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平成 25 年 12 月 18 日



日本アカデメイア「長期ビジョン研究会」の中間報告について 
 

 
１．本年4月、日本アカデメイアは、経営者、官僚、労働組合幹部、学識者にご参加いただき、「長

期ビジョン研究会」を立ち上げました。①２０３０年頃の世界と日本を想定した中長期の国家

ビジョンについて、それぞれの立場を超えて本音で議論できる仕組みを作ること、②各界メン

バーによる垣根を越えた交流・議論を基礎に、日本の政策形成の人的・知的なネットワークを

作り直すことが活動の目的です。 

 

２．以来、「長期ビジョン研究会」は、「日本力」（共同座長＝岡村正、福川伸次）、「国際問題」（茂

木友三郎、北岡伸一）、「価値創造経済」（長谷川閑史、坂根正弘）、「社会構造」（濱田純一、清

家篤）、「統治構造」（大橋光夫、佐々木毅）の５つのグループに分かれ、平日夜に延べ４０回の

会合を開催し、検討を重ねてきました（メンバーや各グループのテーマは別紙をご覧ください）。 

 

３．私たちがモデルとしたのは、１９７０年代末に大平正芳首相が立ち上げた政策研究会です。「大

平研究会」では、９つの研究会に２００名に及ぶ中堅官僚、文化人、学識者が参加し、「文化の

時代」「田園都市構想」「環太平洋連帯構想」（後の APEC）など様々な政策構想が生まれました。

また、その活動は官民の太い人脈形成につながり、歴代内閣の政策運営を支えました。 

 

４．いま、日本は、首相が短期間に次々と交代を繰り返すなど、政府でも日本の将来を長期的な視

野で考えることが難しくなっています。また、政官民の交流のパイプが細くなり、日本全体の

政策形成力も衰えています。しかし、日本の行く手には、グローバル化、人口減少社会、負担

分担社会など厳しい現実が待ち構えています。日本の国力が低下していく中で、私たちがこう

した厳しい現実と立ち向かうためには、その先にある日本の確かな将来像を国民とともに共有

することがどうしても必要です。私たちは、こうした時代認識に基づき、民間主導で官民の知

恵と人材を結集し、日本の長期ビジョン作りに取り組むことにしたのです。 

 

５．私たちが検討の目標とした２０３０年は、いまの子供たちが成人した頃の日本を想定していま

す。幸い、２０２０年の夏季五輪の東京招致成功により、日本には７年という時間軸を設定さ

れ、政治も、国民も、久しぶりに長期的な視野で物事を考え、改革を進める機会に恵まれまし

た。私たちはこのチャンスを逃がさず、２０２０年を通過点と考え、さらにその先を見据えた

日本の姿を考えねばなりません。 

 

６．各グループは、それぞれ３つの問い（合計１５の問い）を掲げて検討を重ねました。今回の「中

間報告」は、各グループが掲げた問いに対するこれまでの検討の途中経過をご報告するととも

に、いま、政治や国民が考えねばならない課題について座長の責任で問題提起を行うことを目

的にしています。提案は荒削りかもしれませんが、むしろ、議論を喚起することが目的です。「長

期ビジョン研究会」は、来年から政治家や大学生などの若い世代との対話を開始し、さらに検

討を深めます。平成２７年春には第２回の「アカデメイア・フォーラム」を開催し、「最終報告」

を公表する予定です。 



長期ビジョン研究会 １５の質問 

 
【第１グループ：日本力研究】 

・日本はどういう国なのか？（強み、弱み、魅力－歴史的、文化的、経済的、ブランド、

技術、文化－現状認識） 

・日本にはどのような国になれる可能性があるのか？（潜在力、方向性） 

・日本のブランディング戦略、発信力、世界に向けたアジェンダセッティングをどう

するのか？（戦略、具体論） 

 
【第２グループ：国際問題研究】 

・日本はグローバル社会においてどのような国家を目指すのか。そして、その目的意

識をどのような形で世界に知らしめるのか。 

・東アジア地域の安定と協力関係の強化において、日本はどのような役割を果たすべ

きか。（中国、朝鮮半島、台湾、ＡＳＥＡＮ、インド、オーストラリアとの関係） 

・日米同盟の将来像をどう考えるか。（二国間の役割分担、東アジア地域における展開、

グローバル社会における役割） 

 
【第３グループ：価値創造経済モデルの構築研究】 

・イノベーションはどこで起きるのか？価値創造とは何か？ 

・技術で勝って、事業でも勝つためにはどうするのか？ 

・日本が将来にわたって成長するためには、どのようなしくみが必要か？ 

 
【第４グループ：社会構造研究】 

・社会構造を立て直すには、何を再構築もしくは新たに創造すべきか？ 

・向かうべき方向性および到達点として、何を具体的に目標にすべきか？ 

・目標の実現に向けて、国、自治体、企業、組合、個人は、いかなる責任を果たし、

何を実行すべきか。 

 
【第５グループ：統治構造研究】 

・どうすれば、政治のトップがよりよい決断に至ることができるのだろうか。（最高指

導者・権力中枢の作動条件) 

・どうすれば、国家の方向性について、適切かつ迅速な決定ができるのだろうか。（国

家意思確定過程の合理化) 

・どうすれば、政府と民間の間で、必要な情報・知識・知恵が交換できるのだろうか。

（政府と民間との間の知恵と人材の交流） 



 

「日本力研究」 
 

共同座長 岡村 正 

共同座長 福川伸次 

 

【Ⅰ ３つの問い】 
１．日本はどういう国なのか？（強み、弱み、魅力－歴史的、文化的、経済的、ブ

ランド、技術、文化－現状認識） 

２．日本にはどのような国になれる可能性があるのか？（潜在力、方向性） 

３．日本のブランディング戦略、発信力、世界に向けたアジェンダセッティングを

どうするのか？（戦略、具体論） 

 

【Ⅱ これまでの検討の中間的な総括】 
１．日本力研究の狙いは、新しい視点から「日本をデザインし直す」ことにある。 
２．日本力とは、経済力や競争力などの定量的な指標だけではなく、「魅力」、「尊

敬」、「信頼」などの社会的な要因や潜在力を含む、総合的な概念である。その、

指標を構成するものには、 
①統治機能、経済、科学技術、国際貢献、歴史、文化力などが含まれる。同時に

日本社会には、安全、清潔、規律、寛容性、連帯感などがあることは強みであ

る。しかし、急速に進む人口減少、高齢化、財政赤字、女性の活躍が難しい環

境、ソフトウェアの活用力、ヒト・モノ・組織を総合的にマネージする力、公

共を引き受ける力などに改善の余地がある。 
②このような指標を考えることは、国際的な文脈で日本を位置づけるということ

である。これにより、傲慢に陥らず、かといって、内向き傾向や自信喪失にな

らないように、｢等身大｣の日本の自己認識を高めることが期待できる。 
３．日本力を、標準化され定型化された指標から、数値では表現できない領域にま

で拡大して考えると、今、日本に必要なものは世界に通じる構想力や問題解決

能力などである。 
４．日本力研究は、対内的に「日本をデザインする」とともに、対外的には「日本

がデザインする」気概と構想力を必要とする。それは、世界はどうあるべきか

という日本発のアジェンダをもつことでもあり、独りよがりに陥らない方策で

もある。また、日本の理念やアイディアが世界で通用するためには、国際発信

の方法とその内容を改善することが喫緊の課題である。それは世界の公共的な

システムの設計に積極的に関与することでもあり、世界に伝えるブランディン

グ戦略や発信力の強化も今後進めるべき重要な課題である。 
 



 

５．また、世界の人々と共有できるような、日本の新しい生き方を簡単で分かりや

すい言葉で表現する必要がある。例えば、”Creative JAPAN”（科学技術や文化

を背景に日本人が世界に新たな価値を提供する）、“Dynamic JAPAN”(日本が世

界に挑戦すべき課題を動態的に解決する能力をもつ)などが考えられる。 

６．高齢化、少子化などの日本が直面する課題は、今後、世界も向き合っていくこ

とになる。日本がこれらの課題を先進的に問題解決する能力を示すことで、世

界への貢献も可能になる。 
７．このようなことを実現するには、政治、経済、外交、科学技術、学術、文化、

芸術、スポーツなどの分野において、世界の中で活躍できる人材を育成する仕

組みが不可欠である。 
 

【Ⅲ 現時点での意見、問題提起、今後の検討の方向性等】 
 

１．世界の視点で日本をデザインする 

日本をデザインし直すためには、経済、科学技術、歴史、文化、伝統など、日

本の強み、弱み、潜在力の棚卸しを行い、内側からだけでなく世界の視点から、

日本が戦略を策定し、日本国家そのもののブランディングを行い、外に向かっ

て発信する必要がある。それは、世界から見て日本のあるべき姿を考え、日本

はどのような国として生きるのか、日本人が共有しあい、世界に訴えることの

できる新しい物語を生みだす作業でもある。また、日本が望む世界のあり方を

明確にするとともに、世界が抱える課題に対し、日本が、あるいは、企業・個

人が、問題解決をはかることで、世界に向けて日本の本質的価値を高めるため

の作業でもある。このことは、個々人がより自覚的に公共の役割を引き受ける

ための論理（日本の自画像）の構築につながる。 

 

２．首相は長期ビジョン策定戦略を 

政府は、グローバル化、人口減少社会、負担分担社会を見据えつつ、日本の中

長期の国家ビジョンの策定に取り掛かる必要がある。そのためには、１９７０

年代の大平構想等を先例として、首相を中心に、各省の垣根を越え、官民が人

材と知恵を結集して「チーム Japan」の体制を構築すべき時期を迎えている。ま

た、首相を中心として検討されるべき長期ビジョンのテーマとしては、例えば、

①日本のブランディング戦略や対外発信戦略、②人口減少社会に対応する国家

戦略、③負担分担社会に向けた新しい社会の仕組み作りや人々の生き方、暮ら

し方、働き方の模索、④日本の経済社会のイノベーション力の強化、⑤日本の

公共的活動を支える政・官・民の人材育成・交流のインフラ整備などが総合的

に検討される必要がある。 



 

３．長期ビジョンのキーワードは「人材」 

日本力を左右し、国家ビジョンの核心的課題となるものは「人材」である。こ

れから策定されるべき日本の新たな国家戦略や各分野の中長期ビジョンは、

様々な分野において、世界で活躍できる人材を幅広く育成するとともに、日本

の最も重要な潜在力である女性や若者が、世界や日本社会のあらゆる分野で活

躍できるような仕組みを具体的につくりあげるプロジェクトと一体となっては

じめて意味を持つ。人口減少の厳しい現実を見据えた上で、社会全体で「人材」

をどのように生み出し、循環させ、活用するかを検討する必要がある。 



 

「国際問題研究」 
共同座長 茂木友三郎 

共同座長 北岡 伸一 

【Ⅰ ３つの問い】 

１．日本はグローバル社会においてどのような国家を目指すのか。そして、その目

的意識をどのような形で世界に知らしめるのか。 

２．東アジア地域の安定と協力関係の強化のために、日本が果たすべき役割は何か。

（中国、朝鮮半島、台湾、ＡＳＥＡＮ、インド、オーストラリアとの関係） 

３．日米同盟の将来像をどう考えるか。（二国間の役割分担、東アジア地域におけ

る展開、グローバル社会における役割） 

 

【Ⅱ これまでの検討の中間的な総括】 

 １．アジアにおける長期展開は、以下の②もしくは③の可能性が高い。 
   ①米国中心の現行秩序 

②米国の地位低下＝バランス・オブ・パワー 
③東アジア共同体＝中国の（外交などでの）柔軟化と国際協調姿勢が大前提 
④強権的な中華体制 

東アジアには以下の不安定要素があり、長期展開に影響を及ぼす。 
１）歴史問題 ２）東アジア諸国の米国から中国へのシフト 
３）中国の経済成長低下による国内の社会不安や地域の不安定 

２．日本は対中バランサーとしての周辺諸国の期待を自覚すべきである。 
民主党政権が米国を除く東アジア共同体を提唱した時、日本がバランサーの

役目を果たさないと中国の覇権が生まれると、周辺諸国は懸念した。    
３．日本は国際広報の分野で中韓両国に遅れている。 

日本は装備などハードへの予算に比べ、ソフト面への手当てが少ない。また、

政府内においても、広報のキャリアトラックがなく、人材不足である。 
４．韓国の中国への傾斜が止まらない。 

韓国の中国への貿易・安全保障面での依存という構造は変わらない。対日強

硬姿勢が国内政治的に必要な側面もある。 
５．中東では混乱はしばらく続くだろう。 

エジプトは、デモという直接民主主義で間接民主主義を否定した。 

革命続行で混乱は続き、安定した君主制湾岸諸国が優位な状態が継続する。 

６．中国の台頭と歴史問題の和解への対処を重視する。 
   中国の経済的・軍事的台頭やエネルギー・資源問題の影響が最大課題である。 
   中国に国際協調姿勢を促しつつ、歴史対話など知的交流も進める。 
７．世界におけるプレゼンス維持のためにも持続的経済成長を実現する。 

民間需要主導の持続的な経済成長の実現が最重要課題であり、財政健全化は

その次に重要なことである。 



 

【Ⅲ 現時点での意見、問題提起、今後の検討の方向性等】 

１．中韓両国に遅れている日本の対外発信を抜本的に改革する。 

①同改革は政府や民間で適切な（人的・財政）資源配分で容易に実現できる。 

②政治家の不用意発言が対外的に与える影響について自覚させる必要がある。 

③広報に大事になのは人であり、ロンドン、ＮＹ、ワシントンなど主要都市で 

選り抜きの広報担当を長期的に配備する。 

④各省で広報担当者のキャリアトラックを確立する。 

⑤外務省では、国際会議や海外メディアの取材に備えて、研修でディベートの 

訓練を行う。 

 

２．日本の相対的な国力が低下し新興国が台頭していく中、重層的なアジア太平洋

の安全保障体制を形成すべきである。 

①基礎的な抑止・対処の基盤としての同盟関係 

②問題領域ごとの柔軟な二国間、多国間の協力体制 

③地域的レベルでの安全保障対話と信頼醸成 

 

３．中国の軍事的・経済的台頭に対して、関与政策（engagement policy）が必要だ 

が、その展開方法を検討する。 

① 自由で開かれた秩序を前提とした中国との協力体制を築く。 

② アセットである日米関係、韓・豪・印・東南アジアとの協力関係を活用す

る。 

 

４.食料・水・エネルギー資源・環境などのグローバルイシューで貢献する。 

①日本が持つ産業力・科学技術力・文化力などを活用する。 

②円借款を日本の強みを生かせる分野を重点にするよう見直し、金利を引き下 

げる。 

 

５．歴史問題の誤解を減らすためにも中韓両国に加え、他のアジア諸国や米欧との 
知的交流を進める。 

①中韓との間で歴史対話を再開する。 

②歴史問題における日本の立場をタイミングよく発信する。 

③国内では中高等教育での近現代史のプログラム充実とバランスのとれたパ 
ブリックメモリーの構築に努める。 

 



 

「価値創造経済モデルの構築研究」 
 

共同座長 長谷川閑史 
共同座長 坂根 正弘 

         
【Ⅰ ３つの問い】 

１．イノベーションはどこで起きるのか？価値創造とは何か？ 

２．技術で勝って、事業でも勝つためにはどうするのか？ 

３．日本が将来にわたって成長するためには、どのようなしくみが必要か？ 

 

【Ⅱ これまでの検討の中間的な総括】 
１．イノベーションのタイプと日本の得意分野 
  イノベーションのタイプは２軸。①サイエンティフィック／ノンサイエンティ

フィック軸と②レボリューショナル(革新)／エボリューショナル(改善)軸。日

本が得意とするのは、サイエンティフィックの一部とエボリューショナル。 
２．技術で勝って事業でも勝つ 
  レボリューショナルイノベーションは、日本が弱い分野。この分野のイノベー

ションは、グループではなく突出した個人から生まれることが多い。突出した

個人の育成には、競争の持つ意味が非常に重い。「ヒトへの投資」が重要とな

るが、「技術で勝って事業で負ける」というケースがあり、日本人だけを対象

とするのではなく、場合によっては、海外から異質な人材を「輸入」し、日本

人の強さと組み合わせて、ぶつかりあいの中からイノベーションを呼び込むこ

とも考えられる。 
３．サービス産業のイノベーション 
  日本の GDP の７割を占めるサービス産業の生産性は低い。個別のニーズに対

応しすぎることで、標準化が遅れることもある。サービス産業では、ノンサイ

エンスのイノベーションが成長のエンジンになる可能性が高い。この分野は、

新しい顧客体験を提供することが要諦である。市場の全体像を俯瞰してイメー

ジできるプロデューサー型人材が求められるが、内部での育成だけではなく、

経験のある個人や組織を外から「輸入」することも考えられる。 
４．トップリーダーに求められること 
  トップリーダーの執念とネバーギブアップの取り組みが価値創造を生む。自社

の商品・サービスが無くなった場合にお客様が困ってしまう度合いを高めるこ

とが差別化と成長の源泉であり、価値創造である。 
 



 

５．価値創造の起こる場所 
    価値創造は顧客の周りで起こる。技術がどういう価値を持っているかというこ

とは、研究開発サイドの人（技術を持っている人）は必ずしも知らない。市場

に近い、マーケットインの発想のある人に見出してもらって初めてわかること

も多い。 
 
【Ⅲ 現時点での意見、問題提起、今後の検討の方向性等】 
１．求められる国家戦略 

  長期的には日本全体の底上げが必要だが、2020 年を超えて 2030 年に日本が経

済面で現在の地位を維持向上させるためには、明確な国家戦略を官民で共有し、

強いところをさらに強くすることや規制緩和も重要である。日本の強みである

現場力やそれを支える労使の信頼関係を維持・強化すべきことは言うまでもな

い。ただし、個別のミクロの最適を図ったときに、産業間の人材の移動が必要

となるなど、大きな摩擦をどう整合的にするかが課題である。 

２．異次元の“新結合”はヒトから 

  イノベーションを起こすのはヒトである。各企業におけるミクロの価値創造を   

  日本経済全体の成長へと繋げるためには、イノベーションを通じた全要素生産   

  性の向上が必要だが、今までのようなエボリューショナルな、進化論的なアプ 

   ローチでは難しい。「悪しき平等主義」による「バラマキ」を排し、突出した

人材、異質な人材を育成するよう、今までとは異なる「ヒトへの投資」につい

ても考えるべきである。 

 ３．価値を見出すのは顧客である 

   供給者の当初の発想を超えたイノベーションがしばしば、独りよがりでない顧

客との双方向のコミュニケーションから生まれることに留意すべきだ。    

 

 

 

 

 



 

「社会構造研究」 
 

共同座長 濱田純一 

共同座長 清家 篤 

【Ⅰ ３つの問い】 
１．社会構造を立て直すには、何を再構築もしくは新たに創造すべきか？ 
２．向かうべき方向性および到達点として、何を具体的に目標にすべきか？ 
３．目標の実現に向けて、国、自治体、企業、組合、個人は、いかなる責任を果た

し、何を実行すべきか。 
 

【Ⅱ これまでの検討の中間的な総括】 
 １．今、日本に欠けているもの 

      現在、日本に最も欠けているのは「信頼」である。これまで日本を支えてきた  
   伝統的なムラ社会（コミュニティや共同体。個人が頑張ったことで報われる前 
   提等）が崩壊し、個人、組織（企業）、地域、政府、国家、世界などあらゆる   
   場面において信頼しあう関係が揺らいでいる。その結果として、お互いが孤立 
   し、排他的となり、社会全体が縮小均衡に向かうなか、無力感（徒労感）に覆 
   われている。 
 ２．政府も信頼できない 
   例えば、政府に対する信頼を考えてみる。ＯＥＣＤのデータでは、日本人は他 
   のＯＥＣＤ諸国と比べても、政府を信頼していないし、国のリーダーを有能だ 
   と思っていないことがわかる。 

３．信頼の限界   
  これまで信頼とは、「信じて頼ること」（広辞苑）といった無条件に信じ、頼り、

頼られるという一方通行の関係として位置づけられてきた。しかしそのような

無条件で一方通行の信頼を維持することは、財政や国際関係を例に取るまでも

なく、もはや限界に達している。これからの信頼は、双方向に責任と権利を共

有しあうことから始まるべきだ。 
４．求められる新しい社会構造 
  信頼を語るための「言葉」も重要だ。「あ・うん」の呼吸や暗黙知といった、

安心や協調を生み出す日本文化の優れた点を生かしつつも、階層や地位、上   
    下関係に捉われることなく、語るべきことは徹底的に語り合うという緊張感 
    を持った社会構造を構築しない限り、グローバル社会で日本は生き残ってい 
    けない。「信頼」を始め、社会構造を語る「概念」自体を再検討すべきである。 
 



 

５．目指すべき姿 
  目指すべき社会構造としては、性別に関係なく活躍できる構造、世代間の交

流・協力が育まれる構造、複層的に人と人とがつながることができるコミュニ

ティが成り立つ構造、地域と地域の相互連携ができる構造、異なる文化を受容

して共に生きることができる構造、地域自らがソフト・文化を生み育て消費で

きる構造、必要以上に環境に負荷をかけない構造ではないか。 
 
【Ⅲ 現時点での意見、問題提起、今後の検討の方向性等】 

１．「信頼」にかわる新しいキーワード 

  情と理を兼ね備えた信頼社会の構築、すなわち信じあうためのロジック（論理）

とエビデンス（証拠）を明らかにした上での「説得力のある実証的な信頼社会」

を目指す。キーワードは、「信立・信認・信創」だ。 

  ①「信立」とは、何より自らを信じ、一人ひとりが律しつつ矜持を持って立ち 
  上がること。 
 ②「信認」とは、オープンで透明な開かれた社会で、お互いを信じ、ピア 
  （仲間）として相互に認め合う寛容や包摂の重要性を意味している。 
 ③「信創」とは、信じ合う関係を構築することで、安心と調和のみならず、公 
  私を超えて新たな社会イノベーションを生み出そうという積極的な行動だ。 

２．「中核層」が担う新しい社会 
  信立、信認、信創は相互に独立ではない。むしろ重層的につながることで、   
  信頼社会は形成されるべきだ。まず土台となるたて軸が信立であり、そこに 
  横軸として個人や組織の信認という多様なフィールドが広がっていけば、信 
  頼社会の基盤は頑健となる。それらを前提として、そこにダイナミックに築 
  かれるべきものが、信創である。このような重層的な「信」から形成される 
  信頼社会のイメージを、多くが共有し、言葉にして語り合わなければならな 
  い。その際、「中核層」(自らの生き方を選択し、社会とのつながりを意識して 
  生きていく人々)がきわめて重要な役割を担う。日本版「ノブレス・オブリー 
  ジュ」を明確にした上で、社会を中心的に担っていく中核層を社会構造のな 
  かに明示的に位置づけていくべきだ。  
３．最初に動き出す人を評価する社会へ 
  中核層とは、３つの「信」を社会につくるコアとなる人のことである。その 
  存在なくして、公的社会は立ちゆかない。そんな信立、信認、信創に基づく 
  中核層を育て応援していく構造に、社会の仕組みと価値観を大きく転換して 
  いかなければならない。これまでの社会には、中核を担おうとする人の足を 
  ときとして引っ張る嫉妬の構造が一部にあったことを率直に反省し、それを 
  打破し、「最初に動き出す人を評価する社会」を目指したい。 



 

「統治構造研究」 

共同座長 大橋光夫 

共同座長 佐々木毅 
【Ⅰ ３つの問い】 
 
１．どうすれば、政治のトップがよりよい決断に至ることができるのだろうか。（最高指

導者・権力中枢の作動条件) 

２．どうすれば、国家の方向性について、適切かつ迅速な決定ができるのだろうか。（国

家意思確定過程の合理化) 

３．どうすれば、政府と民間の間で、必要な情報・知識・知恵が交換できるのだろうか。

（政府と民間との間の知恵と人材の交流） 
 
 
【Ⅱ これまでの議論の総括】 

 
（問題は「長期的課題に対応できる体制を整える」こと。核心は「時間軸」の立て直し） 
 
１．国会改革の推進 

▶昨年１１月、日本アカデメイアの有志で国会改革の必要性を提言した。その後、与野党

の多くの政治リーダーが提言の趣旨に賛同し、国会改革の機運が高まっていることは喜

ばしいことである。問題は日本政治が、「日本の長期的課題に対応できるような体制を

整える」ことだ。その核心の一つが「時間軸」をきちんと作ることである。国会改革は

その突破口であり、首相や閣僚、官僚を無意味に縛りつけ、時間的、精神的浪費を続け

ている現在の仕組み（長時間拘束しながら実質審議が不十分）を見直すとともに、国会

審議の内容を精査し、会期のあり方や両院関係を見直して、きちんとした時間軸で物事

に道筋をつけてくことを考えるべきだ。それは、国会審議を充実させる道でもある。 
 
２．首相主導体制に相応しい行政体制の再検討（橋本行革以降の検証） 

▶さらには、首相を中心とする官邸機能や政府の企画立案や執行体制のあり方も大きな視点

で見直すべきだ。橋本行革以来のさまざまな行政改革の成果を検証し、内閣官房や省庁体

制のあり方、大臣、副大臣、政務官のあり方をも視野に入れ、長期的課題に対応しうる「機

能する政府」を創出しなければならない。また、大臣、副大臣、政務官等の見直しは国会

改革と分かちがたい関係にあり、両者の改革は相俟って進められる必要がある。 
 
３．政党のあり方の検討 

▶日本の政治が長期的課題に対応できる体制に生まれ変わるために、最後に課題となるのが

政党である。国会や内閣の改革は政党のあり方を変えるための道筋をつける営みであると

ともに、政党のあり方を見直すことが国会や行政のあり方の見直しを左右するという関係

にある。政治的リーダーとなるべき人材をプールし育てる責任も第一義的には政党にある。

法律的にとらえどころのない現在の政党の「権利と責任」をより明確にし、政党を組織化・

制度化することによってそのガバナンスを根本から改革することも重要な課題である。 
 
４．政官民人材交流の仕組みづくり 

▶そしてそのためには、政府や政党の活動を支える民間の取り組みも必要になる。政官民

の人材を循環させる仕組みを作り、公的領域で活躍する人材を育てなければならない。

しかしそれには、日本政治の「時間軸」を立て直さねばならない。政官民の人材交流の

仕組み作りは諸々の制度改革によって日本政治が長期的課題に対応できる体制を整え

ていく中で構想されるべきである。 



 

【Ⅲ 現時点での意見、問題提起、今後の検討の方向性等】 

 

 数多い論点を整理する軸として、「中長期的課題の適切な処理ができる政治」を中心

に据え、それを実現するための政治制度や環境整備について考察を進めていきたい。政

治には、他の部会で議論された政策提言を実現するための手段という側面があるので、

２０３０年に実現すべき統治構造の姿を考えるというよりは、それまでにさまざまな政

策課題を処理できるように、早めに実現できる具体的な提言に重点を置いてまとめてい

きたい。 

 これまでの検討を踏まえ中間段階として、とりあえず提言したいのは、次の諸点であ

る。 

 

１．国会改革の方向性：国会は民主的統合の拠点であり、権力と知恵が交差する場所で

なければならない。しかし、与野党対立、衆参両院関係、政党（会派）内における幹部

と一般議員の関係など、複雑な関係が長年にわたって制度化されており、その改革は容

易ではない。そこで、選挙における多数派交代の可能性などにも着目し、方向性を確認

した上で、「中長期的課題」「次の総選挙後に実現を目指す課題」「早期実現を図る課

題」などに分け、着実な実現と利害関係調整のバランスをとっていきたい。今回の中間

報告は、当面の課題に絞って報告する。それは、次の３分野である。 

 

①審議の充実と議会合理化との両立：現状においては、首相を始め大臣などが長期にわ

たって国会に拘束され、行政府側が多大の労力を国会に注入しているにもかかわらず

（合理化の必要性）、国会審議の内実は一方的な質疑に終始し、論点の掘り下げや、

必要な修正などの実質的審議機能が弱体だ（審議充実の必要性）という問題がある。

そこで、その双方を同時に解決していく方策を考えていく。現在出されている各党の

国会改革案などを見ると、次のような論点を加えるのが実現のためには必要ではない

か。 

 

A 最近の臨時国会の状況をみると、国会審議が与野党のその都度の合意によって審議が

進められることが、会期末の混乱につながっていると考えられる。議長の下におか

れる議院運営委員会において、与野党が予めよく話し合い、少なくとも 1 ヶ月程度

の見通しを持って、包括的な審議日程を決める慣行をつくる必要がある。 

B 委員会における首相の出席を制限する代わりに、党首討論の充実が提案されている

が、その際、閉会中も定期的に（たとえば月に１回）は党首討論を開催するなどと

いう点がポイントではないか（直ちに通年国会が難しいことを考え、野党の政府追

及機会を保障する趣旨）。 

C 首相および大臣に対する質疑については、実質的な質疑時間を確保しつつ、首相・大

臣の執務時間を確保するため、待機時間を極力少なくするよう、質疑順や時間配分

を柔軟に調整することが必要ではないか。たとえば質問者別ではなく、答弁者別に

審議を進めるなどが考えられる（これにより、質疑時間は確保されるが、首相・大

臣の負担は軽減できる）。 

 
 



 

D 一部の委員会は省庁再編に伴って法案数が多くなりすぎ、丁寧な審議ができにくい傾

向にある。そこで、内閣委員会、総務委員会、厚生労働委員会などは、その下に部

会を設け（たとえば総務委員会であれば、行政管理部会＝仮称以下同、地方自治部

会、情報通信部会などを設ける）そこで法案の実質審議を進め、後述の閣外大臣（副

大臣）などが答弁にあたることを検討すべきである。 

 
②議院内閣制をとりながら、国会と内閣との関係が適切に規定されていないことが、さ

まざまな問題を生んでいることを考慮し、政府と国会との連絡を密にし、少しずつ政

府の国会の議事関与の範囲を広げていくべきである。 

 

③両院制については、その適切な役割分担と優先権の配分によって、衆参それぞれの特

長を活かしつつ、いかなる場合も最終的には適切な決定ができるように、その関係を

再構築する必要がある。ポイントは政権存立に関わる事項における衆議院優越の強化

と、特定事項に関する参議院の決定権強化である。 

 

 

２．議院内閣制は、内閣を構成する国務大臣などの役割分担と一体性確保の両立が重要

である。これについては、副大臣・政務官制の導入などが進められてきたし、最近にお

いては四大臣会合の活用など閣僚委員会の実質化なども行われつつあるが、執政部強化

のためには、いま一歩の工夫が必要である。そこで当面、次のような改革を実現すべき

である。 

 

①閣外大臣制の導入と活用。現行の副大臣のうち特別の課題について担当する者を、国

務大臣（閣内大臣）の下に置きながら、それなりに明確な権限を持った存在として閣

外大臣として位置づけ、国務大臣がカバーしきれない問題を処理する機能を持たせる。

閣外大臣には、できれば法的措置を講じて地位を明確化するとともに、対外的には大

臣として処遇して対外交渉面でも活用し、また国会答弁などの場面でも、明確な責任

領域をもとに、責任を持って答弁できるようにする。 

 

②内閣府副大臣など、数が不足していると見られる分野において副大臣や政務官を増員

するとともに、与党（政調役員など）や国会役職（委員会の理事など）との兼職を進

め、与党や国会と政府との連携を強める。 

 

 

３．橋本行革の見直し。一府一二省体制への転換は各省における行き過ぎた自立意識の

転換など有意義な面も少なくなかったが、実施後時間が経ち、いくらかの手直しが必要

な部分が見受けられる。ただ、各省の切り分けについて問題提起をしても、必要とされ

る関係者のエネルギーの割には成果が出にくいので、政権中枢に関心を集中したい。 

その中枢たる内閣官房と内閣府との関係などにおいては、関係の錯綜と一部の肥大化、

機動力の低下などの問題も見られる。内閣官房は首相の下で直接扱わなければならない

業務、特に重点を置いて新たな検討を始める業務に限り、各省横断的な課題は内閣府で

処理するとして、内閣府は出来だけ定型業務を持たず、さらに検討が緒に就いた課題は、

できるだけ各省において処理することを前提として、行政府における機動性を確保でき

るよう、必要な組織的措置を講ずることが望ましいと考えられる。 

 



「日本力研究」

共同座長 岡村 正
共同座長 福川伸次



「日本力研究」３つの問い

１．日本はどういう国なのか？（強み、弱み、魅力－歴史的、
文化的、経済的、ブランド、技術、文化－現状認識）

２．日本にはどのような国になれる可能性があるのか？
（潜在力、方向性）

３．日本のブランディング戦略、発信力、世界に向けた
アジェンダセッティングをどうするのか？
（戦略、具体論）

2



日本研究グループは、日本を「デザイ
ンし直す」ことを目的とする

Re-Designing Japan

3



日本力とは

・経済力、競争力など定量的指標＋

・「魅力」、「尊敬」、「信頼」など社会的
要因や潜在力

・総合的な概念である

・スマートパワー：ハードパワー＋ソフ
トパワー

4



それに含まれるものには

• 統治機構（第5グループ）

• 経済・科学技術（第3グループ）

• 国際貢献・安全保障（第2グループ）

• 歴史、文化

• 社会（安全、清潔、規律、寛容性、連帯
感）

5



現実問題としては

• 人口減少社会（第4グループ）

• 高齢化

• 財政赤字

• 女性の活躍が難しい

• ソフトウェアの活用

• 組織を動かすマネジメント力

• 公共を引き受ける覚悟

6



国際的文脈での日本力

• 各種指標に表れた日本力の低下傾向

• 診断と処方の必要

ただし

• 傲慢にならず

• 内向き・自信喪失にならず

• ｢等身大」の日本の自己認識

7



数字を超える領域への拡大

•世界に通じる構想力

•問題解決能力

8



「日本をデザイン」する

• 対内的には、今、日本をデザインし直す

• 世界と競争していくためには

• 2020年、2030年への設計

• 強み、弱みの総点検

• 打って出るための戦略、構想

9



日本がデザインする

外に向かって

•世界はどうあるべきか

•日本がアジェンダを設定できるか

•日本の理念、アイディアが通用するか

•国際発信の方法と内容

•国際的な公共財の構想に関与すること

•日本のブランディング戦略、発信力

10



問題解決能力の先進性

• 高齢化、少子化などの課題を解決する

• 問題解決能力の先進性

• 世界が直面する課題の先取り

• 世界への日本の貢献

11



世界で活躍する人材の育成
システム

• 政治

• 経済

• 外交

• 科学技術

12

• 学術

• 文化

• 芸術

• スポーツ



日本の位置づけ

13



日本力からの発信

• 日本のブランディング戦略を描く組織を
政府に

• 「Team Japan」の体制で

• 各省バラバラではなく、民間の知恵と経
験も活用

14



日本の新しい生き方を世界に伝える

• 世界と共有できる、日本からのメッセージ

• それは、日本人の目標でもある

Creative Japan

Dynamic Japan

15



日本力研究グループからの提言
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世界の視点で日本をデザインする

• 世界で勝負できる日本の国家戦略の策定

• 日本をデザインし直す

• ブランディング戦略を確定し、世界に発信

• 日本が考える世界のあり方を明確にする

• 世界が抱える課題に対し、日本が、企業・
個人が、問題解決する
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首相は長期ビジョンの作成を

• チームJapanで

• 課題の解決を

①日本のブランディング戦略や対外発信

②人口減少社会に対応する国家戦略

③負担分担社会の仕組みの作成

④日本のイノベーション力の強化

⑤公共を支える人材育成・交流のシステム
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人材育成・活用のシステム

• 核心的課題は「人材」

• 世界で活躍する人材を幅広く育成

• 女性や若者が世界や日本で活躍できる
仕組を作る

• 人口減少社会の現実に対処できる人材
の育成・循環のシステム

19



「国際問題研究」

共同座長 茂木友三郎
共同座長 北岡 伸一



「国際問題研究」３つの問い

１．日本はグローバル社会でどのような国家を目指すのか。
そして、その目的意識をどのような形で世界に知らしめる
のか。

２．東アジア地域の安定と協力関係強化のために、日本が果
たすべき役割は何か。（中国、朝鮮半島、台湾、ＡＳＥ
ＡＮ、インド、オーストラリアとの関係）

３．日米同盟の将来像をどう考えるか。（二国間の役割分担、
東アジア地域における展開､グローバル社会における役割）
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• アジアにおける長期展開

①米国中心の現行秩序

②米国の地位低下＝バランス・オブ・パワー

③東アジア共同体＝中国の（外交などでの）

柔軟化と国際協調姿勢が大前提

④強権的な中華体制

②もしくは③の可能性が高い。

これまでの検討の中間的な総括

3



4

中間的な総括②

• 東アジアの不安定要素

１）歴史問題での対立

２）東アジア諸国の米国から中国へのシフト

３）中国の経済成長低下による
国内の社会不安や地域の不安定
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中間的な総括③

• 日本が自覚すべき周辺諸国の期待

＝対中バランサーとしての役割

－日本の民主党政権が米国を除く東アジア
共同体を提唱時、周辺諸国は混乱

－日本がバランサーの役目を果たさないと

中国の覇権が生まれるとの懸念
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中間的な総括④

• 日本の国際広報下手、中韓両国に遅れ

－ハード予算に比べ、手当の少ないソフト面

－政府内に広報のキャリアトラックがなく、

人材不足。
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中間的な総括⑤

• 韓国の中国への傾斜

－韓国の中国への貿易・安全保障面での

依存という構造は変わらない

－対日強硬姿勢が国内政治的に必要
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中間的な総括⑥

• 中東の混乱は続き、湾岸諸国優位の状態

－エジプト＝デモという直接民主主義で

間接民主主義を否定

－革命の続行⇒混乱は続く
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中間的な総括⑦

• 中国の台頭と歴史問題の和解への対処

ー中国の経済的・軍事的台頭やエネルギー・

資源問題の影響が最大課題

―中国に国際協調姿勢を促しつつ、歴史対話

など知的交流も進める。
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中間的な総括⑧

• 世界におけるプレゼンス維持

＝持続的経済成長の実現

ー民間需要主導の持続的な経済成長の

実現が最優先課題

－次に重要なのが財政健全化との両立
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提案、意見、今後の方向性等

１．対外発信の抜本的改革
・官民における人的・財政資源配分で実現

・政治家の不用意発言について自覚を促す。

・広報に大事になのは人。主要都市で選り抜きの

広報担当を長期的に配置する。

・各省で広報担当者のキャリアトラックを確立する。

・外務省では、国際会議や海外メディアの取材に

備えて、研修でディベートの訓練を行う。
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提案、意見、今後の方向性等

２．アジア太平洋の安全保障体制を形成

・抑止・対処の基礎的基盤＝同盟関係

・問題領域ごとの柔軟な協力体制

・地域的安全保障対話と信頼醸成
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提案、意見、今後の方向性等

３．中国の関与政策の展開方法を検討

・自由で開かれた秩序を前提とした中国との

協力体制を築く

・アセットとしての日米関係、韓・豪・印・東南

アジアとの協力関係を活用
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提案、意見、今後の方向性等

４．グローバルイシューで貢献

（食糧・水・エネルギー資源・環境など）

・日本が持つ産業力・科学技術力・文化力な

どを活用する

・円借款を日本の強みを生かせる分野を重点

にするよう見直し、金利も引き下げる。



15

提案、意見、今後の方向性等

５．歴史問題での取り組み

•中韓との間で歴史対話を再開する。

•他のアジア諸国や米欧との知的交流を進める。

•歴史問題における日本の立場をタイミングよく発
信する。

•国内では中高等教育での近現代史のプログラム
充実とバランスのとれたパブリックメモリーの構築
に努める。



「価値創造経済モデルの構築研究」

共同座長 長谷川閑史
共同座長 坂根 正弘
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「価値創造経済モデルの構築研究」
３つの問い

１．イノベーションはどこで起きるのか？価値創造とは何か？

２．技術で勝って、事業でも勝つためにはどうするのか？

３．日本が将来にわたって成長するためには、どのようなしくみが必要か？
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イノベーションの4つのタイプと日本の得意分野

•ビジネスプロセスの改善

•顧客のニーズを満たすための工夫

例：新興国におけるマーケットニーズ

にあわせたBGxの剤形・パッケー

ジング等における工夫）

一般例：トヨタの生産方式

•革新的新薬の創出・画期的なソリュ
ーションの提供

例：ピロリ菌感染の根絶のための抗生
剤を使った併用療法

一般例：バイオ/ナノ・テクノロジー
インターネット
ハイブリッド・エンジン

Evolutionary Revolutionary

Science based 
イノベーション

Non-science based 
イノベーション

日本の得意な分野

日本が弱い分野

•製品の持続的な発展

例：制酸剤⇒H2ブロッカー

⇒PPI→PCAB）

一般例：成熟期の携帯電話

•新たなビジネスモデルの構築
例：Novoの中国におけるインスリン

拡大戦略
医師・患者への疾患教育や治療ガ
イドラインの政府との共同作成等
を通じシェアを拡大

一般例：Appleのipod, iphone
Social network service
ゼロックスのコピー機
任天堂



ユダヤ系イスラエル人９割が
移民あるいは移民の1世か2世
（出典：START-UP NATION)

シリコンバレー 起業家の４割が移民
（出典： Kauffman Foundation ）

イスラエル

カリフォルニア州パロアルト

技術で勝って事業でも勝つ

レボリューショナルなイノベーションは、突出した個人から生まれる

44



サービス産業のイノベーション

GDPの7割を占めるサービス産業の生産性向上

サービスの標準化と新しい顧客体験の提供

発想の原点 「モノしか見えないモノをつくる」

わけあって安い

無印良品のコンセプト

アイリスオーヤマの経営戦略（抜粋）

経営者は顧客の代表として会社を見る

顧客が買う価格が販売価格

発売3年以内の商品構成の目標6割
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価値創造の起こる場所

価値創造は顧客の周りで起こる
トップリーダーの執念とネバーギブアップの取り組みが価値創造を生む

コマツのダントツ経営とブランドマネジメント

66



7

異次元の“新結合”はヒトから

イノベーションを起こすのはヒトである。

求められる国家戦略

明確な国家戦略を官民で共有
日本の強みである現場力やそれを支える労使の信頼関係を維持・強化

価値を見出すのは顧客である
供給者の発想を超えたイノベーションがしばしば、顧客との双方向

のコミュニケーションから生まれる。



「社会構造研究」

共同座長 濱田純一
共同座長 清家 篤
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「社会構造研究」３つの問い

１．社会構造を立て直すには、何を再構築もしくは新たに創造すべきか？

２．向かうべき方向性および到達点として、何を具体的に目標にすべき
か？

３．目標の実現に向けて、国、自治体、企業、組合、個人は、いかなる責
任を果たし、何を実行すべきか？



3

１．社会構造を立て直すには、何を再構築
もしくは新たに創造すべきか？

• 余裕の喪失、規範の弱体化などを背景に、社会における信頼は
あらゆる面で崩れつつある。

• 再構築し、新たに創造すべき存在としての「信頼」。

• これまでの「信頼」：信じて頼ること。（「広辞苑」より）
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信頼の再構築と新たな創造

• これからの「信頼」：自身と他者を信じ、互いの責任と権利を明確に
しながら、頼り合うこと。（第４グループ「社会構造研究」より）

• 「信頼」をはじめ、社会構造を語る言葉や概念を再検討すべき。
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２．向かうべき方向性および到達点として、
何を具体的に目標にすべきか？

• 目指すべき方向として、性別に関係なく活躍できる構造、世代間の交
流・協力が育まれる構造、複層的に人と人とがつながることができるコ
ミュニティが成り立つ構造地域と地域の相互連携ができる構造、異な
る文化を受容して共に生きることができる構造、地域自らがソフト・文
化を生み育て消費できる構造、必要以上に環境に負荷をかけない構
造等 を信頼をキーワードに再検討。

• 到達点として、情と理を兼ね備えた信頼社会の構築、すなわち信じ
あうためのロジック（論理）とエビデンス（証拠）を明らかにした上での
「説得力のある実証的な信頼社会」を目指す。
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「信頼」を「信立・信認・信創」に発展

①「信立」とは、何より自らを信じ、一人ひとりが律しつつ矜持を持って
立ち上がること。

②「信認」とは、オープンで透明な開かれた社会で、お互いを信じ、
ピア（仲間）として相互に認め合う寛容や包摂を確立すること。

③「信創」とは、信じ合う関係を構築することで、安心と調和のみならず、
公私を超えて新たな社会イノベーションを生み出す積極的な行動。
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重層的な「信」の構造へ
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３．目標の実現に向けて、国、自治体、企業、
組合、個人は、いかなる責任を果たし、
何を実行すべきか。

• 「中核層」(自らの生き方を選択し、社会とのつながりを意識して
生きていく人々)が担う重要な役割。

• 中核層とは、３つの「信」を社会につくるコア（核）となる人。
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新たな信頼社会の構造へ

• 日本版「ノブレス・オブリージュ」を担う中核層を育成・支援する社会へ

• 「最初に動き出す人を評価する社会」へ



「統治構造研究」

共同座長 佐々木毅
共同座長 大橋光夫
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３つの問い

１．どうすれば、政治のトップがよりよい決断に至ることができる
のだろうか。
（最高指導者・権力中枢の作動条件)

２．どうすれば、国家の方向性について、適切かつ迅速な決定
ができるのだろうか。
（国家意思確定過程の合理化)

３．どうすれば、政府と民間の間で、必要な情報・知識・知恵が
交換できるのだろうか。

（政府と民間との間の知恵と人材の交流）
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統治構造研究の焦点

• 統治構造（政治）は提言実現の手段

• 政治が短期的視野に陥っていることが問題

↓

• 中長期的課題を適切に処理できる政治へ

↓

• 2030年の理想像の検討よりも、早めに実現で

きる具体的な提言を優先
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1．国会改革

• 国会改革の時間軸

• 中長期的課題

• 次の総選挙後の実現を図る課題

• 早期実現を図る課題



5

国会改革の焦点

①審議充実と合理化の両立

②政府国会関係の緊密化

③衆参両院関係の再整理
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①審議充実と合理化

• 現状では、首相・大臣や行政府にとって、国
会は大きな負担となりながら、審議の実質は
必ずしも満足のいくものではない

↓

• 実質的審議充実と国会審議合理化の両立
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① A 国会審議の計画化

• 国対政治によりその場その場の各党間合意
をもとに審議が進められるため、見通しがつ
かない他、会期末に混乱が生じる。

↓

• 議長の下におかれる議院運営委員会におい
て、与野党が予めよく話し合い、少なくとも1ヶ
月程度の審議日程を決めておく。
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① B 出席制限と通年化

• 委員会における首相の出席制限と党首討論
の充実が提案されている。

↓

• 出席を制限するならば、閉会中もたとえば月1
回は党首討論を開催するなど、野党の追及
機会を保証しつつ、首相の負担軽減を図る必
要がある。
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① C 出席待機の削減

• 首相や大臣への質疑において、長時間の待
機によって、首相や大臣の負担が増している。

• 他方で、大臣答弁機会は、国会による重要な
行政府への統制手段

↓

• 実質的な質疑時間を確保しつつ、拘束（出席
待機）時間を少なくするよう、質疑順や時間配
分を工夫（答弁者ごとに順次質疑するなど）
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① D 一部委員会における部会制

• 一部の委員会では、所轄の法律が多すぎ、
じっくり審議ができない問題がある。

↓

• 内閣委員会、総務委員会、厚生労働委員会
など法案の多い委員会に、部会を設けて閣
外大臣（副大臣）などを中心に平行して審議
することで時間を確保

• 閣外大臣・副大臣が責任を持って答弁できる
体制を構築
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②議院内閣制をとりながら、政府の国会におけ
る役割が明確ではない

↓

政府の国会議事運営への関与を拡げる

③両院制については、役割分担と優先権の再
配分によって、衆参それぞれの特長を活かしつ
つ、原理的にいつでも意志決定できる関係に
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２．内閣運営の柔軟化と機能化

①行政組織に関する過度の法定主義をやめ、
柔軟に運営できるようにする。

②閣外大臣（閣議メンバーではないが特定の課
題について責任を持つ大臣）制の導入と活用

③内閣府副大臣などの拡充と、与党および国
会役職との、副大臣・政務官の兼職拡大
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首相

国務大臣

副 大 臣

政 務 官

首相

国務大臣

副 大 臣

政 務 官

閣 議 閣 議

現 状 改革案

閣外大臣

閣外大臣のイメージ図
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３．橋本行革の点検と見直し

• 省庁数を削減する改革には一定の成果が
あったが、その後の情報通信環境の変化、首
相主導体制の実現で、課題が変化

↓

• とりわけ内閣官房と内閣府の関係など、政権
中枢を支える仕組みに関して、機動性と実効
性を両立させる修正が必要

• リーダーの個性に合わせた運用を可能とする
柔軟な組織体制




