。アメリカ人は、社員を

道具のように扱って、要らなくなるとすぐ切ってしまう。日本人の経営者はそうじゃない、社

員を長期的な資産として扱っていると言いますよね。これ、うそですよ。真っ赤なうそですよ。

アメリカの会社だって、長い視点で経営やっている会社はありますし、日本の会社でも目先の

ことしか考えていない会社がありますよ。東芝をごらんなさいよ、あれ。２代、３代の社長が

赤字を隠すために経費の先送りをしたり、つけかえをやったり、粉飾決算やったでしょう。 

 だから、総論ではなく、各論で見るといい会社は、国籍、国境に関係なしに、基本は一緒だ

と思います。いろんなものを超越して、何にでも普遍性高く当てはまるというもののことを

「原理原則」と言います。「原理原則」の対極にはどういう言葉が浮かび上がってくるかという

http://biz-journal.jp/mt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=2&tag=粉飾&limit=20
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と、「我流、自己流」というのがあります。マイウェイですよね。フランク・シナトラです。つ

まり私のスタイル、私のアイデンティティ、私の流儀です。マイウェイは重要だと思うのです。

自分から自分の個性がなくなったら、干からびた干物みたいなつまんない人間になってしまう。

だから自分の個性、マイウェイはある程度大事にすべきだけれども、余りマイウェイ、我流、

自己流にしがみついていて、原理原則を学ばないと、早晩壁にぶち当たってそれから一歩も前

に出ることができないというのです。 

 したがって、個性は大事にしながらも、原理原則、Principles を学んで、それを実行に移す

と、壁を破って前進ができる。経営というのはこういうものだということが、長いこと汗をか

きながらやっている間にわかってきました。汗ったって、外資系の社長がかく汗というのは、

大体冷や汗か脂汗ばっかりですけどね。いろいろやってきたのです。 

 

「黄金のサイクル」という原理原則 

 しからば原理原則は何かということなのです。その話をきょう申し上げたい。 

 会社の社長にとって何が重要な責務、責任かというと、ダントツに重要な責任は、会社を潰

さないことです。だって会社を潰すととりもなおさずステークホルダーにご迷惑をかけるわけ

でしょう。株主がいて、社員がいて、社員の家族がいて、取引先がいて、納入業者がいて、銀

行がいて etc. etc.でしょう。会社が潰れると、ステークホルダーに迷惑をかけるでしょう。だ

から企業というのは、倒産させては困るわけですよ。 

 会社を潰さないで永続企業にするためには、どういう原理原則があるか。現在日本には創業

以来２００年以上の歴史がある老舗企業、これが約３，９００社あるんだそうです。世界中の

老舗企業のトータルの中では、日本の老舗企業が４０％を占める。べらぼうに長生きしている

会社が日本には多いという特徴があるのです。これはどういう理由かということは、追々申し

上げます。 

 going concernという言葉がありますね。企業は継続する組織である必要がある。我が社を潰

さないで永続的に生きる会社にしたい。そのために何をやったらいいかという、その原理原則

が、「長寿企業創りのための黄金のサイクル」です。 この原理原則について、私が好きな言葉

が２つあるので、ちょっと紹介しますと、１番目は「成功している会社はなぜ成功しているの

か。成功するようにやっているからだ」。続いて、「失敗している会社はなぜ失敗しているのか。

失敗するようにやっているから」という言葉があるのです。こんなことを私が言ったら、おま

え、あほかと言われるけれども、これは経営の神様と言われた松下幸之助さんの言葉なのです。 

 もう一つある。これは誰だかちょっと当ててください。「どの業種であれ、経営の本質は変わ

らない。いかなる業種にも適用できる経営の原理原則に立脚するしかすべはなかった。このこ

とがよい結果をもたらした」。これは京セラ創業者の稲盛さんの言葉です。彼は墜落寸前の日本

航空を立て直した人でもあります。 

 その原理原則を具体的に示しているのが、「黄金のサイクル」なのです。トップが会社の中に

このサイクルをつくると、会社は潰れないのです。 
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長寿企業創りのための“黄金のサイクル” 

 

① 経営者品質 

 

 

⑥株主満足                ② 社員品質・満足 

 

 

 

   ⑤業績                  ③商品・サービス品質 

 

 

 

              ④顧客・社会満足 

 

 「黄金のサイクル」を順番に言いますと、１番上が経営者品質。経営者品質が高いと、次に

社員品質が高まります。社員品質が高いと、商品・サービス品質が高まります。商品・サービ

ス品質が高いと、顧客・社会満足が実現できます。顧客満足を実現できると、業績がよくなり

ます。業績がよくなると、株主さんは満足します。このような流れでサイクルが形成されます。

ここまでわかるのに、社長になって２０年かかりました。 

 

魚は頭から腐る 

 「黄金のサイクル」の一番上の経営者品質ですが、その中身はざっくり言うと５つあります。

ダントツに重要なのは、情熱（passion）です。滾（タギ）るような熱意です。つまりトップの

やる気ということです。大義（cause）がある。前向きの正しい方向に向かった大義がある。こ

れは一番重要であるということです。だって上がしらけていて、社員にやる気を持てなんてそ

れは無理じゃないですか。細かいことを言うときりがないけれども、トップの情熱、これは経

営者品質の一丁目一番地です。 

 ２番目が、マネージメント能力です。経営能力です。３番目がリーダーシップ。 ４番目が

変革力、イノベーション力です。最後５番目は倫理観です。倫理観だけはちょっと皆さんおや

おやっと思うかもしれません。何で経営者品質の５条件に倫理観なんていうのを出したのだ。

実は私には原体験がありまして、４５歳のときに Johnson & Johnson 株式会社の社長に日本人

として初めてなった。アメリカ本社から会長が来たんですよ。ジェームズ・バークというなか

なか立派な人でした。「バークさん、あなたは社長やトップリーダーにどういう能力、どういう

資質をお求めになりますか」という質問をしたのです。彼はすぐ答えた。２つあると言うので

す。１つは平均を上回る知性だと言う。英語で言うと、above average intelligence。彼が言

ったのは、経営者はそんなに頭のいい秀才である必要はない。あほでは困る。でも頭のよさは、
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平均を上回る程度でよろしい。２番目、これが重要だと。何かというと、極度に高い倫理観と

言いましたね。これは平均を上回ればいいという話ではない。トップリーダーは、極度に高い

倫理性が必要だと。ああ、経営者ってそういうものかなと、何か目から鱗のような気がしまし

実際、この会社で働いたら、やはり非常に倫理性を大事にしている会社だということがわかり

ました。そういう点で言うと、最近日本の会社の倫理性はどこに行ってしまったのという、狂

ってしまったような変な会社が続出してますね。 

コンプライアンスということを言います。法令遵守と言いますよね。コンプライアンスとは

何かというと、牢屋に入るような悪いことはしてはいけないというのがコンプライアンスです

が、それを一段上回り、道義的、道徳的、社会通念的におかしなことには手を出さない。そこ

まで求めたいなということなのです。したがって私が勝手にコンプライアンスという言葉を何

と訳して言うかというと、法徳遵守と言っているのです。法律と、徳は人徳とか道徳の徳です。

これが本当のコンプライアンスなのだろうと言っているのです。 

ロシアのことわざに、「魚は頭から腐る」というのがあります。７～８年前にモスクワに講演

に行った時に現地のガイドに教わったのだけれども、ここに魚があった場合に、魚はしっぽか

らは腐らないというのです。腐るときは頭から腐る。ここに会社があった場合に、会社が新入

社員があほだから腐るということはあり得ない。腐るとすれば頭から、トップから腐る。社長

から腐る。だから会社をよくするか悪くしてしまうかについて、社長１人が持つ影響力は、ど

んなに控え目に言っても８０％以上です。 

 悪い例といい例を１つずつ挙げますと、ソニーという会社があります。今若い社長が一生懸

命やって、少しよくなっている。それまでは頭が腐っていたのです。余りいい話でないから固

有名詞を挙げませんが過去の経営陣がソニーをだめにしちゃった。 逆にいい例は、４～５年

前に日本のメーカーの歴史で最大の年間赤字を８，０００億円ぐらい出した日立製作所。子会

社に出しておいた川村隆さんという人を呼び戻して全権を委任したら、２年ぐらいで見違える

ようによくしちゃったでしょう。だからびっくりするぐらい、会社はトップで決まっちゃうん

ですよ、８割以上。魚は頭から腐る。裏返すと魚は頭から光る。光った魚は何かというと、今

言った５つの経営者品質を備えているということです。 

 

社員品質を決める人間力 

 経営者品質が高いと、時間の経過とともに社員品質が高まるということなのです。社員品質

というのは、一体全体中身は何か。社員品質の中身は２つありまして、１つがスキル、仕事力。

もう一つがマインド、人間力です。スキルというのは、これはわかりますよね、商売ですから

ね。最終的には、銭もうけですから、仕事ができなければ話にならない。どんな仕事、これは

知りません。営業だか経理だか人事だか、企画だか何だか知りません。とにかく手に職がある

ということです。 

 それに増して重要なのはマインド、人間力が高いというのが重要なのです。人間力とはそも

そも何ぞや。具体的に言うと何なのというと、私は人間力の中身は３つあると信じています。 

 １番目が信頼です。トラストです。その人が人から信頼されるような人間である。では信頼

される人はどういう人かというと、うそをつかないとか、彼は必ず約束を守るとか、あの人は

いつも口から出して言うことと実際にやることが一致している。有言実行、言行一致ってあり

ますね。こういう人は信頼されるでしょう。 

 信頼の度合いがさらに高まると、２番目にどういう言葉が浮かんでくるかというと、尊敬で

す。リスペクトです。リスペクトされる人は一体どういう人かというと、私は簡単な関係式を
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つくりまして、「尊敬＝私利＋他利」なんですよ。私利というのは自分の利益です。人間は自分

が一番かわいくて大切だから、自分の利益、自分の損得、自分の幸せを考える。これは否定も

軽蔑もできない。だけどあまりがりがり亡者的に私利私欲だけに固まっているだけではなくて、

時には私利を離れて他利、人の利益、人の幸福を考えることもできる。こういう人が尊敬の対

象になるのだろう。今限りなく絶滅人種に近づいている人間ですが。 

 ３つ目は意欲です。意欲というのは、英語で言うと motivationになる。ところが意欲には２

つの意欲があって、１つは本人の意欲が高い、本人がやる気満々という意欲と、もう一つは自

分の部下の意欲を高めることもできる。この２つを含めた意欲です。だって、上司がやる気

満々でも部下がみんなしらけていたら、これは本物とは言えないだろう。信頼と尊敬と意欲、

これが社員品質の中身です。 

 

「良い満足」と「悪い満足」  

 社員品質と社員満足の関係ですが、この満足度が高いというのも、社員品質の重要な一部な

のです。ところが満足には２種類の満足があるのです。良い満足と悪い満足がある。悪い満足

というのは、英語では complacencyと言います。日本語で言うと「安易な現状是認です。大阪

弁で言うと、「まあ、ええやんか」です。要するに我が社の業績はあまりよくない。どう考えて

もいまいちだと。安倍政権が言うほど景気がいいという実感はどうもない。競合会社も結構苦

労している。その中でうちがよくないというのは、しようがない。そのうちオリンピックでも

近づいたらよくなるだろうから、そういう時期が来るのを待てばいいんじゃないの。今のとこ

ろはこんなもんでいいんじゃないの。「まあ、ええやんか」でしょう。これが会社を滅ぼす一番

危険な root cause、根本原因なんです。違う言葉で言うと、危機意識の欠如です。sense of 

crisisが社員の心にない。「社長がこれでいいんだと言った瞬間から、その会社は滅亡への道を

たどる」ということなのです。いつまでも健全な不満を持たなくてはいけない。これは悪い満

足。「まあ、ええやんか」。 

 対するに正しい満足というのは、satisfactionと言うでしょう。正しい満足の中身は３つあ

る。一番目が、社員が自分の働いている会社に対して誇りを持っている。プライドを持ってい

る。うちの会社は必ずしも大企業ではないかもしれないけれども、いい製品をつくっている、

あるいはサービス業なら良いサービスをお客様に提供して、お客様から喜ばれている。評価さ

れ感謝されている。いいことをやっている。胸を張って誇りを感じることができる。何となく

怪しげなブラック企業ではない。誇りが一番目。 

 ２番目。社員が自分の仕事をやっていて目標を達成したときに、ある言葉が口を突いて出て

くるのです。どんな言葉。「やったで！」という言葉。I did it.です。つまり達成感です。仕

事に意味と意義があってやったときに、やったで！というこの達成感を覚えること。何となく

空しい徒労ではないこと。 

 ３番目。社員が会社に対してどういう気持ちで毎日仕事をやっているかというと、会社とい

うのは自分のプライベートの貴重な時間を奪ってしまう憎たらしい、おぞましい、嫌らしい存

在ではない。自分は自分の仕事や自分の会社を通じて、自分を磨くことができる。自分を高め

ることができる。１人のビジネスマンとして、はたまた１人の人間として。これをちょっとき

れいな別の言葉で言いかえると、自己実現感というのがあるのです。人間の最大の幸せという

ことをマズローも言っていますでしょう。誇り、達成感、自己実現感、これは正しい満足の具

体的な中身です。この３つをがしゃがしゃっとかき回して１つの言葉に落とし込むと、そこに

どういう言葉が浮かんでくるかというと、わくわく感という言葉がある。わくわく感の反対側
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にいやいや感がある。いい会社は、社員がわくわく感でやっていますということなのです。 

 数年前に、ある調査会社が東京で働いているサラリーマンを対象にアンケート調査をやって、

その質問の１つが「あなたは１週間の中で一番嫌な日は何曜日の何時ごろですか」という質問

をした。いつだと思いますか。日曜日のＮＨＫの大河ドラマが終わるころだから、８時４０分

ぐらいか。僅差で、月曜日の朝、目が覚めてから２時間だった。６時～８時まで、その間頭が

重くなる、胃が痛くなる。 

 うちの社員はそうではない。月曜の朝、目が覚めると、目はらんらん、心はるんるん、ハー

トはりんりん、きょうも元気だ、仕事が俺を待っているぞという、蝶のように舞うような気持

ちで会社に足が運ぶ。これはわくわく感でしょう。そんな格好いいこと言っているけど、わく

わく感を感じている会社あるのと言うと、私が知っている限りで社員が一番わくわく感でやっ

ている会社はリクルートです。 

社員満足には２つあって、いい満足と悪い満足。いい満足はわくわく感である。そうすると、

経営者品質が高いと、通常、社員品質・満足が高くなるのです。なぜかというと、そういうす

ぐれた経営者は社員の人材育成について投資をきちっとやるだろうし、あるいはあの手この手

で社員のモチベーションアップも図るだろうし、あるいはいい制度、いいシステム、いいプロ

セスの導入も図るだろう、すぐれた経営者は。時間の経過とともに、社員品質は高まります。

だからそういう社員は、いい物をつくっていいサービスをお客様に提供する。経営者品質が高

いと社員品質・満足が高くなり、今度は商品・サービス品質が高くなるわけです。物事には順

番というものがありますね。。 

 

勝ち組は価値組会社 

 アメリカ人のビジネスマンが泣くほど好きな英語に、value for moneyってのがあります。

Moneyというのはお金、Valueは価値。競争に勝っているいい会社というのは、価格で勝負をし

ていません。value for money、価値の提供でやっています。私の言葉で言うと、「勝ち組会社

は価値組会社」と言うのです。最初の勝ち組は、負けるの反対の勝ちで、２番目の価値は価格

に対する価値です。勝負、競争に勝っている会社というのは、勝負を価格でやっていません。

価値の提供でやっています。価格やコストはどうでもいいという無責任なことは言っていませ

んよ。これも重要です。しかし私が言いたいのは、商売をやるとき、競争をするときの主な軸

足は、価格ではやっていません。value for money、価値の提供でやっています。 

 私の親友に５７歳の円熟したベテランの弁護士がいるのです。彼と３日ぐらい前に飯を食っ

て聞いたんです。仮にＫさんと呼びます。「Ｋさん、日本の弁護士、今何人いるかな、４万人ぐ

らいいるのかな。トップ、一番売れっ子のいい弁護士の時給は幾らぐらいですか」と聞きまし

た。幾らか御存知ですか。最高レベルの日本の弁護士の時間給は幾ら。１０万円位だそうです。

だって。学校出て資格取り立ててのほやほやが１万円。多くの企業が１０万円払って、Ｋさん

を使うんですよ。なぜ？ value for moneyを認めるから。だから値段が高い、低いというのは、

それほど重要ではないのです。大事なのは、お客様がそれに value for moneyを認めるかです。

「勝ち組会社は価値組会社」です。商品・サービスの品質がいいと、今度は顧客・社会満足に

つながる。お客様が value for moneyを認めるから、買ってくれるわけです。 

 社会満足というのは、社会に対する責任とか社会貢献とか、そういう広い意味で言っている

のですけれども、私は社会満足と言うと社会貢献という、ボランタリー活動とか、寄付金とか

チャリティとか言うけれども、それは二の次、三の次で、企業にとって最大の社会貢献は私は

納税だと思うのです。税金というのは、会社の貢献ではない、これは義務だと思うのです。日
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本に今３４０万社ぐらい会社があるわけでしょう。この中で一生懸命１年間働いて、お国に税

金を納めていくという会社が何％ぐらいあるか御存知ですか。年によって違うが大体３０％。

だから７０％以上の会社は国賊ですよ。義務を果たしていないのです。もっとも儲かっている

けれども粉飾して払わない、ごまかしも多いと思うけど、表に出た範囲では３割しか義務を果

たしていないです。だから国庫もしんどくなります。 

利益には３つの顔がある 

 レイモンド・チャンドラーという小説家の「プレイバック」という本の中で、有名な言葉、

皆さん聞いたことがあると思いますが、「男は強くなければ生きていけない。優しくなければ生

きている資格がない」と言っていましたね。私はこれをちょっと言いかえて、「企業は儲けなけ

れば生きていけない。役に立たねば生きている資格がない」。やはり儲けないと長続きできませ

ん、破綻しますから。役に立つ、これは社会貢献。いろんなものがいっぱいありますけれども

最たるものが税金です。 

 お客様は value for moneyを認めるから、納得づくで買ってくれますよね。買ってくれるが

ゆえに、顧客満足が高いと業績がよくなる。業績というと、上と下があるわけでしょう。トッ

プラインとボトムラインでしょう。売り上げと利益でしょう。両方重要でしょう。相対的な重

要性はどっちのほうが重要ですか。利益でしょうな。何でかというと、売り上げを伸ばそうと

思ってしっちゃかめっちゃかやればやるほど、下は赤字で真っ赤っかという会社がよくありま

す。 値下げ、安売り、ダンピング、それじゃだめ。一番いいのは、売り上げも伸びて利益も

伸びている。業績がいいと株主が満足する。 

 業績の中身が売り上げと利益と言ったけれども、利益には３つの顔、側面があるのです。１

番の顔は何かというと、目標という顔がある。利益目標。これが日常使っていることですね。

売上目標、利益目標です。 

 利益の２番目の顔は、手段というのがあるのです。どういう手段かというと、会社の持続的

成長、英語で言うと sustainability、これを担保するための手段です。例えば研究開発費に金

を使うとか、社員の教育育成に金を使うとか、工場の整備投資を行うとか、会社を長生きする

会社にするための手段という側面がある。 

 利益の３番目の顔は何かというと、結果という顔なのです。どういう結果かというと、正し

いプロセスを経た上の結果なのです。若者が会社をつくる、起業するでしょう。起業した会社

の９０％は１０年以内に潰れているのです。それは何かというと、それは若者が早くもうけて

ＩＰＯをして一攫千金を狙うとやっているけれども、経営の正しいプロセスを知らないのです。

だから潰れてしまうのが当たり前なのです。 

 

フローチャートは「不老」チャート 

 利益には３つの顔がある。目標、手段、そして正しいプロセスを経た結果です。 正しいプ

ロセスは何かというと、今まで申し上げた「黄金のサイクル」をつくることです。スタートラ

インには経営者がいます。業績がいいと、もちろん株主さんは満足します。株価が上がります

し、配当がちゃんと出ますから。だから取締会で社長更迭という動議が出ないで経営者品質が

認められ、次の「黄金サイクル」に向けて、あとはぐるぐる回る回転木馬です。 

 ここまでお聞きになられて、あんたは名前は新（アタラシ）だけど、言うことは恐ろしく古

いなと思われたはずです。なぜかと言うと、「黄金サイクル」の中に今晩初めて聞くという話は

全然ないのです。顧客満足が重要だということは先刻皆さん御存知ですね。社員が優秀なこと
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が望ましい。皆さん知っていますよね。知っていることばかりなんです。名前は新だけど言う

ことは古いのです。 

 ただこのサイクルに１つだけ特徴があるとすれば、それはぐるぐると回る体系化があるとい

うことです。こういうふうに体系化して話をしている人はあんまりいないのではないか。 

 経営者がこの「黄金のサイクル」をきちっと理解して、時間という名前のお友達の助けをか

りながら、会社の中でこのフローチャートをきちっとつくれば、そういう会社はちっとやそっ

とのことでは潰れないということです。なぜ、なぜ、なぜ、「成功している会社はなぜ成功して

いるのか。成功するようにやっているからだ」です。社長がこのサイクルをつくることが、我

が社を潰さないで長寿企業にするため、つまり成功企業にするための原理原則であるというこ

となのです。サイクルという言い方もありますし、フローチャートという言い方もできます。

トップがこのフローチャートをつくると、そういう会社はなかなか年をとらないのです。だか

ら不老チャートと言うのです。 

 不老チャートの各プロセスをしっかりやっていない。例えば、顧客満足が重要だとわめいて

はいるけれども、実際にはやっていない。言ってはいるけれどもやっていないとすると、この

フローチャートは何に化けるか、不良チャートになるのです。英語の flow chartは、日本語

で言うと２つあって、年をとらない「不老チャート」と欠陥商品という意味の「不良チャー

ト」があるのです。社長の役目というのは、年をとらないほうの不老チャートをつくる。この

「黄金のサイクル」をつくることであるということなのです。これをやると会社は間違いなく

よくなります。私は３つ、４つ社長、副社長をやったけれども、どの会社も真っ先にこれをや

ったのです。よくなりましたよ。すぐに効果は出ないけれども、半年、１年、２年ぐらいで、

見る見る会社は変わっていくのです。これは経営の原理原則だということなのです。 

 

「実行」よりも「続行」 

 よく言うＣＳＲという言葉がありますね。ＣＳＲって何ですか。corporate social 

responsibility、あれはうそですね。企業の社会的な責任、うそです。正しくは corporate 

stakeholders responsibilityです。社会というのは、全ステークホルダーの一部です。だから

全ステークホルダーに対する責任という意味から見ると、正しいＣＳRは corporate 

stakeholders responsibilityだろうと考えています。 

 ＣＳＲ、ＣＳＲと言うと、何も今になってという気もするのです。これは皆さんご存知だけ

れども、日本には３００年前から近江商人道ってあったじゃないですか。売り手よし、買い手

よし、世間よしですよね。三方よしです。何ということはない、ＣＳＲなんて偉そうなことを

言うけれども、ＣＳＲの概念は昔から日本にはあるのです。 

 「企業は誰のもの」という青臭い議論がある。企業は誰のものって、これはもちろん株主の

ものです。所有権は株主です。次の質問は、「企業は誰のためのもの」というのがあるのです。

これはみんなのものです。つまり全てのステークホルダーに対する責任があるということにな

るのです。 

 「黄金サイクル」をつくる。これが我が社を潰さないで２００年、３００年企業にするため

にぜひ覚えておいてほしい原理原則です。ところが世の中には原理原則とは一体何だというこ

とを、そもそもわからない我流自己流組です。知っていない人が８０％ぐらいいるのです。何

が原理原則だということを知らない。次に原理原則が何だということを知ってはいる。理解し

てはいるけれども、やっていないという人が１５％ぐらいいます。まだ５％残る。この５％の

うちの３％は何かというと、原理原則をきちんと理解していて、やっているという人がいるの
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です。でも、まだ２％残る。何かわかりますか。最後の２％は、企業を潰さないための原理原

則は何だということを理解して、やり続けているという人がいるのです。勝ち残る企業、勝ち

組企業というのは、原理原則を理解してやっている会社じゃないのです、やっていて１年やっ

てこれっきりというのではない、やり続けていく継続性があるということなのです。 

 小泉信三さんの言葉に、こういう言葉を発見しまして、「我々人間は、実行しない限り実は全

然知らないのと同じだ」というのです。これは、正しいと思います。只、もうちょっと私は欲

張って言うと、「実行」ではなく「続行」のほうがいいと思います。継続性です。これをやれば、

結果として会社は勝ち残る企業になるということなのです。だから、きょうの話の中で１つで

も、２つでもご参考になることがあったら、実行そして続行して頂きたいということでありま

す。 
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【クロステーマセッション討議】 
 

 

超人口減少社会 

ニッポンの衝撃 
―急速かつ大規模な人口縮小・高齢化にどう立ち

向かうか？ 
 

 

 

【パネリスト】 

杉浦 哲郎 氏 

日本経済調査協議会専務理事  

佐々木 信夫 氏  

中央大学経済学部教授 

秋山 弘子 氏  

東京大学高齢社会総合研究機構特任教授 

新 将命 氏  

国際ビジネスブレイン代表取締役 

 
【司   会】 市川  周  

（白馬会議運営委員会事務局代表） 
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市川： 

このセッションは昨日の３つの基調報告及びディナースピーチの問題意識をクロスさせなが

ら、第１０回白馬会議の統一テーマである「超人口減少社会ニッポンの衝撃」に迫っていきま

す。討議の進め方としては、ディナースピーカー及び３人の基調報告者の皆さんに、統一テー

マに沿った形で再度、それぞれ発言して頂き、それに対する質問やご意見を他のパネリストか

らして頂きます。では先ず、最初になりますが新様からご発言ください。 

 

【新氏の発言】  
 

You work longer, we work smarter. 

人口減少を生産性の向上で補うのだという話があって、そうだなと思うのだけれども、生産

性を向上するときに、日本人は非常に国民性から言って真面目で几帳面です。だから、いろん

なことを追いかけ過ぎるんですよ。全てを追えば全てを失うということがありますから、いろ

んなものを一遍に何でもかんでもやろうとすると、どれ１つろくな仕事ができないのです。 

 そこで出てくる言葉が、もう古臭いかびの生えた言葉だけれども、「選択と集中」という話。

だから私はよくビジネスマンに言うのは、これをやらないと会社が動きませんよと、潰れます

よということ以外の仕事は、大胆に捨てろと。これをやらないと会社が立ち行かないという選

択をして集中をする。それによって、時間は４割ぐらいあいてくるよ。その間にもっと自分が

やるべき、生産性の向上に役に立つような仕事にコンセントレーションしろと言うのです。 

 大分前にドイツ人と飯を食ったときに、私が言ったんですよ。「あなた方ドイツ人は、今１，

６００時間ぐらいかな。日本人サラリーマンは１，８００時間ぐらい働いているでしょう。あ

なた方は日本人よりもはるかに働く時間は短いけれども、何だか知らないけど、生産性は高い

ね。何でや」と聞いたのです。にやっと笑って言ったのです。何と言ったかというと、You 

work longer, we work smarter.ですよ。おまえさんたちは長時間働く、俺たちドイツ人は賢

明に働く。何か一本とられたなという感じがしましたけれどもね。 

 古い日本の経営者は、基本的に残業は美徳だという考え方があった。私に言わせれば、残業

は悪徳なのです。もう９時から５時でぴしっと仕事を仕上げるというふうに持っていかないと、

生産性の向上にはつながらない。そのためにはやはり何をやってなにをやらないというけじめ

をきちっとつけて、取捨選択が必要なのだろう。非常に真面目な日本人は何でも追いかけちゃ

う。だからろくなこともできないし、毎日残業が４時間ということになって、電通みたいに若

い社員を２人も死に追いやるわけですよ。それが第１点。 

 

「女老外」のすすめ 

 それから２番目が、「女老外」をもっとやったらいいと思うのです、日本は。「女老外」とい

うのは、吉原の話ではなくて、「女」は女性の活用です。御存知のとおり、世界中で女性が一番

管理職に、お役所もそうだけれども、登用されていないという先進国は日本でしょう。だから

女性をもっと活用して登用したらいいと思うのだけれども、日本のホワイトカラーの稼働率は、

私は６０％ぐらいだと思うのです、男性の場合ね。女性の場合は４０％だと思うのです。女性

をもっともっと使えば、できる女はできるんですからね。 
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 「女老外」の「老」は老人です。高齢者です。ざっくり言うと、きのうの話にもあったけれ

ども、８掛けの時代と言います。つまり、現在の６０歳は６×８＝４８で、昔だったら４８歳

なのです。今６０というと、昔は赤いちゃんちゃんこだったけれども、今はもう若者でしょう。

だから６０歳で定年というのはおかしいのです。 

 日本の企業で今何が起こっているかというと、特に大企業の場合は、６０歳で役職がなくな

るんですよ。部長という肩書がなくなるのです。それから今までいた部下がなくなるのです。

給料が、ざっくり言うと６割から半分に減るのです。責任もなくなるのです。おもしろいはず

がないですよね。だから６０歳で定年というのはおかしい。 

 年齢は３つあって、暦年齢と肉体年齢と精神年齢です。暦というのは、昭和何年何月何日生

れ、カレンダーイヤー、これはもうみんな固定していますよね。肉体年齢というのは何かとい

うと、私の親戚の医者に言わせると、６０歳になると肉体年齢で上下１４歳の差が出るんです

って。つまり６７歳の肉体年齢の６０歳と、５３歳の元気な６０歳がいる。この格差がある。 

 最後は精神年齢です。精神年齢の格差は無限大です。聖路加病院の日野原さんみたいに、１

０５歳でもあれは若者でしょう。ところが３５歳の人間でも老人がいるわけです。この３つの

年があるのです。だから何を言いたいかというと、６５になっても知、情、意の面で、特に精

神の面で役に立つという人がいたら、これは個別にネゴシエーションして７０までいてもいい

んじゃないかと。一律な定年制度というのはやはりおかしい。 

 ああそれから、「女老外」の「外」は、外国人をもっと活用しようということです。 

 

【新発言を巡る議論】 
 

杉浦： 

あ、君遅くまでよく頑張ったね 

新さんが残業というか、労働時間の話をされましたけれども、私も経験があるのですが、日

本にいると何だか知らないけれども長時間労働になってしまって、つき合い残業もあるでしょ

うし、いろんなのがあると思うのですけれども、でも多くの日本人が海外に駐在すると、すご

く労働時間が短くなって、働き方が効率的になって、早く家に帰って成果も上げている。で、

その同じ人が日本に帰ると、また長時間労働に戻ってしまって、そうすると働き方というか個

人個人の考え方というよりも、組織だとかあるいは勤労のプラクティスというか、そういった

ところに問題がやはり日本にはある。長く働いて評価をされる。私の周りにもいましたが、あ、

君遅くまでよく頑張ったね。だから特別ボーナスつけるからみたいな、できない人間にボーナ

スをつけているということをやったりするわけです。そういう職場の規律というか環境という

か、そういったものが日本人の働き方を非効率的にさせて、生産性を下げているという面があ

るというのが実感です。 

 

新： 

残業慢性会社の三狂い 

経営者の意識の問題だと思いますよね。だめな経営者ほど残業は美徳だと考えるんですね。

まともな経営者は残業は悪徳だと考えるのです。だから６時、７時までいると出ていけと怒鳴
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るような経営者がいればいいんだけど、よく君は遅くまで働くな、愛いやつだと思うんですね。 

 残業が慢性的に多い会社というのは、何かが狂っている。多分経営者が狂っている。制度が

狂っている。社員が狂っている。三狂いなんですな。労働再生産なんて無理ですよ、これは。

家族と団欒する時間なんかないでしょう。僕は、よく１日１時間は本を読めと若い人に言うん

だけれども、１１時にうちに帰ったら、本を読む時間ないですよ。どこかでえい、やっと断ち

切らないといけませんよね。 

 私が関係しているＩＴ系の大企業で、残業を強制的に半分にしたら、業績がアップしたとい

うのがありますよ。つまりコンセントレーションですな。短い時間に集中する。どっちかとい

うと、短絡的な比較はよくないけれども、農耕民族的な日本人は、苦手なんですな。狩猟民族

のほうが、えい、やっと集中する。 

 

秋山： 

就職した会社が定年までもたない？ 

 もう少し長期的な展望に立った人事の布石を打っていく必要もあるんじゃないかなと思って

います。例えばこれから定年がなくなるとか、副業とか兼業とかいうことが多分解禁になって

く可能性がある。私が就職するころには給料が高く安定している大企業をみんなが狙っていま

したがれども、今の学生見ていると必ずしもそうじゃないですね。例えば健康経営をやってい

るところとか、それからきのうお話ししたＳＤＧｓのロゴが会社の下につていて、うちはこの

目標に貢献しますみたいなことをきっちり出しているとか、そういう収益の追求と同時に、や

はり公共の価値も追求するという企業に関心を見せるということがあります。 

 それから、日本は老舗、２００年以上の企業が３，９００で世界の４０％だということです

けれども、学生の間では上場企業の平均寿命は２５年だというふうに言われていまして、自分

が就職したところが定年までもつ可能性は余りないと考えていますから、私たちのころとは全

く違った観点で就職をする。 

 

新： 

サラリーマンは得意技を持て 

今は人間の寿命のほうが企業におれる時間よりも長い。だから６０になると、多くの サラリ

ーマンがはたと困るんです。何をやればいいのかと。定年でうちにいて女房に感謝されるとい

うのは、長い人で１カ月、普通２日、３日で邪魔にされます。 

 ５０代までのサラリーマンに毎日のように説いているのは、ＵＳＰをつくれと言っているの

です。ＵＳＰっていうのはマーケティングの言葉で、Unique Selling Proposition とか Unique 

Selling Pointというのがありますよね。平たい日本語で言うと、私の得意技です。６０になっ

ても、私にはこういうＵＳＰがあるから、仕事がどんどん入ってくる、頼まれる。ＵＳＰをつ

くるのに、５５になってから始めては too late なのです。遅いのです。４０代からつくったら

いいだろうということを言っているのです。 

 プロというのは何かと言うと、自分の頭で考え、自分の足で歩け、自分の腕で稼げるという

のがプロです。アマというのは、会社の名刺で仕事をする人たち。名刺がなくなったら人が相

手にしてくれない。鼻もひっかけない。サラリーマンの９７％はアマなのです。大勢いますよ
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ね。プロになるためには、１日２時間何かのテーマについて勉強する、研究するということを

１年間やると、６７０時間。６７１時間を、仮に１万時間がプロになるために必要な時間であ

ると、６７０で割ると約１４年なのですね。今４０歳の人が何かのテーマについて毎日２時間

やると、４０＋１４だから５４歳でどこでも通用するプロになれる。しかし４０歳の人は下駄

を履いている。今まで仕事をやっていた貯金があるのです。富士山で言えば５合目まで来てい

る。あと５合でいいのです。だから、１４年の半分の７年。４０＋７で４７～４８歳になる。

４７歳になれば、どこでも胸を張って通用する人間に自分をつくることができるのです。 

 

【杉浦氏の発言】  
 

縮こまる若い世代 

 ビートルズのジョン・レノンの歌に、平和にチャンスを与えようという歌がたしかあったと

思うのですが、それになぞって若い世代にチャンスを与えるということをもっと考えなきゃい

けないんじゃないかなという気がずっとしています。 

 というのは、自分たちと比べるのは悪いのかもしれないですけれども、若い人たちって物す

ごく真面目でひたむきで素直な子たちが多いのですけれども、一方で物すごく内向きになって

いる、縮こまっているというか、保守的になっている。例えば大学で学生に教えていても、あ

る大学でこういうことがあったのですけれども、１００人ぐらいのクラスで、授業が終わると

みんなずらっと並んで、授業のときには質問があったらいつでも手を挙げてと言っても手を挙

げないのですけれども、終わるとずらっと並んで質問するのですが、多くの質問がどうでもい

いことというか、細かな話ばかりで、例えば教科書を使って講義をしていると、「先生、注に書

いてあるこの小さい内容って、これ試験に出ますか」とか、そんなことを聞いてくるわけです。

どうでもいいだろう、そんなのとかと言うのですけれども、彼らにとっては物すごく重要な問

題で、あそこで優が幾つあるかとか、Ａや可が幾つだとかいうのは就職に響くと思って、多分

そういうことを聞いてくる。優等生なのだけれども縮こまっているような若い人たちが多い。

これは私の世代とか私より上の世代から見ると、情けないな、何だ、今の若い連中はって言う

んですけれども、でもはたと考えると、そういう彼らをつくったのは我々の世代なんじゃない

かという気がします。例えばバブル経済というのに浮かれたというか、それをつくり出したの

は、失礼な言い方かもしれないですけれども、皆さんも含めて我々の世代だし、その後の失わ

れた２０年というのを直すことができなかったというのも我々の世代の責任かもしれない。財

政的児童虐待と言われるように、財政赤字をどんどん積み上げて、後世代の負担として残して

いくというのも我々の責任でしょう。 

 そういう中で、若い人たちに希望を持てとか夢を持てとかチャレンジしろと言ったって、一

部の優秀な方は別として、多くの若い人ってそういうふうにはなかなかならないんじゃないの

かなという感じがするのです。 

 例えば、私はキャリアの半分ぐらいは終身雇用というか、そういう中で育ってきた人間なの

で、まだ残りかすみたいなのを享受できている世代なのですけれども、私の子供世代というの

は全くそういうものはなくなったときにキャリアを始めていますから、そもそも給料がふえる

なんていうのは期待していないし、私らの世代だったら１０年、例えば係長になって１５年た

てば課長になって、住宅ローン借りて家つくってみたいな、そういうことは予想できましたけ

れども、今の子供たちというのは一切そういうことは予想もできないし、期待もしていない。
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だから、とにかくどうやって今のポジションを守っていくのかということに一生懸命になって

いる。それをつくったのは我々の責任だと思うし、彼らに希望というかチャレンジする気持ち

を与えてあげるということが、日本にとってはこれから物すごく重要になってくるのではない

のかという気がしています。 

 

若い人たちにチャンスを 

 財政の問題を考えると不思議に思うのは、日本とアメリカの決定的な違いは、アメリカ人っ

ていいかげんな人間ばかりだと思うのですけれども、でもなぜか自分たちの子供の世代に負担

を押しつけるのはアンフェアだ。それで財政の赤字をできるだけ減らそうして、増税はノーな

ので、歳出を減らすということで大体話が落ち着く。それが景気を悪くしようがどうなろうが、

後の世代のために必要なことなのだというので何か納得しているような気がする。 

 一方で、日本はどうもそうじゃなくて、自分たちの生活が厳しいのに、後世代の負担もへっ

たくれもあるか。そんなの後世代に払わせればいいじゃないかというふうに思っている節が多

分すごくあって、それがますます若い世代というのを縮こまらせているという感じがするので、

経済成長にしても生産性にしても、あるいは人口減少下の日本経済のあり方ということを、何

を議論するにしても、若い世代にどうやってチャレンジするそういう機会を与えるのかという

ことを、もっと考えなければいけないという感じがします。 

 例えば格差の問題もそうですけれども、格差というのは教育機会の大きい少ないを通じて、

拡大再生産されていくわけで、その中で貧困率というのも日本は物すごく高いという現実もあ

りますし、とりわけ母子家庭の貧困率が物すごく高いという現実もあって、何となくそういう

ところにみんなふたをしながら、一部のすばらしいエリートをもっと育てることが日本のため

なんだというふうな議論にどうも走りがちです。その辺の考え方というのをちょっと変えてい

く必要があるのかなということで、きのうお話ししたように、私は若い人たちはできるだけチ

ャンスを与えようと思っていろんな機会をつくったつもりですが、私が幾ら頑張ったって限ら

れているので、日本全体としてそういう考え方にもう少し動いていかなければと思います。 

 

【杉浦発言を巡る議論】 
 

新： 

理念とは理想を念じること 

最近の日本の企業の部課長、部長、課長からよく出る言葉が３つあるのですよ。疲労感、疲

弊感、閉塞感。私はこれを平成の３Ｈと。こういう言葉が部長や課長の口から出るということ

は、現象でしょう。現象の前には何がある。原因があるのですよね。原因を追究して解明しな

いと対策がとれないというので、原因調べをやったのです。わかった。 

 何がわかったかというと、部長や課長の上司、大企業で言うと本部長とか、事業部長とか、

執行役員とか、大阪弁で言うと偉いさんです。偉いさんが何をやっているかというと、毎日朝

から晩まで部下のけつをたたいているんです。やれ、もっと売ってこい、もっと稼いでこい。

もっと新規顧客の開拓を急げと。短期利益の追求でもってけつをたたいている。それにあおら

れて、社員はそれこそ残業しながら一生懸命仕事をやって、結果を出す。 

 そこまではいいんです。英語で言うと、so far, so goodなのです。悪い点が１つある。人間
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というのは、余り目先の単期目標だけ追いかけられると、多くの人が時間の経過とともに精神

的な制度疲労にかかってしまう。一種の心の病。この病にかかった部長や課長の口から出る言

葉の３点セットが、疲労感、疲弊感、閉塞感。３Ｈ。 

 偉いさんがことしの売り上げ、今期の利益という短期目標だけでキャンキャンわめいている

けれども、会社の将来の夢を語っていない。トンネルの先の光を示していない。人間というの

は、目の前につらいこと、苦労話、不平不満があっても、トンネルの先のほうを見たら、先の

ほうに希望とか期待とか楽しみとか喜びとか、そういう光が見えたら、つらさ、不平不満は相

当おさまるのです。 

 ではトンネルの先の光というのは何かというと、要するに企業理念です。あるいはビジョン

と言ってもいいです。夢や理想です。夢や理想がない人間というのは、半分死んだも同様、し

かばね同様です。だから夢や理想、それから理念。理念という言葉は理想を念じると書くので

すよね。これも偉いさんが語っていない。目先の銭もうけだけでやっている。だからみんな疲

れちゃうということなのです。 

 したがって、私は足りないのはトップが、多少書生っぽく青臭いかもしれないけれども、我

が社はみんなで頑張ってこういう会社になりたいのだ。こういうことでうちの会社は役に立つ

のだというミッションとか、こういう会社になりたいのだというビジョンを、高らかに説得性

高く社員に語る、部下に語る。これをもっと上がやらないと、下がいつまでも３Ｈで終わって

しまうと思う。 

 

杉浦： 

時代は短期思考から長期思考へ 

 偉いさんがそういうふうに短期思考になって下にただプレッシャーをかけるというのは、偉

いさんがあんぽんたんなだけなのか、あるいは偉いさんがそういうふうに振る舞わないといけ

ないように、資本市場なり投資家なり株主がプレッシャーをかけているからなのか。アメリカ

ではよく短期思考と言いますけれども、そういうふうなことなのか、はたまたほかの理由があ

るのか。一方でアメリカの大統領選挙のときにクリントンが言っていたのは、短期思考はアメ

リカはもう変えないといけない。もう長期思考に変えていかないと、アメリカの企業も経済も

だめになるのだということを強く言っていて、多分クリントンが当選したら少しずつ変わって

いたのかもしれませんし、またそれを受けてかどうか、ビジネス・ラウンドテーブルのような、

日本の経団連のようなところに集まっている大企業の人たちが、同じようなことを言い始めて、

そういう文脈の中で国連のＳＤＧｓなんかもアメリカでは非常に重要視されている。そういう

トレンドに変わってきたような気もする。もしそうだとすると、日本のお偉いさんはただあん

ぽんたんなだけで、それが若い人たち、働いている人たちがその不利益をこうむっているとい

うことなのか。 

 

新： 

投機家に負けるな  

背景として、いわゆるグローバライゼーションの一環で、企業の株主に占める外国人の割合

がふえています。ソニーは今知らないけれども、一時は６０％ぐらいが外人株、あれは日本の



 ５８ 

会社じゃないです。外国の会社なのです。只、投資家ならいいけど、投機家が多いのです。 

 投資家と投機家の違いは何かというと、投資家というのは、その企業の成長と自分の成長を

一体化して考えて、ロングタームに株を持つという傾向があるのに対して、投機家はきょう買

って上がればあした売るというのが投機家でしょう。Investorに対する Speculatorが多いので

す。外国人はそういう傾向が強いのです。だからプレッシャーが来るのです。ことしの売り上

げがどうだ、今期の決算、利益はどうだということで、株主からのプレッシャーがあるので、

それに負けて必然的に将来のことをやるよりも今のことにかまけるというふうになっている。

若干情状酌量する点もあるけれども、しかし結果として会社のサスティナビリティが担保でき

なければ害をなしますから、これはたたかなければいかんと思いますね。長期と短期の両立と

いう、言うはやすく行うはかたしですが、まともな経営者はそれをやっています。 

 

 

 

佐々木： 

大学生の高校生化 

 ちょっとお話が戻るかもしれませんが、杉浦さんの学生の話なのですが、内向きで縮こまっ

ているということでしたけれども、そうでもないかもしれない。たしかに訓練された指示待ち

族というのが今大学生に対する１つの見方です。高等学校まで１つの路線で走ってきた。だか

ら大学は別なのだと、カリキュラムを自分でつくったり選んだり、と言っても無理で、１年生

に入ってきたらまずこういう課目を選択をして、２つか３つのコースを用意して、これから選

んだらいいですよということを言わないと、自分でカリキュラムをつくれないです。もう一つ

を言うと、２年生の後半ぐらいになると、今度は就職はこういう準備をするといいですよとい

うことをやる。それをやらないと、親からいろいろな要求が来るのです。これから社会に来る

若者を預かっているのに大学は無責任だと、こう来るわけです。ですので完全に高校時代まで

決められたカリキュラムで育ってきた人たちが、そのまま大学は別世界だというのは、それは

我々の世代で言っているだけで、彼らから見れば同じでありまして、どう選択をしていけばい

いのか。世の中に出る準備はどういうふうにすればいいのかということを教えなければいけな

い。大学生の高校生化と見たほうが、多分当たっている。 

 

勤労切符を持って大学入試を 

 ですから、高校生が内向きで縮こまっているかというと、必ずしもそうではないのだろうと

思うのですが、どうすればいいかがわからないまま大学で放り出しますと、１つは精神的な病

気が相当ふえます。何かをやるのをつかんだ人はいいのですけれども、多くの者はただ教室に

来て、ただ放ったらかされになりますと、やはり不安なので、大学側はそれを防ぐために一生

懸命手を尽くすという。これがいいのかどうかわからないのですが。 

 もう一つ言うと、マスプロ教育はだめだと。これは長い間の反省かもしれませんが、それで

はゼミナールと小クラスがいいのだ。だんだんそういうふうに小刻みに刻むようなカリキュラ

ムをつくっているのですね。ところが、ゼミナールは自分でやれるのか。例えば１５人の学生

が、さあ、時間になりましたのできょうはこういう本を自分たちで読みましょうと言っても、

ゼミ長が始めるかというと、始めないのですね。３０分先生がわざわざおくれて行くのですけ
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れども、おくれて行くまで何もやらないのです。来てから始めるという。なぜなら、先生に発

表を見てほしいという。学生同士で発表して討論するのがゼミですけれども、その発表を先生

に見てほしいので、先生が来るまではゼミでも待っているという。こういう状況がやはりある。

私は日本の大学制度も、どんどん就業年限を延ばしていくというのもいいですが、多分高校が

終わったら１回働いていただくほうがいい。１８歳から二十歳ぐらいまでは勤労の義務を１回

課して、勤労切符を持って大学入試を受けるという形です。今の大切に育てた子供さん、お孫

さんの世界は、非常にもやしのように素直に育ってきていますので、どこかで１回挫折なり空

気を当てないとだめじゃないかと思います。 

 

杉浦： 

卒業したら２年間放浪 

 

 これもアメリカ人を見ていてびっくりしたのですけれども、今先生のおっしゃったことと通

じるのですが、全員がそうかどうかわかりませんけれども、よく彼らと若い人たち、大学生と

話していると、「あなた卒業したらどうするの、どこに勤めるの」と言うと、「いや、私は２年

間放浪します」とか言うんですよね。世界を放浪して、それからもう一回どこか入り直して、

そこから勤めますみたいな。そんな人間が結構いっぱいいたりして、例えば日本で英語なんか

教えている若い人たちって、「あなた、どういうキャリアなの」と聞くと、「いや、ちょっとオ

ーストラリアに２年間いて」とか「ベトナムに１年間いて」とか、日本に来てお金稼いで帰っ

て、今度芸術のディグリーとりますなんていう、そんな人が何かやたらいっぱいいたりして、

日本みたいに大学卒業したらすぐ就職で、今や１つの会社とは言いませんけれども、そこから

キャリアがずっとつながっていって、それで新卒一括採用で、たまたま運が悪く就職氷河期に

それに当たった人は一生浮かばれないみたいな、そういう単線的なというかそういうキャリア

形成にはなっていないんじゃないかという気がして、そういう意味でなかなか変えるのは難し

いかもしれないですけれども、日本でもそういうもっといろんな経験を積んだ上で実社会に出

るという、そういう機会というのはあってもいい。 

 

秋山： 

大学は若者だけのものではない 

 そういう機会って、意図的に今大学は設けているのですよね。学部の１年に入ったときに、

「トビタテ！ 留学 JAPAN」とか、被災地で１年間過ごすということを奨励しているんだけれど

も、出て行かないというのが現実です。 

 私はアメリカの大学で二十数年教えていまして、そして日本の大学に帰って、やはり一番違

うところというのは、日本の大学というのは、学部の学生とか、大学院も学部を卒業した若い

人たちしかいないのです。アメリカの場合は、大学の中の学生の２５％は社会人、１回仕事を

して１０年とか１５年して、そして次のディグリーをとるために帰ってくるという、どんな仕

事でも上の学位を持っているほうがお給料も高いし有利だというのもあるのだと思うのですが。 

 ２５％が社会人で、だからどのクラスにいても社会人がいるわけなのです。そうすると、学

部から来たか学生というのは、何か理論を教えても一生懸命ノートとって、次の試験でいい点
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とるということしか考えてないのだけれども、社会から帰ってきた人はその理論が自分のこの

仕事にどういう役に立つのだ、こういうことを困っているが、その理論でこれは何か回答が出

るのかというようなことを聞いてくるわけです。それは教師にとっても非常に刺激になるが、

一緒に勉強している学生にとっても非常に勉強になるわけです。今学んでいることが、社会の

どんな課題とか、どんなチャレンジが社会にあるかということを、日々学習する場になってい

る。 

 日本の場合は社会人の割合は２．５％なのです。私は老年学とかそういうことを教えている

ので、実際に当時者に来てもらいたい、一緒に勉強してもらいたいわけです。だって二十歳と

か２２で６５歳以上のことなんてひいおじいさんか何かのことを言っていると思うわけです。

なので、実際にそういうシニアの方というのはいらっしゃるので入ってほしいのだけれども、

絶対に聴講も許さないというのが大学のポリシーなのです。仕方がないから、私はＴＡとして

入っていただいて、お給料を払っているのです。それ以外にはシニアの方が私たちのクラスに

入るということはできない日本のシステムなのです。 

 同時に、昨日も申しましたように、人生１００年となると常に学びの場というのは必要なの

です。ですから両面から言って、若い人たちにとってもそして１回大学を出て仕事をしている

人、そしてまたシニアになられた方にとっても、もう一回大学で勉強するという、大学の門戸

を開くということは、すごく大切なことじゃないかと思っていまして、若い人たちを奮い立た

せるということにとっても、非常に大きな意味があるなと思っています。 

 

杉浦： 

企業はのっぺらぼう学生を求めている？ 

 

 新聞で紹介されてましたが、５０歳の主婦の方が一念発起されて、若い人たちと一緒に学ん

でいるのですけれども、例えば格差の話なんかするときに、その主婦の方って人生経験もある

し、非常にリアリティを持って感じることができるし、それを学生に話すわけですよね。そう

すると、若い人たちというのがそれを実感できる。秋山先生がおっしゃったことは物すごく大

賛成なのですが、学生が社会に出ていくときに、それを採用する企業とか組織の側からすると、、

要は普通に偏差値が高くて、物わかりがよくて、企業がうまく使えるような、そういう均質な、

のっぺらぼうとは言いませんけれども、そういう学生を求めるという傾向がまだ残っているよ

うな気がする。そういう多様な考え方を持った学生、あるいは多様なコースでいろんなキャリ

アをつくっていこうとする学生と、それを受け入れる側の企業とのギャップというのはまだま

だ大きい。 

 とにかく海外に留学はしたほうがいいと、絶対しなさい、あるいは会社に勤めても絶対海外

に勤務希望を出しなさい。２年でも３年でも行ってきなさい、人生観変わるからと言うのです

けれども、そうするとみんなへえとか言って、だってそれだと年食うし、出世おくれるじゃな

いですかみたいに言う。それは違うだろうと思ったりするのですけれども、何かそういう状況

というのがまだ非常に混沌としているというか、学生も企業もお互いに探りあぐねているとい

うか、そんな印象を私なんかは受けてます。 
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佐々木： 

グライダー能力と飛行機能力 

人間は２つの能力を持っているという。１つはグライダー能力。こういうふうに飛びなさい

ということで従う能力です。もう一方は自分でエンジンを持って飛べるという飛行機能力があ

る。明治以来日本というのは追いつけ、追い越せ型近代化という、キャッチアップ型の教育を

やってきましたので、学校に入る前の子供たちは、実は自分で遊びを工夫したりという意味で

は飛行機能力を持っているのですが、学校に入った瞬間に飛行機能力は眠る形で、グライダー

能力だけをひたすら磨くようになり、それがずっと大学まで来ている。 

 多分その先がどうかと言えば、自分で起業、新しく業を起こすという人材は、実は生まれて

こない。大きい会社に入ってサラリーマンをやろうという。その大きい会社も何年かたつと、

３５年ぐらいでモデルチェンジが必要ですが、それをやれるような経営者は採用した中からは

実はつくれない。こういう非常に構造的な問題を明治以来の日本の教育は抱えている。そうい

う意味では、この教育改革というのは技術的な問題をはるかに超えたものかなと思います。 

  

新： 

筆記試験より面接 

 日本の会社というのは学歴偏重がちょっと強いんじゃないかなという気がする。実は Johnson 

& Johnsonという会社の経営を昔やっているときに、人事部に指示をして調査をしてもらったの

です。その調査は何かというと、入社のときの試験の成績と、入社後１３年たったときの社内

における出世度の相関関係を調べろとやったのです。母数は恐らく３０人近くいたと思う。何

がわかったかというと、入社のときの筆記試験の成績と１３年後の社内における立場の相関関

係は限りなくゼロであった。 

 ２番目、入社のときの面接の採点と１３年後の出世度は、見事な相関があったという。筆記

試験というのは、何について知るところを述べろとか、知識を調べるのです。頭でっかちなん

です。そういうやつは、余り出世とは関係ない。面接は何を見るかというと、私は部長なんか

にもよく言ったのは、面接のときに一番重要なのは、その学生の目に光があるかを見ろと。顔

に艶、張りがあるかを見ろと言った。これは人間性を見るのです。だからその人のガッツとか

意欲とか意思というのは、顔にあらわれるのです。これで選んだ人間は、まず間違いがないの

です。だから筆記試験というのは余りあてにならないということですよ。面構えを見ろと。 

 

【佐々木氏の発言】  
 

財政再建の目玉に道州制を 

 日本の公共経営の分野と民間経営の分野をざっくり分けると、大体ＧＤＰ５００兆円の３分

の１ぐらいが現在公共経営で成り立っています。これが拡大基調にあるわけで、一方３分２が

民間経営だとして、大体公共経営の分野に１６０兆円使われている。これはバブル期に膨れ上

がったものです。バブル期前の日本は第２次オイルショック以降の厳しい経済状況の中で、増
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税なき財政再建を目指し、第二次臨時行政調査会（土光臨調）をつくり、国鉄、電電、たばこ

３公社の民営化を実現させました。そこから以後４０年、バブル経済が膨れ上がって崩壊をし

て今日に至っていますけれども、この間、日本は改革をやっていない。 

バブル経済期、税収がふえたこともあって、歳出は非常に膨れ上がった。例えばふるさと創

生１億円というのも竹下内閣のときやっているわけです。あれは地方交付税を配って余ったお

金を、自治体に規模に関係なく、その７月の参議院選挙のために配った。その頃の歳出は限り

なく１６０兆円規模に膨れ上がったいきました。 

 ところが９１年になりますと、税収は９０兆円まで国、地方を含めてすとんと落ちます。今

１００兆円規模ですけれども、歳出規模は１６０兆円ですので、公共経営はずっと６０兆円赤

字が続いてきている。さらに社会保障の議論をしますと、税収はふえないけれども、歳出規模

はどうしても拡大基調にならざるを得ない。 

 そこでどうするかといった場合に、使い方を何に変えるかとかいう小手先ももちろん大事で

すけれども、ここはやはり第三次臨調をセットして、日本のこの１６０兆円まで膨れ上がった

公共経営の分野を、１００兆円規模の国、地方、州を含めた政府になるようにリセットすると

いうことを、この国の政治はきちっとやらないと、国家は確実に破綻をするのではないかと。 

 それを呼びかけて国民は賛成しないかと言えば、私は賛成すると思うのです。政治状況がど

ういう状況になっていけばそういうことをやれるかというのもございますが、第１次オイルシ

ョック、第２次オイルショック、特に昭和５３年以降の長期不況、マイナス成長を経験して、

日本は目が覚めて第二次臨調に取り組んだわけですが、今度は人口減少で目が覚めるしかない

という大きいトレンドが来ています。その１つとして３０兆円、４０兆円規模で歳出が削減で

きるこの道州制議論を大いに深めるべきです。 

 

【佐々木発言を巡る議論】 
 

新： 

道州制にあえて反対しますと 

 何で反対かというと、まず一番重要な問題として、道州制が望ましいのだという世論のうね

りがまだできていないんじゃないかなという点です。 

 ２番目は、なぜ道州制が必要なのだということをマジョリティの国民に説得して、納得させ

る必要があるわけです。人は説得されると、頭で理解する。納得されると心で理解するのです。

道州制の目的は日本全国どこでも元気にするためと言われますが、これはほとんど私にとって

は意味のない発言なんです。要はインベストメントに対するリターンですが、投資に対する見

返りは何だという。何でこれをやることがメリットなんだということがもうちょっと具体的に

ないと、説得もされないし、ましてや納得もされないんじゃないかなと。れまでですけれども。 

 ３番目は、果たして地方にマネージメント能力があるだろうかということ。やはり優秀な頭

脳は東京にあって、中央官庁にある。ドラッガーは「人を育てるために最も効果的な方法は任

せることである」と言いました。予算を与えて任せればそれなりに知恵を絞って考えるだろう

けれども、そこまでの基礎的な成熟度が地方に果たしてあるかなという、素朴な疑問です。ど

っちかと言えばないだろうと。この３つの理由で、ちょっと無理じゃないか。 

 只、否定するだけでは無責任なので、やはり現在の形は残して、権限移譲を目いっぱい地方

にすべきであろうと。権限移譲してはいけないのは何ですかね、司法とか国家憲法とか、国防
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とか外交とか、通貨、これは中央でホールドすべきだけれども、それ以外は目いっぱい地方に

権限を移譲すれば、道州制で狙っているのと同じような効果が、余り大騒ぎをしないで発揮す

ることができるんじゃないかな。 

  

佐々木： 

府県の壁をつくっている霞が関 

 世論がない。これは事実であります。残念ながら日本の場合、政府が例えば道州制担当大臣

のようなものを置いていろいろ議論が始まると、民間の例えば中部経済連合会も九州経済連合

会も、関西経済連合会も動き出すという、こういう構造があって、もう一つ言うと、地方自治

体もそれに呼応して動き出す。 

 実は今から１０年前、こういう動きはあった。ところが政府がそれをやめるとぽしゃる。で

すから出版をしようと思っても本は売れないんですね。道州制という言葉は使わないでくれと

言う。主要な出版社から全部ノーですよね。なぜなら、世論がない。商売ですから、やはり、

そうでなくても出版業界は不況ですから、売れないものをさらにつくるわけにいかない。必要

なのはわかるけれども売れないという。 

 ただ、説得の仕方なのです、あるいはアナウンスの仕方だろうと思うのですが、先ほど述べ

た、２５％消費税を上げてみても、この国はよくならないみたいな話をしなければいけない。

基本的な問題は４７都道府県体制というのが、ミニ主要省庁のような仕組みになっていること

です。中央の霞が関と県をまたぐブロック機関があって、各県にいろんな事務所を置いている

という、この構造の中で各県とも実はほとんど横との連携がない。府県の壁というのは物すご

く厚くなっている。これをやはり取り払って競争社会をつくらないと、地方に元気が出てこな

い。つまり国内競争社会をつくるには行政の壁を取り外したほうがいいという、カルチャーシ

ョックを与えたほうがいい。 

東大トップはもう官僚になっていない 

 地方にマネージメント能力がなという点ですが、中央省庁のキャリア官僚は優秀で、中央政

府に集まっている国会議員も優秀で、そこに預ければ日本はうまくいくというモデルで明治以

来やってきたのですが、実はこれはほとんど破綻している。大都市に人が集まっているのは事

実ですけれども、中央官庁に依存して日本の行政はよくなる時代は終わった。というのは、欧

米に追いつけで、欧米をモデルにいろいろ日本に入れてくるころは、確かに翻訳能力も高くて

よかった。しかし、今、中央官庁は地方でやっていることを見て、それをどのようにして、余

計なお世話ですが全国展開をするかということしか考えていないので、例えば地方創生でも、

あの町が成功しているので、こういう補助金をつくって全国展開をしようと、余計なお世話だ

けをやる。それは先ほどの教育と絡む。今多分、東大法学部で中央官庁に行っているのは５番

手ですよね。１番、２番は行かないで、外資系の企業に一番行きます。それから現在官僚で一

生懸命階段を上っていっても、国会答弁自体できない仕組みになっていますので、国会答弁を

するには早目に役所を飛び出し、選挙に出て大臣になるという、ある程度志のある者が途中で

離脱をする流れもできている。 

 一方で、地方自治体も少子化社会ですので、長男、長女は地元へ帰ってこいの世界で、ビジ

ネスチャンスが拡大をすれば潜在能力の高い人たちは、例えば役所系で見ても相当集まってい

る。一番今優秀なのが集まっているのは、政令指定都市です。県庁ではない。県庁よりは、政
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令指令都市のほうが、基礎自治体であり公益的自治体であるという２つのよさを生かして集ま

っています。 

小選挙区と比例区を分離せよ 

 今の衆議員の小選挙区比例併用制、これは一番よろしくないです。３０万から代表を選ぶと

いう、市長さんを２８５人並べなさいという世界と、もう一つもともとの制度設計は、選挙制

度審議会は久しく開かれていないのですが、１１ブロックの広域の比例区をつくったわけです。

それは例えばまだ健在ですから申し上げていいのですが、例えば不破哲三のような共産党の党

首が小選挙区に出て落選する。でも、こういう方は政治家として国政で活躍してほしいという

方に、例外として比例代表との重複立候補を認めよう。あとは将来の州制度をにらんで東北は

１つ、九州は１つ、関西は１つといったブロックの中から、比例区は広域の代表として活躍す

る衆議院議員を選ぼうとしたのです。 

 ところが、不破さんのような方を残そうとして重複立候補を例外として認めたものが一般化

したでしょう。今何が何だかわからないじゃないですか。夜中になって当選が決まるという比

例区の重複立候補者が山ほどあふれているわけで、彼らは多分国会の中では二流、三流の意識

で生きているのです。小選挙区があけば鞍がえをしてまた出てくるという。こういう無駄なこ

とはやめて、もしやるならそういう小選挙区と比例区はリンケージさせないで、広域の中から

選ばれる衆議員と、小選挙区が必要であれば小さい単位で選ばれる衆議員とに分けるべきです。

これは内政を州で動かしていくと必要なくなる話ですけれども、当面必要であればそういうふ

うに変えないといけないのではないか。 

 

杉浦： 

「地方のかたち」をどうする 

 人口減少下の地方のかたちをどういうふうに考えたらいいんだろうか。今私どものところ

（日本経済調査協議会）で前の鳥取県知事の片山さんを委員長にしてそういう議論をしている

のでが、例えば福岡だとか仙台だとか札幌とか、そういう地域で人口がたくさん集まってきて

いる都市が幾つかあって、そういう都市の中で、福岡とか札幌は違うかもしれないですけれど

も、拠点的な都市の中で中心部が空洞化して、郊外に人が移っていって、同時に過疎地域はど

んどんふえている。それをコンパクトシティという形でまとめるのだという議論はあるが、そ

れが果たしてうまくいっているのかどうか。青森は失礼ながら余りうまくいかなかったし、富

山はうまくいっているという、いろんな例があるので、それがいいのかどうかというのもまた

議論があるところだと思う。 

 また同時に、中山間地域だとか、あるいは農山村というのがやはり存在意義があって、そう

いうのは残すべきなのだという議論と、いや、それは財政的にもたないという議論と、いろん

な議論が重なっていると思うのですけれども、地方のかたちということをそのレベルで考えた

ときに、どういうふうな構造になるのがいいのか。 

 

佐々木： 

府県から解放して都市の集積力で引っ張る 
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 都市化していく流れは否定できない。日本の中枢拠点都市のイメージでいけば、大体１００

ぐらいの都市が日本列島に広がっている。１００万都市もありますけれども、２０万、３０万

の中核市もある。やはり人口減少を考えていくと、人が住まない地域も生まれざるを得ない。 

 ただそれをどういう形で管理していくかというのはありますよ。荒れ放題でよろしいという

わけではもちろんないので、管理自治体のようなものを指定をして、人が住まないところはき

ちっと、しかし道路も動くように管理をしていくという必要はあると思うのですが、人口減少

下の地方の形というのは、私はやはり大都市、中都市を核に、周辺にやはり自立できるような

規模の、自立と言っても経済的な自立ではないのですけれども、自治体として自立できるよう

な４万～５万の規模のものが衛星状に並んでいて、さらにのっぺらと農村、山村があるという、

こういう自然の形は一応人の流れを是とした上で、公共の分野のサポートを自治体としては一

生懸命やる。 

 あとは、経済がどう動くかというのは、やはり大きい都市、小さい都市の集積力が引っ張る

しかないんじゃないか。もっと言いますと、一方は、そこを府県におさめ込んでいますので、

これを解き放して元気になるような国をつくったほうが日本は経済的にも伸びる、こんなふう

に思うのです。 

 

秋山： 

日本列島をフリーパス人口移動社会へ 

 ちょっと中学生のような乱暴な議論をさせていただきたいと思うのですけれども、日本は過

密地帯と過疎地帯というのが非常に分かれている。それは非常に大きな問題で、過疎の問題も

そうですけれども、東京一極集中もそんなに人間が住みやすくないですよ、余りにも過密で。 

 特に高齢者がふえるというので、どうにかしてシニアの方を外に出そうと思って、ＣＣＲＣ

（注）とかそういう企画を打っていらっしゃるが、地方創生も含めて何か私のような生活者レ

ベルから見ていると、余りうまくいっていない、いきそうにないなというのが直観なのです。

ＣＣＲＣなんて、もう誰が移るんだろうというふうに思います。 

 

（注）「Ｃｏｎｔｉｎｕｉｎｇ Ｃａｒｅ Ｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ」の略で、

仕事をリタイアした人が元気なうちに地方に移住して活動的に暮らし、介護や医療が必要になって

も同所で継続的にケアを受けられる拠点施設のこと。発祥の米国では現在約２千カ所の施設に計７

５万人余が暮らすとされる。日本では２０１５年６月に政府が「生涯活躍のまち」を目指す「日本

版ＣＣＲＣ構想」を掲げて以降、各地で拠点作りが始まった。 

 

 それよりも、私はそういうところで結構なお金、交付金を出しているわけですけれども、そ

れよりも私は、日本全体としてアメリカの１つの州ぐらいな小さい国なわけですよ。端から端

まで行ったってそんなに遠くないわけなので、しかもそこに新幹線とか高速道路を張りめぐら

して、どこに行くのもそんなに遠くない。時間はかからない。だけれども、お金がかかるんで

すね。時間はかからないけれどもお金がかかるというのが問題なので、ＣＣＲＣとか地方創生

とか、そういうお金で移動手段をほとんど無料に近くする。だから山手線に乗るぐらいの感覚

で新潟でも新幹線に行けるしどこでも行けるというふうにして、しかも働き方を改革して柔軟

に、毎日何も本社に出勤しなくても、上場企業の４０％ぐらいの仕事というのは、大体ほかの

ところでもできるわけなので、そういうどこでもいつでもできるようなという、そういう働き
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方をぐっとやれば、若い人たちが外に出ると思うのです。 

 今大体夫婦で働いているから、東京でもどんどん中のほうにタワーマンションの五十何階で

２人の子供を育てているなんて、非常に異常なことをやっているのだけれども、それよりも１

時間も新幹線で出れば、本当に広々とした家があって自然がある。そこのところで子供を育て

たい。そんなふうにして外に若い人たちが出ると、そこに学校ができて、サービス産業できて

というふうになって、シリアはもう孫たちがいるんだったらそっちに移るということになって、

分散していく。だからシニアを外に出すのではなくて、若い人たちを外に出す方策をとったほ

うがいいと思うのです。 

 高速道路会社にほとんど無料にしろ。ＪＲに無料にしろというのではなくて、税金使ってい

いと思うのです。新幹線もちょっとした電車賃並みにする。そうすれば日本中に若い人たちも

万遍なく住んで、日本の再構築につながるのでは。 

佐々木：これぞほんとの「希望の党」 

 立派な御意見だと思います。秋山新党でもつくって、全部、移動はただにしますと言うと、

相当の議席を得られますよね。 

 おっしゃるとおり、自由に動ける国に、今までのガソリン税、目的税もそうですけれども道

路をつくり続けるためにそこで税金を集めているわけですから、もうこれは集めれば集めるほ

どさらにつくり続けるということをやるわけで、これを移動の手段のお金に使うと切りかえて

みると、多分１０兆円、１５兆円規模のお金を使えば、今おっしゃったような移動がフリーパ

スの社会になる可能性があります。 

 そういうことが日本の活性化に必要だということを訴える新党があれば、秋山新党はほんと

の希望の党になります。そういう切り口があってこそ希望の党です。 

 

市川： 

ここで突然ですが、今回は一般参加という形でご出席頂いてます埼玉県知事の上田清司様で

すが、佐々木さんの道州制議論に関連して、現役の知事としてのご見解をお聞きしたくなりま

した。上田知事、よろしくお願いします。 

 

 

【上田知事の発言】  

「高齢少子化」がカネ余りにつながる 

 高齢化というのは、少子高齢化と言っているのですが、正確に言うと高齢少子化だと私は思

っています。長く生きるということがわかった以上、貯蓄が必要になっている。自分の残り人

生にどのぐらいお金がかかるかということで。子供が大体１人、松竹梅でいくと、一番安く上

げたら３，７００万ぐらい。教育費、一番安く上げてですね。普通で５，０００万ぐらい。こ

れ私学も行きます、医学部も行きますなんて言ったら７，０００万とか１億とかという世界に

なってくる。 

 そうすると、もし子供が３人目がいなければ５，０００万残っているので、結構長生きがし

やすくなる。こういう部分が金余りにもつながっていますし、この運用も含めて世界中が金融

危機になりやすいと、先進国、こういう構図をつくっているのではないか。 
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 では、しからばどうするかということですので、スウェーデンみたいな方式で子育てにお金

がかからない、教育にお金がかからないという仕組みをつくるというのが、多分これからの方

向で安心感をとられるのではないか。 

権限を中央に握られた地方行政 

 では、財政的な裏づけをどうするかということにもなってくるのですが、先ほど新先生は国

が優秀だと言うのですが、優秀なところもあるのですが、国が立法権を持っていて、地方議会

はほとんど立法権がないのです。条例制定権はあっても、ほとんど例えば地方が福祉なんかや

っているのですが、この福祉にかかわるような権限とか、あるいは医療にかかわるような権限

は、みんな厚労省が持っているのです。 

 したがって、ただ行政側は実務がありますので仕事があります。一方、地方議会の立法権は

弱いので、チェックをするか、あるいは地元の要望をしっかり執行部にやらせて、自分の力を

誇示するかということになり、どうしても効率が悪くなってきて、お金のかかる行政組織にな

っている。地方にせっかくそれぞれにいい人たちがいながらも、その人材が生かされていない。 

 

県間比較をやらない総務省 

 さらに問題は自治体行政に評価される仕組みがないことです。例えば１万人の県民に対して

何人で仕事をしているか。例えば長野県は２３人で仕事をしているのです。全国の平均が２２

人です。長野県というのは日本で３番目ぐらいに広い県だと私は記憶しているのですが、だか

ら頑張っているわけです。埼玉県は実は１１人で、日本一少ない県なんです。多いところは５

０人でやっているのです。これは鳥取県です。以前「ＴＶタックル」で隣に同県の知事をやら

れた片山さんがいて、このことを指摘しますと「鳥取県は山が多いから」なんて言いわけがあ

りました。そしたらご一緒してました猪瀬さんが「日本中山だらけだ」なんて言い返していま

したけれども、基本的にみんな自己の行政評価を知らないわけです。 

 埼玉県もそうでした。高校中退率４６位。４７位が大阪府。今１３位まで上げました。私が

県間比較の票をつくらせたからです。中学生の不登校、これは８番目に悪かったんです。一番

悪いのは神奈川県でした。今はいいほうから６番目で、多分、２０１７年実績ではいいほうか

ら２番目になるはずです。なぜそうなるかというと、私が市町村に比較表を配っているからで

す。私は市町村の教育委員会に権限がないですから、おたくでは何人不登校が出ているかとい

うことを表にして、毎年配っているのです。納税率も全部配っているのです。それで納税率を

上げているのです。 

 埼玉県の皆さんたち、市長さんたちは、私からずっと評価されているのです。どのぐらいな

んだという水準を示して片っ端から渡しているのです。本当は県内紙であります埼玉新聞なん

かで発表すれば大変なことになるかもしれません。本来総務省がやればいいのです。やらない

です。ほとんどが自分たちの仲間だからです。 

 ＧＤＰも、例えばこの１０年の伸び額はどこが一番伸びているのだ。みんな自分のところだ

けが伸ばしているというような顔をしているのです。一番伸ばしているのは愛知県、２番目は

埼玉県、３番目が千葉県、４番目が三重県と。じゃあ下から言ったらどこなんだと言ったら、

北海道、大阪、その次ちょっと忘れて長野が４番目に悪いはずです。でも多分知事も知らない

と思います。県議会も知らないと思います。こういった事実を知らせない仕掛けが何となくあ

ると思います。役所は頑張っていますと。１年か２年でメンバーがかわります、課長とか２年

ぐらいでかわりますので。国はもっと早くかわります。そうすると、１年でちょっとふえた、
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ちょっと減ったですから、誰も責任を考えません。 

天下り機関というのも問題です。埼玉県は廃止しました。なぜ廃止したかというのは簡単で

す。とにかくもうけたくない、営業したくない、外交したくない、そういう人たちが県庁に入

っているわけですから、たまたま副知事になったからといって、埼玉高速鉄道の社長になって、

もうかるわけがないのです。ずっと赤字なのです。 

 民間の経営者を呼んできたら、みんな黒字になりました。それまでは副知事や部長たちが行

っていました。ちゃんと説得しました。あなたたちはもうけだとかそういうのが大嫌いで来た

のだろうが。一度だってもうけようなんて考えたことがない人間が、何でうまくいくんだ。そ

ういう構造的な欠陥がやはりあります。 

  

市川： 

道州制は賛成ですか？反対ですか？ 

上田： 

日本のローカルをどう残すか 

 道州制に賛成しているところは、ブロック都市を抱えている知事さんたちです。宮城県、そ

れから愛知県、大阪府、岡山も半々ぐらいですが、広島県、それから福岡県。それ以外のとこ

ろは基本的には反対、表には余り出していませんけれども、反対の空気があると思います。こ

れは町村会が強力に反対しました。より距離が遠くなって、ますます弱くなるんじゃないかと

いう危惧を皆さんが持っています。よりローカルだと思っておられる知事さんたちも、ますま

すブロック都市が中心になっていって、自分たちは弱くなるんじゃないかと。これを危惧して

います。そういうものをうまくカバーできるような仕掛けが十分できるのか、できないのか。

これがポイントだと思っています。 

 私は、最初は道州制推進論者でありました。このごろ若干迷っています。その迷いは、なぜ

日本六十余州と古代から信濃の国だとか上野、下野、何だかんだと言いながらも残ってきてい

るのだろう。一体感だとかそういうものが、ひょっとしたらグローバルな社会に、国際社会に

なればなるほど、一定のローカルの部分というのは、線引きでどう残すかというのはいろいろ

あります。佐々木先生も言いましたように、道州国家の道州の中でも埼玉県はいるのです。４

７都道府県の都市対抗野球はあってもいいのだ、そういうのもありますけれども、そういうロ

ーカルを残してどう国際化するかという、この部分をまだ答えを出し切っていないので、うか

つに道州制を推進する側に立って、自分自身がそのローカルをどうしっかり打ち込めるかとい

うことに確信がまだ持てない以上、推進論者にはなれなという形には今はなっています。 

 ただ、国がもうむちゃくちゃ権限を持っていますので、警察官の数だって埼玉県で決められ

ないのですから。国が管理しているのですから。しようがないから、民間パトロールだけむち

ゃくちゃふやしましたよ。５１５団体だったのが、今６，０００団体で、日本の８分の１は埼

玉県にいます。おかげで、住宅侵入等を８０％減らしました。警察官の数は日本一少ないです

から、対人口比で。ふやせと言っても国が管理していますので、私の力ではふやせないのです。

こういうばかなことがいっぱいあるのです。ベッドの数もふやせないのです。人口１０万人当

たり一番医師の数が少ないのは埼玉県なんて言っていて、文句言われちゃうのですから、これ

も国が決めているのです。そういうのがたくさんありますので、それを都道府県には渡さなく
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も道州だったら渡すんじゃないかというところがあれば、それも一歩前進だという受けとめ方

を私はしておりましたので、推進論者だったのですが、若干今国際化が厳しいというか激しく

なっていますので、ローカルをどう残すかということをしっかりやっとかないといけないのか

なと思っています 

 

 

 

【秋山氏の発言】  

自治体間で行政資源の共有を 

国が縮小社会、シュリンキングソサエティに入っていく中で自治体はどう生き抜いていけば

いいのか。私も東日本の被災地には復興庁とかほかを通してかかわっておりまして、そういう

中にこれからの過疎地におけるあり方を示唆するようないろいろな動きがあったと思います。 

 例えば私がかかわっております大船渡、陸前高田、住田町というのが気仙沼のところで隣合

わせになっているのですけれども、そこはもともと医療の過疎地で、医師も足りない、看護師

足りない、全て足りないというところだったのが、津波で陸前高田の県立病院は全部流された

とか、医師も人もクリニックも流されたというところで、どうやってやるかということを考え

たときに、やはり基礎自治体単位でやるのは無理ということを、市役所ではなくて医師会であ

るとか住民の方からそういう声が出て、結局自治体をそのまま保ちながら、３つの町で協力し

ようということで、もともとは３つにそれぞれ県立病院があったのですけれども、生き残った

のは大船渡の県立病院が丘の上にあったから、そこを基幹病院にした。 

陸前高田は非常に誇りが高い町で、自分たちのところに総合的な県立病院という声が非常に

高かったにもかかわらず、バックアップの病院をつくって、そして医師会も協力、介護施設も

いろいろ連携して、それをＩＣＴの情報ネットワークで結んで、それに住民の方が登録をする

という形で、お隣の宮城県では県全体で今までで３，０００人ぐらいしか登録していないです。

それなのに、大船渡、陸前高田では、人口が全部合わせて６万人弱だと思うのですけれども、

もう１万人を超えているのです、１年もたっていないうちに。こういう自治体間協力というの

は、直面する危機感を共有することが出来れば、被災地ではない過疎地においてもできるんじ

ゃないかと思います。 

 そのとき障害になるのは、知事も言われたようにいわゆるレッドテープです。国からの規制

がすごく強くて、基礎自治体をまたいだような動きには極めて抑制的です。だからこそ、その

辺の権限を地域に移譲して、そこの状況に合った形で政策や施策が打てるような形にしていく

というのが、これからの人口縮小社会を本当にスムーズにつくっていくのには非常に必要なこ

とです。 

自治体職員の脱マニュアル化 

 もう一つの問題は、そのときの基礎自治体の職員が、上から、例えば厚労省や県庁から、お

りてきたというマニュアルに沿ってしこしことやっているだけで、自分たちの課題と地域資源

をうまく洗って、それを組み合わせて何か政策をつくり、立案し、そしてそれを経営していく

ということができないということです。雑用とかそういうものは、それこそ外にアウトソーシ

ングして、やはり自治体の職員はもっと筋肉質にして、企画と経営に、そして勉強に、そして

地域に出ていって、本当に何が起こっているとかというのを見る時間が必要です。そういう時
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間が持ててそして企画、経営ができる、そういう地方自治体の職員をどんなふうにして養成し

ていくかというのは、これから大改革とかいうものを本当に下からやっていくときにはすごく

重要です。 

 

【秋山氏の発言を巡る議論】 
 

新： 

「きょうよう」「きょういく」「ちょきん」 

老後の生活は自分が自分に責任を持つ問題であって、国や行政にやってもらえればありがた

いのだけれども、求めるべきものではないと思うのです、私は。自立するためには、自律が必

要なのです。最初の自立は自分で立つです。そのためには自律というのは自分での身を律する。

これが重要だと思うので、甘えの構造にはまってしまってはいけない。 

 ６０歳で会社をやめますよね。アクティブな仕事はやめます。責任もなくなって権限もなく

って部下もなくなる。今４０歳の人は、アクティブに働ける時間が６０までですから、２０年

あるのです。６０から健康さえあれば、最低２０年は働けるのです。でしょう。８０－６０は

２０なんですよ。今元気な人がアクティブにビジネスマンとして働いているのが２０年で、そ

の後まだ２０年あるのです。これをどう有効に使うかという宿題は、答えは国や会社がくれる

ものではなくて自分でつくるものだと。ちょっと突き放した表現で言うとそうなるのです。 

 何が必要かというと、お聞きになったことは多いと思うけれども、よく言うじゃないですか、

定年を過ぎると「きょうよう」と「きょういく」と「ちょきん」が必要だということを言いま

すよね。「きょうよう」というのは、きょう、用があるという意味ですよね。仕事がある。「き

ょういく」というのは、きょう、行くところがあるということです。「ちょきん」というのは、

定年までに５，０００万ためようということではなくて、「ちょきん」は筋肉です。体から筋肉

がなくなってだぶだぶになると、やはり衰えるのですよね。だから適度な運動をやって、筋肉

をつけておく。「今日用」と「今日行く」と「貯筋」、この３つが必要なのです。 

最大の年金は仕事である 

 そのためには、繰り返しで恐縮だけれども、やはりＵＳＰをつくりましょう、Unique 

Selling Pointをつくりましょうということなのです。 

 これはちょっとずっと回ってまた別の話をしますと、マズローの欲望の５段階説があるでし

ょう。一番最低が生理的な欲求、２番目が安全の欲求、３番目が帰属の欲求ですよね。何とか

株式会社の一員とか家族の一員、帰属。４番目が尊敬と承認の欲求ですか。人から尊敬された

い、認められない、褒められたい。だから８０歳を超えたような老齢者が、宮内庁の役人がつ

くった恐らく原価５００円ぐらいのワッペンもらって、何とか褒章で喜んでいるでしょう。あ

れは尊敬と承認。 

 人間の最高の欲望は何かというと、マズローの説によると、御存知の方は多いと思うけれど

も、自己実現なのです。これは最高の段階の欲望だということは実は間違いであったというこ

とを、彼は後になって告白しているのです。もう一つある。何か。それは貢献の欲求だ。

Contributionの欲求。これは自己実現をさらに一段階行った最高の欲望だと。 

 何を言いたいかというと、自分にもしそれだけのＵＳＰがあった人だったならば、自分のＵ

ＳＰ、私の得意技を使いながら貢献ができるような社会的な、地域的な場づくりが必要だろう
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と思うのです。 

 例えば私の友達でシェル石油の昔の友人で、今英語を教えている人がいます。東大法科を出

たやつで、ある外資系の役員で、今社交ダンスを教えているやつがいますよ。それから山一證

券をやめさせられたやつで、今お料理教室でお料理を教えて、ボランタリー活動をやっている

人がいます。ＮＴＴの事業部長までやったやつで、講談を習っていろんなところへ行って講談

をしゃべっている人がいますよ。そういう持ち味を生かして、ボランタリーではなくて何がし

かの金がもらえる、そういう仕組みがあれば、そういう人の受け皿になるんじゃないのかな。 

 社交ダンスを教えているやつに聞いたんです。若い女性と抱き合えていいねと言ったら、冗

談じゃない、みんなばばあだと言っていた。これは私が言っているんじゃないですよ、彼が言

ったんだから怒らないで。じゃあ２時間教えて幾らもらえるんだと聞いたんですよ。幾らだと

思う？ １００円だって。桁が２つ違う気がするんだけどね。１つでもいいけれども。自分の

持っているＵＳＰを使って貢献したら何がしかの見返りもあるというような、そういう仕組み

がもっと多いと、相当の数の高齢者を前向きな意味で救えるんじゃないかなという実感がして

います。 

 私は４年～５年前まで年金が毎月２４万入ったんですよ。月額にすれば。今１８万ですよ。

今の若者は恐らく６５とか６８にならないと年金の取得資格がないでしょう。しかも金額が減

るんですよね。だって基本的に、老後の生計のために年金は当てにならないんです。したがっ

て、何を言いたいかというと、私のつくった言葉で言うと、「最大の年金は仕事である」という

ことです。ＵＳＰをつくって、それを仕事として貢献をしながら銭もうけができると、こうい

う場所がもっともっとふえてもいいんじゃないのかなと、現実的な問題として痛感しているわ

けです。 

 

秋山：  

健康寿命より貢献寿命 

１００％同感ですね。私は生涯現役ということをずっと勧めてきまして、なるべく遅くまで

働くというのが健康のためにもいいのです。頭にも筋肉にもです。ですから、私は定年制は取

っ払って、何も同じ会社にずっと８０まで働くんじゃなくて、人生二毛作､三毛作、自分で人生

設計をしていく。だから自己責任なのです。自分で責任を持ってかじ取りをしながら生きてい

くということが、これからの高齢者だけじゃなくて若い人たちからもやるということです。 

 だけれども、全くのセーフティネットが要らないかと言ったら、必ずしもそうじゃなくて、

やはりそれでも、最後までぴんぴんしていてがたっと死ぬというのはみんなが望んでいるのだ

けれども、それは１０％なので、最後の数年やはり支援が必要になったときには、やはり安心

して快適な生活ができるような保障は、国レベルとかそこでやるべきだとは思っています。 

 私もなるべく仕事と思っているのですけれども、ボランティアもいいですけれども、最近は

ボランティアやる人の数が非常にヨーロッパでも少なくなっていて、ドイツですと有償ボラン

ティアという、ちょっと定義に反しているのだけれども、それを国のレベルで決めたのです。

だから、最低賃金よりもちょっと低い、半分ぐらいのところで、ボランティアにも実費とかそ

のぐらいは出るという形でボランティアを進める。だから私は仕事でもいいし有償ボランティ

アでもいいし、本当のボランティアでもいいですけれども、何らかの形で、今健康寿命という

よりも貢献寿命ということが言われ始めているのです。貢献寿命を延ばすということなのです。

それが大切だと思います。 
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杉浦： 

ソーシャルビジネスという可能性  

社会のニーズが物すごく多様化してきて、医療とか福祉はその代表的な例なのですけれども、

そこで実態というか行政はなかなか財政的に対応できなくて、企業もある程度の大きな市場で

ないとなかなか関与しないという、そのすき間というか、それを埋めるということで、ＮＰＯ

とか、たしかきのうの柏とか福井の例でもあったかと思いますけれども、それと同類なのかも

しれないですけれども、ソーシャルビジネスというのが出てきて、売り上げというか収入があ

ってちゃんとスタッフに給料も払えて、でももうけるための組織じゃないという、そういうニ

ーズに応える組織としてソーシャルビジネスというのがあって、阪神淡路の大震災の後で１回

盛り上がったのですけれども、その後ぺしょっとしぼんじゃって、東日本大震災の後でそうい

う議論が出てくるかなと思ったけれども余り出てこないで、日本じゃなかなか定着していなく

て、イギリスなんかはかなり定着しているというのですけれども、そういうソーシャルビジネ

スの役割が非常に大きくなって、あるいは大きくすべきだという感じがするのですけれども、

そういう中で今の元気な高齢者とかそういう人たちが活躍できる場所というのが、いっぱいあ

るような気がするのです。それこそ見守りでもいいし、送迎でもいいし、何でもできるという。

そういう人とのつながりができて、その中でそれなりの給料をもらって、サラリーもらって自

立できる人たちもふえてくるし、それで助けられる地域の人たちもできてくるし。そういう意

味でソーシャルビジネスというのをもっともっと大きくしていくことって必要なのではないか

と思う。 

秋山： 

高いシニアの成功率 

ＮＰＯとかソーシャルビジネスの役割というのは非常に大きくなると思います。そこの中で

シニアが果たす役割というのは非常に大きいというか、シニアの関心は非常に強い。きのうご

紹介した柏のセカンドライフの就労プロジェクトは、まず私たちが提供しているのは、一番敷

居を低くして、これだったら自分でもできるんじゃないかというものをたくさん用意する。そ

うすると、奥さんとか近所の人が、これだったらあなたできると、ちょっと背中を押してくれ

るわけです。それでまず一歩出る。そうすると、仲間ができるとか自分が住んでいる町の課題

がわかる。どんなことが問題なのだとわかると、次のステップとして、自分の知識だとかスキ

ルとかネットワークを使って次のステップに移られる方が非常に多い。そこのところでソーシ

ャルビジネスとかＮＰＯにたどり着く人というのは結構多いのです。 

 成功率も、シニアがやった場合高い。例えば起業もそうなのですけれども、今起業の中でシ

ニアの起業が一番成功率が高いですよね。そういう意味で非常に大きくなると思うし、シニア

だけでなくてこれからの副業とか兼業ということが規制がどんどん緩くなると、若い人たちも

経産省の役人をしながらソーシャルビジネスをやるとか、どこかの企業でやりながらという、

そういうパターンがすごくふえるのではないかと思うのですね。そういう複線のキャリアとい

うことの中でも、ソーシャルビジネスが伸びていく可能性が強い。だからこれからだと思いま

す。 
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佐々木： 

指示待ちエリートをつくる公務員試験 

 先生のお話の中で、市役所の職員に企画立案能力がないと感じるというのはそのとおりなの

ですね。企画は役所が行っても、執行部分は相当程度民間でいいじゃないか。もう８～９割多

分執行そのもの、実行部分は民間がやっても、市役所の職員がやる必要のないというか、市役

所の職員よりもすぐれた仕事の仕方を実はするのだろうと思う。ＰＤＣＡサイクルが自己完結

するような仕組みはよろしくなくて、執行部分についてはもう完全に民間に開放するという。

これは少し古いですけれども、志木の市長さんをやっていた穂坂さんという方が、埼玉の市長

さんが計算したことがあって、８割方大体市役所の職員の仕事をしていることは民間の方がや

っても何ら問題はないという。 

 問題は公務員試験。私も１５年ぐらい公務員をやったものですから、公務員試験というのが

いわゆる学校の延長なのです。偏差値の高い人間というか、要するに受験秀才を集めようとい

う公務員試験ですので、ほとんど暗記力を試しているわけで、そういう人たちが集まった中で、

特に国と地方の関係で言いますと、国が政策官庁で自治体が事業官庁という、戦後７０年ある

いは明治から言いますと百何年たっているかもしれませんが、通達を正確に読める、補助金要

綱をきちっと間違いなく使えるという、この２つの技術があれば、３５年間地方公務員として

は、まさにテレビドラマの「ドクターＸ」は、「私、失敗しないので」とやるでしょう。あれは

難しい手術に挑戦をして、失敗をしないのです。逆なのです。地方公務員は、「私、失敗しない

ので」なのですが、難しいことはやりませんという、挑戦はしないのです。 

 なので、どうしても私が言っているキーワードは、国が政策官庁で自治体が事業官庁という

この構図は壊さないとだめで、自治体がやはり地域の政策官庁にならなければいけない。その

ために、集める公務員も壮大なグライダー能力の集団を集めてみても、それは指示待ち族です

ので、起業、業を起こすような者を首長の権限でなるべく集めるような試験制度に変えていっ

たらどうか。もうそれが人事院の試験センターがつくった問題を買って、ただそれで試験をや

るものですからうまくいかないのです。ですから、やはり国、地方の公務員試験制度そのもの

も、実は深くここはかかわることだろうと思うのです。 

  

秋山： 

役所は心に刺さる言葉を使え 

 入ってからのトレーニングだけじゃなくて、入り口のところでのふるいのかけ方というのが

重要だと思います。 

 もう一つつけ加えるならば、やはり日本の、中央官庁も含めて、余りにもデザイン性がない

と言いますか、例えばマイナンバーとか、それから地域包括ケアもそうなのですけれども、そ

れからプライムフライデーとか、そういうものもいま一広がらないじゃないですか。大体出て

くるものを見たら、読む気しないですよね、官庁から出てくる文章って。もうざーっと字が書

いてあって、下の半分ぐらいにまた付記１、２とか書いてあって、全く読む気もしないし、そ

れからまずテーマのつけ方も問題です。この前も「生涯現役促進地域連携事業」と。そんなも

のじゃなくて、もっと人の、住民の心に刺さるような短い言葉で書けないか。マイナンバーな

んかそうですよ。そして字はなるべく少なく、そして絵とか写真とかそういうものでしていく
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というデザイン性が、余りにも日本のお役所は欠けている。中央官庁も地方もです。 

 それでかなり政策の浸透の仕方というのは変わってくるんじゃないかと思いますので、トレ

ーニングの中にそういうものも必要だなと思いました。北欧は上手です、そういうのが。見て

いると。見ただけでわかります。心に刺さるような言葉を使っていますね。 
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【ディナー挨拶】 
 

 

長野銀行頭取  中條 功 氏 
 

 

皆さん、今晩は。本当に毎年毎年白馬に、そしてシェラリゾート白馬においでいただきまして、

本当にありがとうございます。 

 「白馬会議をダボス会議へ」という遠大な目標を市川さんから聞いて、地元の金融機関としてさ

さやかですが協賛させていただいています。市川さんと、今年亡くなられたホテルのオーナーと

は偶然同じ年生まれでやって来たので、今年、１０回目を迎えられたことは記念すべきこと思い

ます。 

 また、先ほどから皆さんおっしゃっているように、こんなに真っ白い白馬というはこの時期珍しく

て、多分この１０回の中でも初めてだなと思いますし、大変きれいな白馬になっています。 

 先ほどちょっと軽井沢の藤巻町長さんとお話をしたのですが、私たちも地域金融機関としてい

ろんなところに顔を出したりしていまして、軽井沢のほうにも寄附させていただいたり、町役場に

ATM を設置させていただいたりする仲です。白馬とか軽井沢とかその知名度の高さを観光の中

で生かしていければと考えています。 

銀行経営ですが、地域金融機関は非常に厳しい、厳しいと新聞雑誌で毎日報道されています

が、確かに厳しいわけです。日銀の金融政策もあるのですが、多分それだけではなく少子高齢

化人口減少社会ということで、人口が減少していく中でも高齢者の人たちがやはりお金をたくさ

ん持っていらして、預金のほうへ回していただいていていますが、貯蓄から投資の方にはなか

なか進んでいません。個人も企業部門も全部金余りの世界になっています。公共部門はちょっと

資金不足になっているのですが。 

きょうの新聞の雑誌広告欄には「日経平均４万円へ」という武者さんの発言が出ていたのです

けれども、日経平均３万円、その次４万円ということも、１月から積立ＮＩＳＡも始まりますが、やは

り貯蓄から投資への流れができてこないとなかなかそうはいかない。 

 ただ、皆さんはこれから多分あと３０年とか４０年とか、そのくらい生きる時代になってしまって

います。但し、自分たちが給料をいただいてきた時代と同じくらい年金をいただきながら生きてい

くというのは困難で、やはり貯蓄から投資ということを実践しないと、相当生きていくということ自

体が難しくなるのだろうなという気がします。 

 ということで、地域金融機関は非常に厳しい状況に置かれているのですが、時代が変わり、社

会も変われば私たちも変わっていくわけでして、そういった意味では超高齢社会に立ち向かうし

かないと思ってます。 

  それでは、皆さん、ちょっとご起立いただいて、白馬会議１０周年、それからこのすばらしい景

色に、また皆さんこれから３０年、４０年元気よく生きていくということで、乾杯したいと思います。

それでは、ご唱和ください。 乾杯！ 
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埼玉県知事  上田 清司 氏 
 

３年前にパネラーの１人で呼ばれて伺いました。そのとき急に夜に用ができましたので、また

そのまま埼玉に一旦戻りまして、次の朝一番に新幹線に乗ってまたこちらに伺って、最初のセッ

ションのパネラー同士の討論会に参加させて頂きました。只、肝心のこのホテルに宿泊しなかっ

たということで、妻のほうから探索してこいと前々から言われておったのですが、なかなか来る

チャンスがなくて、ことしは来るチャンスをいただきましたので、女房のために宿泊にたえられる

かどうかの探索に来ましたところ、もうたえられるということがよくわかりましたので、早速今度は

妻を誘って改めてお伺いする機会をいただきたいと思っております。 

 偶々きのう大宮のパレスホテルというところで、医師会主催で、日本の医師会の会長さんも来

られたのですが、関係者で健康と生命に関する話が出ました。本当に健康のためだったら今は

死んでいいという熱心な人たちもおられます。そういう人たちほどいろんなセミナーだとか勉強

会に出席され、健康のための努力をされているのです。一番問題なのは、そういうのに参加しな

い人たちなのですね。そういう人たちをどれだけ引っ張り出せるかが、これからの課題ではない

かと思っております。 

 秋山先生からすばらしいお話をしていただきましたが、まさにいかにして、自分の健康につい

て意識のない人たちを引っ張り出すための仕掛けというのでしょうか、利得も含めてそういうこと

を考えなければいけない、こんなふうに思っているところです。 

 

 

軽井沢町長  藤巻 進 氏 
 

皆さん、お疲れさまでございました。大変すばらしい会議に参加をさせていただきました。軽井

沢も会議都市を目指そうということで、今いろいろと進めておりますが、今回は白馬さんのほうに

偵察に来たわけではございません。 

 ちょっと個人的なことでございますけれども、先ほど秋山先生のほうからスウェーデンの紹介

がございました。私の娘が今ストックホルムのほうに住んでおりまして、ついほんの先ごろ青い

目の孫ができました。私も詳しく知っているわけではございませんが、スウェーデンは大分日本

とは違うのだなという感じがいたします。 

 スウェーデン人である息子なんかと話しても、税金を少しでも減らそうとか、そういう感覚は全く

ないんです。少しでも多く税金を納めれば、それが自分たちに返ってくる。そしてそれが非常に

ガラス張りでわかりやすい制度になっているというのがスウェーデンだそうです。ああ、そうか、

私は自分の意識と大分違うなあなんて思ったりもしました。 

 福祉の先進国ということで北欧は知られています。子供が今回生まれたわけですが、たしか出

産に関係する費用は全くかかりませんけれども、本当に産まれるぎりぎりまで病院は受け入れ

ませんし、産んでからすぐ病院から出されるというような状態です。日本のほうがよほど恵まれ

ていると言いますか、甘やかされているという部分もあるのかもしれません。それで日本の医療

費が膨らんでいるというようなことかなと思っております。 

 町のちょっと宣伝をさせていただこうと思ってましたが、時間が来てしまったので次の機会にで

もお話させて頂きます。 
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田中 素香 氏  

（東北大学名誉教授） 
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萩本 博幸 氏  

（多摩川精機会長） 
 

 

第４スピーチ  
牧野 義司 氏  
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第５スピーチ  
武者 陵司 氏  

（武者リサーチ代表） 

 



 ７８ 

第１スピーチ 
 

ジャパン・エクスプレス・チャイナ社長 水野 哲也 氏 
 

 私は貿易会社を経営しておりますが、行政書士という資格も持って地方創生のお手伝いを国

の実施事業でやっております。その中で特に福島と熊本という２つの被災地には結構よく行き

ます。 

 少子高齢化による地方の負荷と、それにプラスアルファで忘れてはいけないのは、震災によ

る負荷というのがやはりこれからも出てくると思うのです。その負荷に対してどうやって立ち

向かっていくのかということを、私も現場で悩んでいて、答えがないのでありますが、きょう

は現地で撮ったビデオをお見せしながら問題提起をさせて頂きます。 

  

《ビデオ上映》 

 

 尚、ビデオと関連して、お手許資料で言及しています主要点は以下の通りです。 

 

地方の経営破綻が国の衰退へ 

地方自治体の経営破綻により公共インフラのメンテナンスの不備、公共サービスの質の低下

などが発生する。特に防災の観点から見ると、砂防施設の管理が行き届かなくなり管理放棄地

が拡大することで地域の人々の生命・財産の維持すらできなくなる。 

現状でもインフラの維持管理、防災・減災に対するマンパワー不足や予算不足が、全国で多

発する地震や豪雨災害等の自然災害への対応を深刻化させている。どこにどのように人員と予

算を投入するかという問題は、教育・医療・福祉等のすべてが大事であるため本当に難しい問

題となっている 。このままでは「国破れて山河在り。城春にして草木深し」という状況になり

かねない。地方の集まりが国であることから、そのような地方が拡大することにより国全体の

活力が低下して、国家としての日本が衰退に向かうことになる。 

 

自治体格差が防災格差を生む 

地方公共団体は、消防行政を担っており、災害時にも重要な役割を果たす役割を持っており、

地域の安全保障の一翼を担っている自治体が機能しなくなることは、地域住民の「生命・財

産」を守る力が弱くなることを意味する。現実に、熊本地震においては、消防団団長出身のベ

テランの日置村長が率いる西原村が、優秀な対応をしたのに対して、新人首長の地域とは、対

応に大きな格差がうまれた。 

熊本地震の対応に関しても、住民からの相談は特定の自治体機能の弱い地域に偏るのが現実

です。自治体の格差が、防災の格差になってはならないと感じました。 

「お任せ民主主義と決別し、地方から革命を起こさなければ、未来は切り拓けない。」（石破

茂）との通り、お任せ民主主義を改善するためには地道な住民啓蒙が必要である。 
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第２スピーチ 
 

東北大学名誉教授 田中 素香 氏 

 

完全分裂したイギリスの EU離脱国民投票 

２０１７年はイギリス、フランス、ドイツと欧州３大国で選挙がありましたので、それに絡

んでお話をします。 

 まず、イギリスの EU 離脱を巡る国民投票ですが、国内が完全に分裂しました。イングランド

の７０％ぐらいが離脱賛成ですが、南のほうの豊かなところは残留賛成が多数でした。北部お

よび中部イングランドは圧倒的に離脱支持です。スコットランドは、完全に全ての地域で残留

支持です。ウェールズは、西ウェールズは残留支持ですが、東ウェールズは離脱賛成です。北

アイルランドは、北のほうが離脱支持で南のほうは残留賛成です。南のほうはアイルランドに

仕事に行ったりしていますので、EU の単一市場志向が強い。こういうふうに地域で完全に分裂

しました。 

 それから、世代、ジェネレーションでも分かれている。１８歳～２４歳は７２％が残留賛成

です。ところが６５歳以上は６０％が離脱支持です。年をとるにつれてだんだん離脱が大きく

なるという、ジェネレーションギャップが非常にはっきりしている。 

 また不思議なことにイギリスはアメリカと一緒に完全雇用状態でしたが、そのイギリスとア

メリカでポピュリズムの政治が勝利しました。それからドイツも完全雇用なのですが、後で話

しますように、メルケルさんは非常に今苦労しております。 

 

マクロン大統領で愁眉を開く 

 次にフランスです。フランスは２桁の失業率が５年も続き、若者の失業率は２０％以上です。

そこでマクロンさんが出てきました。大統領選挙の第１回はルペンが第２位で、第１位のマク

ロンに続いた。４位には左翼ポピュリズムのメランションです。彼は一番所得の高い階層から

１００％所得税取るとかというような、非常に急進的な方針を持つ反ＥＵ派です。２位のルペ

ンと４位のメランションが１位と２位で決選投票に進んだら、ＥＵはドイツとフランスでもっ

ていますので、この２人がＥＵ離脱の方針で大統領選挙の決勝戦に臨んだら、もうアウトだっ

た。非常に緊張して見たのですけれども、結果的にはマクロンがあらわれて世界中が愁眉を開

いた。資金がフランスからドイツに逃げたりして大変な状況だったのですが、マクロンが勝利

しまして、もう一気にそういう霧が吹き払われたということです。ただ、フランスでは、所得

水準の低いところや低学層にルペン票が集まっていることで格差の問題が非常にはっきりくっ

きり出ています。 

  

経済格差とポピュリズム 

 イギリスとアメリカについてポピュリズムが勝利したが、先進国の中で格差が一番大きいの

はアメリカで次がイギリスです。上位１０％のお金持ちの家計が、その年の国民所得の何％を

とるかで見ると、２０１０年でもうアメリカは４８％とっているのです。イギリスは４２％。

イギリスなんか、１９７０年には２８％しかなく非常に平等社会になっていたのですが、サッ
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チャー首相の１０年の間にあっという間に所得格差が広がりました。最大の理由は所得税率の

変化です。イギリスは１９７０年に９７％％だった最高所得税率をサッチャーさんが１０年間

で４０％に下げているわけです。それからアメリカの場合は、最高所得税率７０％を２８．

５％にレーガン大統領が下げているわけです。格差の大きい国は完全雇用であってもポピュリ

ズムが勝利するということになります。完全雇用といっても非正規やパートなどを含めて低賃

金の労働者が多いわけです。 

 イギリスでは２０１７年の６月８日に選挙が行われ、保守党が大敗しました。メイ首相は、

EU 離脱の国民投票の後、国民全体のための政治をするとか、保守党は労働差者の政党だとか言

っていたのですが、約束した政策を何も実行しませんでした。キャメロン前政権の財政引き締

め政策を受け継いで、もっとひどい政策を選挙のマニフェストに出したのです。それで総スカ

ン食らって負けたのです。彼女は強硬離脱と言えば国民がついてくると勘違いしたのですね。

ところが、もう国民の関心は福祉のほうに移っていた。 

 労働党の党首は６６歳のジェレミー・コービンですが、この人に若い人たちがばっとついて

いって、第二次大戦の英雄チャーチル以来というような調子で迎えたと言われています。若い

人が労働党を支持したので同党の支持率は上昇し、議席が 30増えました。 

 

混迷を深めるドイツ 

 それから最後はドイツです。選挙１週間前の世論調査では、「今の生活に満足している」とい

う答えが８０％だったのです。メルケル首相と現政権の政党（中道右派と中道左派の大連立政

権）が当然勝利するとみんな思っていたら、そうならなかった。メルケルさんの政党は８．

７％得票率が減って、議席は６３減りました。連立政権を組んでいた社会民主党は５．２％減

って４０議席減らし、下野すると言いだした。それでメルケルさんは第 4 党自由民主党と第 6

位の緑の党と連立工作をやっていたのですけれども、11月 20日に自由民主党が離脱して、今は

先行きが見えなくなっている。 

 唯一の安定策は、社会民主党が下野の方針を変えてメルケルさんに協力して、大連立を組む

ということなのですけれども、そうなるかどうかわかりません。そうならない場合は２０１８

年の春ぐらい再選挙で、内閣が成立するのは夏となります。EU としてはイギリスとの交渉もあ

りますし、ドイツがまさかこんなことになるとは思わなかったという状況でございます。［注：

2017年 12月に社会民主党が連立政権交渉を受け入れ、18年 1月 7日から本格交渉へ。3月まで

に連立政権成立の可能性。ただし、交渉が成功するかは不透明。］ 
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第３スピーチ 
 

多摩川精機会長 萩本博幸 氏 
 

飯田にあるのに何故、多摩川精機なのか？ 

ここに来ましてから３つばかり質問を受けました。１つは社名です。多摩川というと、東京

と神奈川の間に流れている川ですよね。なぜ本社が飯田にあるのと、皆さん不思議に思うので

す。２つ目は、おたく何つくっているのと。それからどのぐらいの規模なのというご質問があ

りました。この３つを簡単にご説明します。 

 多摩川精機ができたのは昭和１３年（１９３８年）の３月３日です。おやじが東京へ出てき

まして、それで工場をつくろうと。ところがおやじは信州の泰阜（やすおか）という、下伊那

の山の中の出身でございまして、青山師範学校そして東京工大を出まして独立したのですけれ

ども、まず信州の若い子を東京で教育したいということで、東京に本社をつくった。ところが

戦争でみんな焼けちゃったので、彼らを飯田へ連れてきて、飯田工場をつくったというのが歴

史です。それで今本社は飯田にあるということでございます。 

 

地方の中小企業が世界のマーケットを相手に 

 何をつくっているのかと申しますと、小さなモーターをつくっています。モーターといいう

と、ロボットにつけるモーター、あるいは飛行機につけるモーター、あるいは自動車につける

モーター、いろいろあります。 

それと共に、センサーをつくっています。モーターがありますとどのぐらい回ったかという

のをセンシングしなくちゃいけないということで、二次元の位置をセンシングするものと、三

次元、空間の位置をセンシングする、ジャイロといいますが、こういうのをつくっております。 

どういうところに応用しているのかというと、ロボットの他にミサイルとか魚雷とかいった

兵器、あるいは民間航空機、あるいは最近の自動車です。トヨタのプリウスのモーターについ

ているセンサーは、３０年前に私がつくりまして２０年前からプリウスに入れてます。それと

最近は自動自動車に使われてます。地下に入るとＧＰＳがききません。ですから、ジャイロを

使います。それからクボタさんの自動田植え機。あれは無人でやっており、うちのセンサーが

全部ついています。 

 あと、会社の規模ですが、中小企業であり続けるということで、資本金は１億円でございま

す。絶対に上場しないということを考えています。それで世界のマーケットをいただいている

ということで、飯田に４つぐらいの工場と青森県の八戸に５つぐらいの工場を持っています。

子会社を入れると全員で大体３，０００人ぐらいかな。あと中国、ドイツ、香港に工場があり

まして、それらを合わせまして今年が単独売上で約３８０億円、連結で約５８０億円というと

ころです。 

   

だらだら景気は給料が上がらないため 

 ここから景気の話をさせて頂きます。確かに今の景気はいざなぎ景気を超える長さで続いて

ますが、１～２％成長のだらだら景気です。これは、結論的に言うと、給料が上がらないため
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です。可処分所得、消費支出ともに、この２０年近く伸び悩んでいます。だから 

昔は組合が旗立てて賃金上げろと言ったのが、今は国が賃金上げろと。３％上げたら優遇する。

税金を少なくすると、全く逆になってしまった。びっくりしております。そういう時代なんで

す。 

 

元号が変わると大不況到来か？ 

 では、これからどのぐらいこの景気が続くのか。かつて大正から昭和になったときに昭和大

不況がありました。昭和３年か４年でございます。ちょうど私が生まれた年で大変貧乏だった。

今でも覚えております。ところがそのときにうちのおやじが何と言ったかというと、「これはお

もしろい。長野県はお蚕で食っていたけれども、このお蚕の糸を電線に変えて小さなモーター

をつくれ」と、こう言ったのです。お蚕の糸というのは、約３０μｍです。３０μｍってわか

りますか。毛の３分の１ぐらいです。それを今の小さなモーターは２本束ねて、ちょうど親指

ぐらいのセンサーをつくっています。、これからはそういうものをやりなさいと言ったのが昭和

の初めでした。そのとおり私はやっているということでございます。 

大正から昭和になったとき大不況でしたが、昭和から平成になったときも、いわゆるバブル

の崩壊でございました。ちょうど、天皇が変わるとショックがあるのです。不思議です。二度

あることは三度あるとは申しませんけれども、２０１９年の５月１日に次の元号に変わること

になりますが、そこら辺が怖いなというのが１つ。 

 もう１つは、１９年の秋に８から１０％に消費税が上がります。これは１４年と同じことで、

ショックがあると思います。 

 もう１つは、２０２０年にオリンピックが終わります。これでまたショックがあります。そ

う考えると、２０２０年まで景気が続けばありがたいと考えております。 
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第４スピーチ 
 

 

メディアオフィス「時代刺激人」代表 牧野 義司 氏 

 

世界経済を揺るがすプラットフォームビジネス 

何が時代を変えるか、何が経済社会を変えるかという観点で眠気をさますウエークアップの

お話をします。キーワードは、プラットフォームビジネスです。プラットフォームは一種の広

場みたいなもので、自社で全ての事業を囲い込むのではなくて、より広範なビジネス補完事業

者との連携、あるいはビジネスインフラを活用したオープン・アーキテクチャー型の新ビジネ

スモデルです。 

 ご存知でしょうか。ＡＧＦＡ（Amazon、Google、Facebook、それから Apple）と呼ばれている

アメリカのＩＴ企業４社は、このプラットフォームビジネスで今や世界経済を揺るがすほどの

存在となっており、その時価総額は特定の国のＧＤＰをはるかに凌駕するような金額になって

います。驚くのは、このアメリカ４社のみならず、同じプラットフォームビジネスで一気に急

成長してきたのが中国のアリババ集団などのネット通販企業です。いずれも IT を駆使してプラ

ットフォームビジネスを展開するところが共通点です。ところが日本企業はこの分野での立ち

遅れが目立ち課題を背負っています。 

 

アマゾンはネットと物流をつなげビジネス化 

Amazon（アマゾン）はご存知のようにインターネットと物流をつないでビジネス展開するこ

とで、プラットフォームという１つの広場にいろんな企業を参画させてビジネス展開をやり、

そこにビジネスチャンスをつくっております。 

 わかりやすく言うと、例えば私が紀伊国屋や三省堂で本を買おうとしたとき、数年前の発行

の本なのに２，５００円、場合によっては３，５００円とかの値段がついています。そこで我

が家に帰って Google で Amazon のページを開いて検索すると、これが何と中古コーナーで１円、

あるいは８００円ぐらいで出ていたりするのです。この広場に中古書を出しているのは、広島

や埼玉の店、あるいは東京の中古書店で、いずれも在庫で抱えている本を Amazon の広場に提供

しているわけです。Amazonは Amazonで、独自にオンライン書店として当然巨大な本の在庫を持

っていますけれども、それとは別にこのプラットフォームという広場にいろんな中古の書店の

人たちが参画させることによって、その人たちが持っている在庫の本のセールスの場を提供し

共存しているのです。これがプラットフォームビジネスです。 

 Amazon は、ご存知のように今やオンライン書店だけではなくて、あらゆる日用品から生鮮食

品まで含めて、全部オンライン・スーパーマーケットみたいな格好でやってます。さらには電

子書店、そして物流センターまで展開する。こういう格好のプラットフォームビジネスという

のが、今や Amazonだけじゃなくて中国のアリババ集団も形を変えて展開しているのです。 
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日本企業は製造業のサービス化で活用チャンス 

 率直に申し上げて、日本の企業は、こういうプラットフォームビジネスという発想やオープ

ン・アーキテクチャーの発想がまだ欠けています。 

 １つ、興味深い話をしましょう。広島の中間山間地域に、平田観光農園という観光農業をや

っておられる方がいます。中山間地域、本当に山の上にあるところで、取材に行きましたが、

平田さんという会長さんがすごい卓抜した問題意識を持っておられ、インターネットをうまく

使って、例えば、きょう白いリンゴの花が咲きましたというのをホームページに情報展開する

と、面白いことに、そのホームページを見ている若い人たちが、それなら週末行っ 

てみようという格好で、ネットを通じて中山間地域の山の上の観光農園へやって来るのです。

これによって、この平田観光農園は一切、市場流通を通さないで、観光農業で十分ビジネスを

やっているのです。 

 平田観光農園は自社だけの話ですが、さっき申し上げたようにあらゆる企業をプラットフォ

ームに参入させることによって、ビジネスチャンスが広がるというオープン・アーキテクチャ

ーの発想で、工夫をこらせば、大自然を背景にした観光農業が成長産業になる可能性はなきに

しもあらずです。これは非常に大事なことで、製造業のサービス化が言われる時代に、日立や

ソニーといった日本のグローバル企業などもインターネットを駆使したプラットフォームビジ

ネス展開を考える時期に来ているように思えます。展開されるべきです。 

 

中国ニューエコノミーとプラットフォームビジネス 

 無視できないのが中国企業の動向です。アリババ集団は、ご存知のように毎年、「独身の日」

（１１月１１日）を使って、１日に兆円単位のビジネス展開をします。これは単にネット通販

で物が動いただけじゃなくて、それによってあっという間に通販業者それからラストワンマイ

ルの配送ビジネスも含めて、いろんな企業や人、物や金を動かすのです。それによって、今や

中国ではオールドエコノミーという、いわゆる国有企業を軸にしたビジネスから、むしろニュ

ーエコノミーという新しい企業群が出て来ました。中国共産党がこれをどうやって上手くコン

トロールしているのかよくまだ見えないところですが、間違いなく今中国の新しい担い手にな

っています。 

 

プラットフォームビジネスの課税問題 

 ただ、税務当局にとってプラットフォームビジネスは非常にセンシティブな問題で、例えば

日本の Amazon も物流センターを持っているのですが、これが１つの恒久的な施設に当たらない

ということで、課税の対象になりにくい。結果的に Amazon は、別に日本 Amazon だけじゃない

ですけれども、オランダやいろんな地域のタックス・ヘイヴンを使って課税回避を行っている。

これをどうやって課税対象として利益を捕捉するかというのは、ＯＥＣＤ各国もどこも悩まし

い問題になっています。しかしこれは課税当局の問題であって、プラットフォームビジネスは

間違いなく大きな広がりを持っている。いずれにしても、きょう申し上げたいのは、日本がグ

ローバルの時代に、いろんな格好でオープン・アーキテクチャーにより、いろんな企業を参入

させることによってビジネスチャンスを拡大して欲しいという点です。 
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第５スピーチ 
 

武者リサーチ代表 武者陵司 氏 

 

諏訪湖一帯が日本の中心だった 

長野出身のアニメの大作家、新海さんがつくった「君の名は」というのがありますよね。あ

れは、大ヒットしました。モチーフになっているのが諏訪湖です。なぜあれほど大ヒットした

か。それは大変にロマンあふれたアニメだからだと思うのです。つまり太古と未来が全部一緒

になって出てくる。相互行き来するというものです。 

 私はあれを見まして、ひょっとすると諏訪湖のあの一帯がかつて日本の中心地だったのでは

ないか。今から１，０００年前は京都ですけれども、ひょっとすると３，０００年あるいは５，

０００年ぐらい前、中心は諏訪だったのではないか、と空想をめぐらします。諏訪大社という

非常に異常に大きな社があります。 

 それは実は全く荒唐無稽な話ではないというのは、昨日佐々木先生が「日本の人口の長期推

計」という資料をご指摘されましたが、縄文、つまり石器時代日本の人口はピークで２６万人

しかいなかったらしいのです。石器ではその程度の人口しか養えなかったのです。当時最も進

んだ科学技術は石器であります。その石器の産地が諏訪一帯。黒曜石です。したがって、最も

重要な経済資源の産出地が諏訪地域であり、それが諏訪大社という形で連綿として続いている。

諏訪大社の宮司さんは、たしか守矢さんという姓らしいのですけれども、その守矢というのは

矢じりを守るということですから、ひょっとすると石器時代から連綿と続いた家系かもしれま

せん。 

 

日本の人口動態と技術発展 

 その後農耕の時代になって、わずか数十万人だった日本の人口が数百万人となり、明治維新

から、さらには３，０００万人ぐらいから１億人まで大きく飛躍するわけです。このような人

口の発展の背景に何があったか。これは言うまでもなく、技術の発展です。農耕によって土地

が価値を生むようなってから、日本の人口は数百万人から３，０００万人ぐらいまで上昇し、

そして工業の時代になり、資本主義の時代になって３，０００万人ぐらいから一気に１億人を

超えた。まさしく人口の増加というのは、技術の発展とともに進展したというのがこれまでの

歴史だと思います。 

 さて問題は、人口はこれから減少していく。しからば、技術あるいは産業は既に衰退過程に

入ったのか。これは逆です。全く逆に、むしろ新しい技術が大変なスピードで起っているとい

うのが、今の情勢だと思います。 

 端的に言って、ここにありますスマートフォン。１０年前に登場し、今誰でも持っているス

マートフォンですけれども、仮に２０年前にこのスマートフォンを買おうとしたら、一体何が

必要だったかといえば、まず最初にレンタカー屋さんに行って、小型トラックを借りてくる。

そして銀行から数百万円の預金を引き出し、電気屋さんに行ってテレビを買い、オーディオを

買い、電話を買い、そしてカメラを買い、電卓を買い、パソコンを買い、というように、あり

とあらゆる電子機器を買うということで、何百万円も払って帰ってくる。しかしそれらのすべ
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ての機能は今たった数万円で、ポケットの中にスマートフォンが入る。 

 しかもこのスマートフォンは、それら以上の機能を持っているということは明らかです。つ

まり、何が起こっているかというと、劇的な技術の発展がここ十数年で起ったわけでして、で

はそれが終わったかというとさらに物すごいスピードで進展しているというのが、現在の技術

の発展です。もちろんその背景にあるのは、例えば半導体の集積度の高まり、あるいは通信の

高速、大容量化というのがありますけれども、これらほぼ技術の発展スピードは２年で２．５

倍、５年で１０倍、１０年で１００倍という、ものすごいスピードです。だから、たったこの

手のひらのスマートフォンが、とてつもない機能を持つに至っている。しかもこれがさらにこ

の技術の発展が続くとなれば、これは経済や技術あるいは生産性が頭を打って転換点に来てい

るなどという結論に到底なるわけはないということははっきり言えると思うのです。 

 しからば、この技術と産業発展とともに並行して進んだ人口の増大というのが、今や技術が

発展しながら人口が減るという局面に日本の場合入っている。これをどう理解するか。という

話は、一応問題提起としておいておきます。 

 

株価はマイナスのバブルを脱して４万円へ 

というように、技術というのが極めて大事だということを申し上げ、だから日経平均４万円

へ。こう思っているわけです。日経平均４万円の理屈はともかくとして、株式市場では２０１

７年９月～１０月にかけて非常に画期的なことが起こりました。１６日間連続で株価が上がる

というのは、日本の歴史上最長ですし、恐らく人類の歴史でもほかの国でもなかったことです。

つまり、ギネスブックものの株式上昇記録が達成された。しかも、株価は高値から下落をした

幅の半値を戻した。半値戻しは全値戻しという格言がありますので、日経平均が２万３，００

０円の半値を戻したということは、次は４万円だというように一気に市場参加者は色めき立っ

ているわけです。多分なっていくと思います。 

 というこの変化、この背景に何があるか。言うまでもなく、さまざまな要素がありますけれ

ども、１つはやはりこれまでの株価下落がマイナスのバブルであったというのが私の意見です。

１９９０年当時、これは値上がりし過ぎのバブルでしたが、今は逆に値下がりし過ぎのバブル

です。著しくフェアバリューに比べて株価が異常に下がっている。この値下がりし過ぎのバブ

ルが今正常化しているということを主張しております。 

 

新たな産業発展と企業収益の復活 

 その辺ところはとりあえず時間がないのでおいておくとして、さてそのようなマイナスのバ

ブルの是正、つまり正しい価格に向かって値下がりし過ぎた株価が上昇していくということ。

これが１つの要素なのですけれども、私が今最も強調したいのは、日本の新たな産業発展が始

まりつつあるのではないかということです。先ほど多摩川精機の萩本さんがおっしゃっており

ましたが、まさしく多摩川精機さんの分野に新たな展開があり得るのではないかということな

のです。 

 ここしばらくの企業収益を振り返ってみますと、１９９０年が営業利益比率で１0％ 

を超え、戦後の日本の企業収益のピークでした。この企業収益を支えたものは何かというと、

バブルとアメリカと言っていいと思います。つまりアメリカから導入した技術を使って、アメ

リカ市場に売って、例えば電気だとか精密だとか自動車だとか機械だとか、日本のリーディン

グインダストリーがもうかったのは、ほとんどアメリカさんのおかげ。これが９０年、アメリ
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カが日本たたきをし、超円高になり、日本のアドバンテージは失われ、そして企業収益は２０

００年時点に向かって瓦解し、営業利益対 GDP 比率は５％台まで落ち込んだ。この企業収益が、

今や営業利益比率で１２％に迫り市場空前の状態です。 

 

高い収益力を支える新ビジネスモデル 

  なぜ一旦アメリカによってたたかれ、完全に破綻した日本のビジネスが復活したのか。私は、

新たなビジネスモデルが確立できたからと思っております。例えばエレクトロニクスのビジネ

ス領域で見れば、日本が負けたのはデジタル製品の中枢部分である半導体、液晶テレビ、スマ

ートフォン、パソコンといったものでした。１０年から２０年前は、日本企業が完全に制覇し

てきたマーケットのこれらのハイテク中枢の製品群で完全に負けました。どこの国に行っても、

もはや日本のブランドは皆無です。したがって、日本のエレクトロニクスは終わったというの

が一般的な評価です。 

 では、なぜ日本の企業は、市場最高の利益を得ているのか。それは日本の企業が生息してい

る分野が、まさしくこの中枢部分から離れた辺境そして基盤の部分であり、この辺境、基盤の

部分に日本の企業は避難し、そこでプレゼンスを維持しているということであります。 

 この中枢部分というのは、一番市場規模が大きい。大量に資本が投下され、マーケットシェ

アを獲得すれば規模のメリットにより大変儲かる。しかしこれを機能させるためには、その周

辺のセンサーあるいはアクチュエータという分野が必要です。なぜなら、頭脳を動かすために

は、目や耳、鼻や口から情報を入れなければならず、センシングの部分が必要です。そしてま

た、頭脳の判断をアクションに動かすアクチュエータが必要となり、これがモーターなどで、

人間で言えば筋肉です。このような周辺分野に、まさしく多摩川精機さんが展開しているよう

な分野に日本企業は特化し生息している。ここで圧倒的なプレゼンスを確保したというのが、

今の日本だと思います。 

 そしてさらに基盤分野です。このデジタル製品の基礎をなす装置だとかあるいは部品だとか、

あるいは素材、こういった基盤分野もやはり日本が非常に強い分野です。今大変なグローバル

な投資競争がデジタル製品の中枢分野で起きています。ここから日本企業は完全に追いやられ

て、いわば山間僻地ともいうべきこの周辺、そして基盤という分野に逃げていったのです。そ

こは余りにも厳しいところなので、競争はない。したがって、技術的優位あるいはプレゼンス

が維持できる。つまり価格競争が激しいところでは負けたけれども、それが及ばない周辺分野

及び基盤分野に避難し、そこで大きなプレゼンスを獲得しているというのが、日本企業の今の

収益力を支える大きな要素だと思うのです。 

技術が押し上げる日本経済 

 さて問題は、これからどちらにチャンスがあるのか。デジタル製品の中枢分野は、恐らく中

国がとてつもない投資競争に挑んでいますので、今は大変にブームですけれども、いずれ土砂

降りの雨になると思います。価格競争は一層厳しくなる。かつて日本が負けたような価格競争

がいずれここで展開されるわけですけれども、恐らく日本企業はその競争からは埒外です。 

 しかし日本企業がプレゼンスを持っているデジタル製品の周辺、あるいは基盤をなす部分と

いうのは、これは価格競争が起きようもない、つまり価格的には日本優位のところがますます

大きくなり、恐らく市場規模においてあるいは収益力においてこの周辺部分が物を言う時代に

入ってくる。まさしく半導体技術がさらに発展しＩＯＴの時代になれば、さらに物を言うのは

この周辺と基盤分野です。 
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 ということによって、日本企業の非常に高い収益力の背景に、新たなビジネスモデルがあり、

それを支える技術発展があるということが、きょう私が申し上げたいことです。 

 ということで、日経平均４万円ということもさることながら、日本が今国際分業の中で非常

に有利なポジショニングを得つつある。これが現在の企業の収益だとか、あるいは輸出が対中

向けで大幅にふえていることの背景にあります。恐らくこの波はここ数年非常に大きなうねり

となって、日本経済と日本の株を押し上げていくのではないかと思います。つまり技術という

観点から、非常に大きな浮揚力を今日本経済は得ているということを申し 
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【会議総括】 
 

小島 明 氏 （政策研究大学院大学理事） 
 

 

最初は不評であったドラッカーの『見えざる革命』 

 今回のテーマは今日本で大変重要なテーマですが、ほかの国々も似たような方向に向かって

います。一時期は日本の少子高齢化というのはお気の毒だねという議論が海外であったのです

が、今は日本のことが１つのモデルとしてどう展開されるのか、世界が注視しています。 

 というのは、人口再生産の置換水準は２．１ですが、それを下回る国が世界で６０カ国ぐら

いあります。中国も今大変なことになっています。一人っ子政策を始めて３０数年、慌てて今

人口減少の兆しが出てきたので、一人っ子政策を２０１６年にやめました。しかしもう手おく

れです。やはり新しい価値観が若い世代に生まれて、特に上海や北京では出生率は０．８、せ

いぜい０．９です。しかも今６０歳以上、あるいは６５歳以上の中国人は、１億何千万もいま

す。人類史上最大の高齢化大国になるわけです。 

 それから今日本の高齢化を言っていますが、世界全体の高齢者、現時点で７５歳以上で見て

も２億人を超えています。それが、国連の見通しですと、２０５０年には７億になる。地域に

よってはまだ人口爆発が続いていますけれども、ますます多くの国が人口減少社会になり、少

子化プラス高齢化が進行し始めています。 

 私自身大分前から人口問題に関心を持っていました。きっかけは、ピーター・ドラッカーさ

んです。１０年ほど前に９５歳で亡くなられたのですが、あと６日間生きておられたら９６歳

になった人です。その人は、１１月に亡くなったのですが、その年の春まで現役で自分の名前

のついたクレアモントのドラッカースクールで教鞭をとっていたのです。終生現役を地で行っ

た人です。 

 その人に最初に会ったのは、人口問題の本を読んでからでした。『見えざる革命』という本が

それです。１９７６年の出版です。高齢化社会の将来についての分析でした。その本を見て、

１９７８年に彼の自宅、クレアモントに行き、大歓迎されました。なぜ歓迎されたか。実はそ

れがきっかけで、その後３０年ぐらい彼と東京で食事をしたり酒を飲んだりしてきましたが、

歓迎された理由がしばらくしてわかりました。その当時、出版されたのが『The Unseen 

Revolution（見えざる革命―来たるべき高齢化社会の衝撃）というタイトルの本です。ドラッ

ガーの本は出版と同時に世界各国語で翻訳されてベストセラーになるのですが、この本だけは

全く売れなかった。売れないどころか批判もされたということです。その批判されて売れない

最中に私が訪ねていったので、「おまえ、こういう本を見てくれているのか」という感じだった

のでしょう。 

 なぜ批判されたのか。１９７０年代半ばというのは、アメリカ社会のカラーはグリーンでし

た。グレーではありません。アメリカは ever green、若者社会だ。若者社会のアメリカが老い

ることはない。ウッドストックで若者がジャズフェスティバルをやったり、若者中心のカルチ

ャーでした。この若者というのは、当時の戦後ベビーブーマーの巨大なグループです。団塊の

世代アメリカ版です。それが文化、経済、社会を支配していて、その人のたちの生み出す社会

的な空気を反映して、グレーじゃなくてグリーンでした。 
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 したがって、このタイトルと問題提起、アメリカが老いるというのは何事だと、とんちんか

んだということと、それから当時は冷戦の時代でした。したがって、当時のアメリカは革命と

いう言葉は大嫌いでした。見えざる高齢化社会あるいは pension fund socialism の来るべき到

来というのが副タイトルだった。socialism と revolution の２つが入って、これは危険思想だ

と、当時のアメリカの保守派が糾弾しました。 

 少ない人が絶賛したのです。ケネス・ボールディングというコロラド大学のエコノミスト、

大変優秀な人ですが、この人あたりが絶賛したことはありますが、売れませんでした。しかし

２０年ぐらいたって、これがまたベストセラーになります。というのは、アメリカの若者のベ

ビーブーマーが全員自動的に２０歳年をとったわけです。やはり将来どうするかということを、

考えるようになったのです。そのときいいテキストブックがない。マルサスの本はあるけれど

も、本当に実用的な本はない。そこでおくればせながらドラッガーの本を見つけて、これが読

まれるようになったということです。 

 

長期的視点から見えて来る人口の重さ 

 事ほどさように、人口というのは非常に長期的な視点で見なくてはいけない。ことし６０歳

の人が何人いるかというのは、６０年前に決まったことです。将来も決まっています。２０年

後に二十歳の人が何人いるかというのは、ことし生れる赤ちゃんの数で決まるわけです。ベビ

ーブーマーの世代は日本に合計８００万ぐらいいますかね。その人たちがことし以降だんだん

７０歳から、２０２５年にはオール７５歳以上になるわけですね。 

 一方で、ベビーブーマーの世代では１９４９（昭和２４）年には２７０万人も生まれたので

すが、２年前は９７万人でした。この落差がこれからずっと響くわけです。ではといって、政

府は１．８の出生率にしたいと言うのですが、１.８ではなくて２．０あるいは２．５にしても、

日本の子供の数は減り続けます。というのは、秋山さんの話にもあったとおり、出産適齢の女

性の数が急激に減っています。だから出生率は上がっても出生数はどんどん減ります。 

 ことし仮にいっぱい生まれたとしても、それが社会人になって社会に貢献するようになるに

は、最低１５年かかる。１５年たつと生産年齢人口に入れられるわけです。人口というのは、

一旦動き出したら、１日１日の変化は本当に見えないけれども、１０年、２０年単位でとって

みたら、劇的な変化をもたらしているということだと思います。 

 ドラッガーさんの本をずっと見ていますと、人口問題の視点でいろんな社会を分析していま

す。彼が８０歳のときに、『新しい現実（The New Reality）』という非常に刺激的な本を書きま

した。そこで、旧ソ連邦の人口について分析があります。その結論として、この社会、こうい

う仕組みはサスティナブルではないと、ある意味ではソ連の９１年の内部崩壊を予言したよう

な本で、振り返って彼の本は非常にまた注目されています。 

 議論のポイントはこうです。ソ連邦、今ロシアは出生率１．３とか４とか、日本ぐらい非常

に落ちています。その当時からソ連全体では人口は減り始めたのですけれども、中でもホワイ

トロシアン、白人ロシア人はどんどん一人っ子化して、もう１．０とかいうところになります。

ということは、男の子が２世帯に１人しかいない。１世帯当たり０．５人しかいないというこ

とです。一方で人口がふえているのは多民族、イスラム系です。これがどんどんふえています。

１９９０年代半ばにアフガン戦争というのがありました。ソ連軍がわっと入ってきました。２

０年前のソ連だったら、あっという間に平定した戦争だと思いますが、結局散々苦労して負け

て引き上げたのです。ドラッカーさんによれば、アフガン戦争の際、アフガンへ行くとイスラ

ムですから、顔つきの似ているイスラム系の多民族を戦地に送るわけにいかないというので、

https://ejje.weblio.jp/content/socialism
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ロシアは白人の一人っ子をずっと送ったというのです。ですから、親は送り出すときに、絶対

戦争するな、戦うな、負傷しないで帰ってこいと言って息子を送り出した。みんな行ったら塹

壕に入って、戦わないで引き揚げた。たまたま敗北して引き揚げる若者たちの隊列をテレビで

見ましたが、みんなうれしそうなのです。これで我々は生きて帰れるという喜びの姿でした。

これは人口の重さということを、非常に端的に示した話ではないかと思います。 

 

日本から流出する高等人材と外国資本 

 それからもう一つ人口という点では、やはり先ほど移民の話がありましたが、ブルーカラー

の移民の話ばかりしいる。今重要なのは、高等人材をめぐる争奪戦です。２０１７年の通商白

書には、衝撃的なグラフがありました。国ごとに高等な人材が出たり入ったりするネットでの

流出入を示したものです。アメリカは依然として、トランプの政策にもかかわらず、入るほう

がかなり大きいわけです。中国はその次です、韓国もプラスです。日本はずっとそのリストで

はマイナスリストの下のほうにあって、大量の流出なのです。高等人材が日本から逃げている

のです。 

 それからもう一つ、世界は９１年の冷戦終焉後、優良な外国資本を誘致する誘致大競争が始

まりまして、そのレースで日本は全く逆の方向で外資が入ってきません。東京証券取引所に上

場している外国企業は今１５社しかありません。世界の主要証券取引所で異例です。一時期は、

それでも日本に１１５社～１１７社あったのですが、その後政府の誘致、キャンペーンにもか

かわらず減っているわけです。海外からの直接投資の残高でも、日本はどん尻なわけです。な

どなど、やはり現実をちゃんと見つめなくてはいけないという感じがします。 

 

新しい可能性を妨げる規制の存在 

 ことし、私自身が大分衝撃を受けたというか、ああ、なるほど時代は変わるなと思ったこと

が２つあります。 

 １つは、ウェークアップスピーチでも指摘されたＡＧＦＡです。牧野先生が言われたインタ

ーネット関係の企業の株の時価総額がすごい、一国の経済規模に匹敵するという話がありまし

たが、テスラ社の電気自動車は２０１７年４月ごろですか、まだ年間の生産が８万台やっとこ

さなのに、同社の株式の時価総額が１００倍以上の自動車をつくっているＧＭを超えたという

ことです。そのテスラは２０１７年にＥＶ型で動く大型のトラック、しかも一度の充電で８０

０キロ走れるというものをつくりました。やはり時代はテクノロジーのパラダイム転換が起こ

っている時代だなということです。 

 もう一つ、ドローン。これは先ほどシリコンバレーの話がありましたが、シリコンバレーの

チャイナバージョンというのは深圳だと思うのです。深圳が生まれたのが２５年前、鄧小平が

改革開放をやった１つのシンボルの都市として生まれて、本当に自由にやらせる。世界の商業

用ドローンのうち８割が深圳１つの都市から生まれています。しかもその圧倒的多数を、あの

アルファベットの名前がついた１社がつくっているそうです。その１社は、中国全土に９０と

か１００というドローンの運転技術者の特訓の学校をつくっている。そこで今卒業生が万の単

位で出て、それがまたドローンの普及とかそれ用にどんどん活躍しているわけです。そういう

サイクルです。日本の場合は官邸の近くにドローンが落下したというので、規制から始まりま

した。この差というのは非常に問題であって、生産性の話がありましたが、技術あるいはイノ

ベーションというものが、可能性はあるけれども、逆にそれを妨げているいろんな仕組みがあ
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ります。 

 これも報告の中にありましたが、サイバーダインのＨＡＬというすぐれもののウエアブルロ

ボットがあります。これは軽量で、身体不自由者が着ると動けるようになるわけです。これは

遠隔操縦のロボットではないのです。それを着ている人が動きたい、立ちたいというと、脳か

ら出る本当に微細な信号をセンサーで探知して、ロボットが自動的に動くという仕組みです。

これは本当にすぐれもので、サイバーダインの山海さんと話をしたら、その発表の後ドイツか

ら産業大臣クラスの人が飛んできた。これをドイツで活用したいと言って帰った。しばらくし

たら、公的医療保険の機構の幹部がやってきた。これは医療保険の対象になるということで、

今ドイツを中心にヨーロッパの大陸の病院では、どんどんＨＡＬというロボットが医療用にも

使われています。 

 ところが日本においては、２０１７年の１月にちょっと変わったらしいのですが、このロボ

ットは医療用としては基本的に禁止です。介護者の筋肉の補助のためには使っていい。しかし

病院で医療用はけしからんという結論。理由は、臨床事例がない。新しいものに対して、みん

な過去の事例がないということで妨げるのです。筋肉の補助でやっている介護用ロボットとし

ての機能あるいは使い方、それの分野は経済産業省の担当。医療用は厚生労働省の所管です。

この縦割り行政が非常に日本の可能性を妨げているという感じがします。 

 

設備の高齢化と企業の少子化 

 それから、企業生産性と絡んだイノベーションの問題です。日本の設備機械というのは更新

が非常におくれていますから、世界の主要国の中で最も陳腐化した古い機械を使っています。

一方、新興経済は一番最先端の機械を入れているのです。日本は１９８０年代のアメリカとの

摩擦のときに、アメリカの競争力が弱いのは投資をしていないからだ、機械も古い、もっと積

極的に投資しろと、お説教したことがあります。今アメリカの製造業の資本財と比べると、は

るかに日本のほうが高齢化しています。 

 もう１点は、新しい企業を起こす起業ですが、この企業のいわば出生率がどんどん下がって

います。整備の高齢化と企業の少子化、これが並行して進んでいるのです。まさにこの少子化

は人間だけの問題じゃなくて、人間がつくっている今のいろんな側面にもあらわれている。や

はりその現実をちゃんと見なくてはいけない。 

 

何故、消費は伸びないか？ 

 ２０１７年は日本のベビーブーマーの最先頭の人が７０歳になり、２５年には全員後期高齢

者になる。その結果、マクロ経済的にはどんどん医療費とかその関連の支出がふえますが、同

時にそれをファイナンスする貯蓄がどんどん減る可能性があります。家計の所得から税金を差

っ引いたのが可処分所得ですが、このうちどのぐらい貯蓄に回るかというのが家計貯蓄率です。

これはマクロ的な統計を見ると、今ゼロです。この前消費税を上げたとき、大きなマイナスに

なります。少し上がったのは、ベビーブーマーがリタイアして退職金をもらったときでした。 

 しかし、ベビーブーマー全員が後期高齢者になる２０２５年以降、貯蓄の取り崩しに入りま

す。これは待ってくれない動きです。ですから今政策の担当者は２０２０年のオリンピックま

で調子がいいようなことを言っていますが、２０２０年以降の日本の経済社会、産業、そうい

うものを真面目に議論していないということが問題だと思います。 

 今週（２０１７年１１月３０日）はニューヨークで有力中央銀行の総裁経験者などが集まり
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ます。これはＧ３０と言われて中央銀行者のトップの会ですが、テーマは１０年前の世界金融

危機。２００８年にリーマンショックがありましたが、その前の年から金融危機がありました。

サブプライムローンの危機あるいはパリバという金融機関の破綻問題、経営危機があり、その

総括がテーマです。２０年前はまさに１１月３日に三洋証券が破綻し、たちまちその他、山一、

北拓まで破綻するというような大金融危機があり、翌年９８年から本当に金融の収縮、クレジ

ット・クランチがありました。銀行はもう貸してくれない。もうかったところからは融資を引

き揚げるという貸し剥がしがありまして、企業はあわててリストラを始めました。リストラと

いうのもまた日本だけの特殊なもので、結局人件費の抑制、雇用の調整になってしまいました

が、本来なら環境が違った中で経営全体を組みかえるというのが Restructuring なのです。日

本で言われているリストラは雇用リストラ、賃金リストラです。これが１９９８年に本格的に

始まり、デフレはこのときから始まったわけです。 

 企業は賃金もどんどん切りました。雇用も減りました。３つの過剰とか言って、人件費を抑

えるという格好となり、それから１０年ぐらい家計の所得はマクロ的に見て減り続けたのです。

時々上がったことがありますが、基本的にはフラットです。したがって、消費がふえないとい

うのは当然の結果であります。などなど、大変難しい問題に直面しているわけです。 

 

Short-termism(目先思考)に陥る日本 

 それからもう一つ、経営の目先思考があります。日本の経営は昔は長期経営だ、アメリカは

目先経営だと、四半期経営だと日本は批判していましたが、今は日本のほうが短期経営になっ

ている。経営だけではなくて、政治も目先政治になっている。２００８年のリーマンショック

の後、英語の新しい流行語といいますか、言葉として、Short-termismという言葉が盛んにアメ

リカのいろんな雑誌や論文に出るようになりました。要するに金融中心の、きょう売って、買

って、数字の方向だけ見て売り買いする高速取引の状況。これが暴走して今の金融危機になっ

たのだ、もっと長期的に見なくてはいけないということで、Short-termism、つまり目先思考を

是正しようという動きがありましたが、むしろ今の時点では日本のほうが目先的であり、しか

も今我々のテーマである人口問題というのは本当に長期的な視点で見なくちゃいけないという

ことのギャップが大変大きいのではないかという感じがします。 

 

若者を見えなくするシルバーデモクラシー 

 それから、白馬会議の参加者を見ますと、いろいろダイバーシティで女性の方もふえました

が、若者がいない。まだまだ若いと思っている人はいっぱい参加していますが、本当に若い人

は出ていない。今国際政治学の世界で、シルバーデモクラシーの議論があります。投票結果を

見ますと、６０歳、７０歳前半の人と、それから２０代の人の投票行動を見ますと、投票に行

く人の比率が若者は何十パーセントも低い。投票率が高い高齢者がどんどんと増える。その結

果、完全に政治家は高齢者の声だけ聞くようになります。それが若者を政治のプロセスから排

除してしまうことになる。これはシルバーデモクラシーと言われるものですが、それもアメリ

カで最初にされた議論ですが、日本がその最先端を行っています。今度選挙年齢を下げたりな

んかする努力はしていますけれども、若者をちゃんと見ていないということです。 
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◎白馬会議運営委員会アドバイザリーボード◎ 
 

白馬会議の企画運営組織である「白馬会議運営委員会」の諮問機関として、下記のメ

ンバーによる「白馬会議アドバイザリーボード」が形成されています。 （アイウエオ順） 

 

新将命（国際ビジネスブレイン社長）   

荒井英彦（長野龍馬会代表）  

上田清司（埼玉県知事）  

馬田啓一（杏林大学名誉教授）  

岡本悳也（熊本学園大学名誉教授）  

小島明（政策研究大学院大学理事）  

佐々木祥二（長野県議会議員）  

田中素香（東北大学名誉教授）  

津守滋（東洋英和女学院大学名誉教授） 

戸所隆（高崎経済大学名誉教授） 

中條功（長野銀行頭取）  

平尾勇（地域経営プラチナ研究所代表）  

平田潤（桜美林大学大学院教授） 

牧野義司（メディアオフィス「時代刺激人」代表） 

水本正俊（長野県経営者協会専務理事）  

武者陵司（武者リサーチ代表）  

村田博文（『財界』主幹） 

湯澤三郎（『世界経済評論』編集発行人） 
  

市川周（白馬会議運営委員会事務局代表）  
 

 

 

◎連絡先◎ 
 

  〒２０６－００３１ 

   東京都多摩市豊ヶ丘５－３－５－２０１ 

   白馬会議運営委員会事務局 

   ＴＥＬ： ０９０－３６９４－５０４２  ＦＡＸ： ０４２－３７３－１７９７ 

   Ｅ－ｍａｉｌ： ichi@gb3.so-net.ne.jp 
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