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第２章 豊かさと活力
（第２分科会報告書）
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Ⅰ．はじめに ー 活力を通して豊かさへ

１．20世紀から21世紀へ

20世紀においては、「豊かさ」の目標が事実上一つの形で設定され、それに向かっ

て国民がほとんど一丸となって動き、政府の施策がそれに向けられ、企業の活動もそ

こに焦点を合わせることは珍しくなかった。20世紀を特徴づける伝統的社会の解体と

国家の巨大な力の台頭、テクノロジ－の発達による生活環境の激変と均質化、いわゆ

る大量生産・大量消費社会の誕生といった事態は、こうした社会の体質と一体のもの

であった。そして、日本国民は20世紀後半の奇跡的な経済成長という形で、それを典

型的に体験したのである。しかしながら、社会システムは決して単線的に進むことは

ない。何よりも先ず、単線的に進むこと自体が過剰と行き過ぎを生み、社会システム

の行きづまりを生むことになる。

20世紀末の日本社会は20世紀後半の経済的成功とその負の遺産の前に呆然と立ち止

まり、自信を喪失し、戸惑いと困惑、不安に襲われているように見える。それまで「豊

かさ」の担い手と見なされた組織が今やその破壊者のように見えてくる。当然のこと

ながら、社会システムとの幸福な調和的関係は崩れ、人々はそれぞれに「豊かさ」を

求めて精神的な旅に出るようになる。

この数年、「豊かさ」についての一定の指標を作る試みが行われてきたにもかかわ

らず、それは成功しなかった。それは指標の内容に問題があったためであるよりは、

そうした公定的指標作りそのものがもはや国民の関心から乖離し始めたことにあるよ

うに思われる。「豊かさ」の多様性は社会的に自明の現象となり、それを一元的に管

理・運営できるかのような発想から出発することは不可能になった。そして、多様な

「豊かさ」の追求そのものが「豊かさ」の証と見なされるようになったのである。

こうした事態そのものは社会のあり方として格別プラスと評価されるべきものでは

ない。実際、「豊かさ」の多様性なるものが脱社会的な人間の大量発生や人間として

のエネルギ－の低下を意味するならば、その社会的効果は見過ごすことはできない。

21世紀の日本を構想する上で問題になるのは、「豊かさ」の多様性そのものではなく、

社会的帰属意識が希薄化した状態でしばしば見られる人間的な活力の低下現象をどう

するかである。一つの「豊かさ」の基準を設定して国民を動員することが不可能にな

る一方で、「豊かさ」の多様性の追求が無気力や無力感の蔓延に専らつながるという

のでは、21世紀の日本の展望は極めて描きにくいものになる。

しかし、社会システムと人間との関係には必ず両面性がある。すなわち、一方にお

いて、古い社会システムの行きづまりは無気力や無力感の原因になるが、他面におい

て、古い社会システムから自由になった人間が示す新たな活力の発掘と奮起にも注目

しなければならない。現在のところ、この二つの面が入り混じっており、それを見分
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けることが決定的に肝心な点である。この二つの面はある特定の集団によってそれぞ

れ代表されるといった単純なものではなく、一人の人間においてもしばしばこの二つ

の側面が同居している。言うまでもなく、21世紀の日本が期待をかけなければならな

いのは、この人間の活力の新たな発現の側面である。こうした活力は、経済・産業面

での活力の源となるのみならず、社会的関係全体に清新なエネルギ－を供給するよう

になり、それが新しい社会システムの生成と発展につながっていくであろう。

問題はそうした人間の活力がスム－ズに発揮でき、その発現が助長される仕組みが

整備できるかどうかである。仕組みが古色蒼然たるものであれば、こうした人間的な

活力は抑圧され、無気力へと強制されることになろう。したがって、まず、変えるべ

きことを変える社会的な活力が問われることになる。「豊かさ」の問題にかえって言

えば、21世紀初頭の日本の課題は正に人間的な活力に裏付けられた「豊かさ」の多様

性をそれぞれの地域の特性と創意工夫を生かして実現することである。そして、こう

した人材の「死蔵」を防ぎ、そこを突破口にして次の世代に可能な限り清新な社会シ

ステムをバトンタッチすることである。その過程においてこれまでの社会的ル－ルの

見直しや社会的価値観の再検討が必要になることは言うまでもない。こうした原点に

帰ることによって、初めて21世紀の日本について新たな構想を示すことが可能になる。

２．組織と人間との多様な関わり方 ー ガバナンスの問いかけ

20世紀後半の日本社会は平等主義的社会と考えられてきたが、現実に即してみた場

合、それは細かく仕切られた棲み分け構造を当然の前提にし、その中での横並び構造

に依拠していたことも明瞭である。官僚制はこのそれぞれの構造に即応した「配慮」

と「面倒」の膨大な仕組みを作り出した。最も自由なはずの企業世界においてさえ、

事態はそれ程異なったものではなかった。これをよく示すのは雇用形態であり、大学

（学校）を卒業して「就社」し、そこで終身雇用（年功序列も期待して）に与すると

いうのが戦後古典型の雇用イメ－ジであった。そこで実現される平等主義的世界とは

企業と自らの一生との全人格的取引関係を前提にしたものであった。そして企業社会

の複雑なネットワ－クはあるいは業界団体として組織され、あるいは、金融機関を中

心とした企業集団として組織され、その上に公の担い手として広範囲な裁量権とル－

ル設定権力を持つ官僚制がそびえたっていたとみられよう。地方公共団体や専門家団

体、ＮＰＯ、大学といった組織も多かれ少なかれ、この巨大な官中心システムの一環

を担い、あるいはそうした役割を果たすよう規制され、その存在意義が認められたと

いっても過言ではない。実際には組織と個人との関わりは現実には多様であったが、

その多様性とそれに伴うル－ルは明確に規定されることなく、経済の好調を背景にし

て「結果良ければ全て良し」という形で国民的なコンセンサスを得てきたのであった。

ところがこのシステムはその結果においてかつての自信を失うとともに、「もたれ合
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い」・無責任体制の様相を呈するようになり、深刻な人間的な危機にまで至ったので

ある。

ここから脱出する方策には教育を初め幾つかのものが考えられるが、何よりも組織

と人間との関わりを整理し、それぞれの関係に即したル－ルの明確化が肝要である。

これは決して容易な課題ではないが、「もたれ合い」と無責任を避ける唯一の方途で

あり、これによって、安心して思い切った活動をすることが可能になる。別の角度か

らいえば、組織の役割や目的は多様であり、また、われわれが好むと好まざるとにか

かわらず、多様な組織と関係を持たざるを得ない以上、特定の関係が全人格的なもの

ではあり得ないであろう。われわれは国（中央政府）と何らかの形で関わらざるを得

ないし、同時に企業で働き、さらには地方自治体との関係も無視できない。また、企

業で働くということは、例えば、ＮＰＯで活動するということとは自ずから異なった

目標と課題を追求することであるし、専門職にある者や大学で働く者に求められる役

割は決して「富を創る」といったものではないであろう。そして、21世紀において、

国民は性質を異にする複数の組織に属しながら、その一生を送ることになり、多様な

形で社会に貢献をする機会に恵まれることになろう。

われわれの考えによれば社会はバラバラな個人の単なる集積ではなく、多様な目標

と役割を持った組織間の競争・競合・協力関係から成り立っている。そして、社会全

体はそれぞれの組織がその目的と役割をきっちりと果たすことによって強さと安定性

を実現できるのである。その意味で個々の組織のガバナンスのあり方とその集積とし

ての日本国民全体の新しいガバナンスの能力が問われている。ここでいう新しいガバ

ナンスとは、一般的にいえば、一方が他方を当然に支配するという権威主義の存在を

前提にすることなく、一定の明確なル－ルと責任原則に基づき、自治を実現していく

ことを意味する。

こうした問題を考えるにあたってはこれまでの歴史的経緯を無視することはできな

い。この観点からして、「公は官の独占物ではない」という今や随所で耳にする指摘

の意味は重い。確かに、官僚制のあり方の転換は21世紀の日本を構想する上で避けて

通れない論点であり、行政改革や地方分権といった形でこの数年大々的に議論されて

きた。しかし、問題は官僚制のあり方を批判するだけでは解決するものではない。す

なわち、一方で官の過剰な影響力を否定しつつも、他方でそれに寄りかかるような精

神風土はなお根強いものがある。従って、官のこれまでのあり方を批判するだけでは

なく、これまで官が扱ってきた問題領域を誰が、どのように扱うかについて建設的な

議論がどうしても必要になる。官僚制の遺産をどのように受けとめるかという問題は

煎じ詰めれば国民の自治への意欲とその能力を厳しく問うことなしには回答ができな

いのである。

本章はこうした基本構想に基づき、次の三つの点に焦点を合わせることにした。第

一は、様々な組織の役割とそのガバナンスの様相を明らかにすることによって、組織
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と個人との関わりについて具体的な検討を加えることである。ここでいうガバナンス

という概念は、本人・代理人関係に源を持つ、ルールの明示化、情報公開、説明責任、

事後評価、外部評価といったものを基本要素とする組織・機関と個人（その集まり）

との相互関係、さらには、そうした形で実現される統治・管理の仕組みを指す。この

うち、企業のガバナンスは最も広く話題になっているテーマであるが、ここではそれ

に加えて「公を誰が、どのように担うのか」という問題を提起し、官僚制中心の体制

以後の「社会のガバナンス」のあり方について検討を加えた。

第二は、こうした多様なガバナンスの仕組みを担い、それを運営管理する人材とそ

の養成の問題である。ガバナンスの問題は国民の熱意といったものによって直ちに解

決するものではない。組織と問題状況に応じて求められる人材は多様であり、いわゆ

るジェネラリストに対して多様なスペシャリストが求められる。典型的には、ル－ル

管理能力を含む「自治」能力が問われる限りにおいて、法曹集団の重要性が日常的に

ますます高まることは必至である。総じて、この点を含め、各方面における人材の育

成と再教育にとって高等教育の見直しは大きな国民的課題であり、これは「就社」機

能にその役割を限定するような従来の発想（受験中心の発想）から自由になることが

必要なことを示唆している。

第三は、こうした議論を受けて公平性についてのこれまでの考え方に再検討を加え

ることである。横並び・棲み分け型の社会組織を前提にしたこれまでの公平観念の見

直しと社会的な活力の促進とは表裏一体の関係にあるからである。

Ⅱ．「富を創り、富を活かす」 ー 企業のガバナンスと経済の活力

１．これからの企業とその担い手たち

第2次世界大戦後のわが国は、欧米に追いつくというキャッチアップ型の経済運営で

驚異的な経済成長を遂げ、その結果として国民各層が相当程度の経済的豊かさを享受

することができるようになった。経済指標の面から見れば、既にわが国は国際社会の

フロントランナーになった、と言えよう。こうした経済成長を牽引してきた原動力は

活発な企業活動であった。しかし、戦後最大の不況となった1990年代の日本経済にお

いて大企業を含む多くの企業が破綻し失業が増大するとともに、企業の不祥事が続出

し、国際社会からの日本型企業経営に対する信認もひと頃に比べ低下しており、これ

らの結果として日本経済における新たな企業像が模索され始めていると言えよう。

一方で、こうした企業の活動を大きく変更せざるを得ないインパクトが外部から押

し寄せている。それが、情報革命と金融革命である。

1980年代からの情報技術革新は、企業活動をまさに革命的に変えようとしている。

企業内にあっては、中間管理職や事務職の担っていた仕事が、よりスピーディーかつ

効率的に行えるようになり、これに伴う企業組織や指揮系統のスリム化が実現しつつ
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ある。また、在宅勤務などの自由な勤務形態を可能としたり、創造的な新しい専門職

種も次々と生み出し、従来の勤務形態や賃金形態を大きく変化させるインパクトも持

つ。情報革命は、企業の戦略面でも、市場を分断してきた「国境」という壁を取り払

う効果を持つ。この結果、市場が一挙にグローバルなものとして広がり、地方に拠点

を構えたどのような小さな企業であっても、情報装備によって、世界を相手に取引を

行うことが可能となっている。さらに、情報革命は、企業の概念そのものをも大きく

変化させている。何ら箱物を必要としない企業形態からもどんどん優良企業が出現し、

資本がなくても専門性と魅力ある情報発信力さえ持てれば、個人がビジネスに参加し

易い環境が整いつつある。こうした状況において、既に企業間の競争は旧来の業種を

超えて常に参入してくる新しい参加者との間に行われるものとなりつつある。

このように、21世紀には、情報化によって、企業の担い手や、企業と個人の関係、

そして企業の在り方が大きく変わることが予想される。それだけに、日本の企業にと

って、情報装備と発想のしなやかな転換ができる潜在力を持つことが何より重要なこ

とになってきている。

外部からのもう一つのインパクトは金融革命である。わが国の金融環境は、資金余

剰時代を背景に、金利の自由化、金融業務の自由化、前述の情報技術革新に伴う新し

い金融商品の開発、資本市場の拡大、グローバル化の進展、原価法中心から時価会計

中心への企業会計の変革などによって、一変した。こうした金融環境の激変は、企業

の有り様を大きく変化させつつある。すなわち、企業が株式の持ち合いや借入れなど

長期的な取引関係を結び、経営が困難になった場合に支援を受けようとするメインバ

ンク制度は、かつて日本企業が長期的視野から活動できる強みであった。しかし、多

くの大企業が銀行借入れから資本市場調達へシフトした結果、銀行との関係は従来と

比較して弱まり、今後も大企業の安定株主としての銀行の役割は、大幅に低下するこ

とが予想される。しかも、こうしたメインバンクを中心とした日本のコーポレート・

ガバナンスは、透明性が低いという欠陥を持つ。このため、機関投資家株主や海外投

資家の層が厚くなるにつれ、グローバルにはもとより、国内市場においても評価され

にくくなってきている。もちろん、わが国企業の圧倒的多数を占める中小企業につい

ては、依然として預金貸出を扱う銀行など伝統的な資金仲介業に依存している比率が

高いが、金融環境の激変は、企業が銀行を選ぶ時代へ、さらには資金調達の多様化を

行える時代へと、少しずつ中小企業と銀行との関係をも変えつつある。こうした情報

革命、金融革命といった新しい動きをさらに全日本的なものとして実り多いものにす

るためには、首都圏のみならず地方の情報インフラストラクチャーや、新しい金融仲

介ルートの拡大・整備が必要であることは言うまでもない。

このように画一性や横並びを許容する高度成長時代には適応できた企業経営やそれ

を取り巻く様々なシステムが、多様な個性を必要とする新たな情報化社会には合わな

くなり、このため企業の成長の活路が見出しにくくなり、在来型の企業の存立基盤は
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総体として急速に弱体化してしまっている。他方で、企業の不祥事も数多く発覚し、

民間の経済活動の中核にある企業とこれを支える行政組織のモラルに対する信頼の低

下にもさらされている。

こうした中で、これからの企業が変化していくべき第一のポイントは、企業とその

担い手との関係の再構築――すなわちコーポレート・ガバナンス（企業統治）・シス

テムの再検討であり、第二に、企業と社会の相互関係の再構築――すなわち企業の社

会的ミッションの再確認、ではないであろうか。

コーポレート・ガバナンスとは、企業行動を規律づける仕組みである。株式会社の

場合、企業を「所有」しているのは株主であるが、実際には、経営者が企業経営を委

ねられている。株主は経営者が企業――ひいては株主――の利益に適うよう行動して

いるかを監視するシステムを必要とする。前述の通り、わが国の場合こうした企業統

治システムの中核をなしてきたのは、メインバンクであった。資本主義経済において

は、企業経営者は、適正な利潤をあげることによって、株主の期待に応える責任があ

る。具体的には、企業は、世の中の大きな方向を見据えて、良質なサービス、情報、

資金などをニーズのある利用者へタイミングよく、かつなるべく低い価格で届けるこ

とに加え、新しい技術の開発により、新しい産業空間を切り開くこともその大切な使

命である。現状、萎縮している日本企業の活力の回復には、横並び志向を捨て、新た

な経済フロンティアを切り開いていく革新者が必要である。こうした革新的企業の間

の競争を通じた切磋琢磨が健全な資本主義の発展メカニズムであるが、こうしたメカ

ニズムが機能するためには新たな挑戦を行う起業家とそれに付き物の高いリスクをと

ってくれる民間出資者に加え、失敗した場合に再挑戦できるような法制の整備が必要

になる。民間出資者が期待リターンからみて公正なリスクをとるためには、経営者と

株主の間の様々な制度的枠組みを再構築し、経営に関する内部および外部からの監視

メカニズムの確立と、経営者の動機づけといったガバナンスの仕組みを見直していく

ことが必要であろう。

もっとも、企業活動と密接な利害関係を有するのは株主だけではない。企業はその

企業が提供する財・サービスを購入する顧客、その企業の発行する債券を購入する債

権者、その企業を職場として選んだ従業員、その企業の所在する地域の住民や地方自

治体・国家、その企業に製品を販売する企業、といった多くの人々によって支えられ、

株主だけでなくそれらの人々に対しても社会的な責任を負った存在である。

21世紀の企業の在り方を考える場合には、持ち分を保有する株主との契約関係の誠

実な履行というかたちで適正利潤を還元していくことで企業としての基本的責任を果

たしていくと同時に、企業に働く従業員や顧客、地域住民など、企業が関わりを持つ

社会組織および個人、行政組織との関係を大きく捉えて再構築し、社会からの信認を

取り戻す必要性に迫られている。
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２．企業と個人との関係

従来、終身雇用制を前提としていた企業は、従業員である個人との関わりにおいて、

これを支配し、時間的な拘束も含め、全面的な献身を求める、いわば家族に似たシス

テムとなっていた。しかし、永続性と終身雇用を必ずしも前提とできない21世紀の企

業は、個人に対して支配的存在であることをやめるべきである。むしろ企業と個人は、

それぞれ何を与え、何を求めるのかを明確にした上で対峙し、相互関係を確認した上

で契約を結ぶといった意味で対等な立場に立ち、新たな関係を構築することが望まし

い。なお、そうした関係を構築するためには、転職が大きなハンディとならず、個人

が企業間を自由に移動でき、個人も企業も流動的に持ち場を変え得る社会を構築する

ことが必要であろう。かくして、企業と個人との関係は、いわば統治・組織服従型か

ら、市民にふさわしい契約型へと基本的に変化していくことになる。

21世紀には、企業とは、従来のわが国のように、個人にとっての生活の全てではな

くなり、自立した個人が契約によって一定期間雇用される「場」としてのいわば本来

の姿に立ち返ることになる。そうした個を大切にする企業こそが、流動化した優秀な

個人を雇用することに成功し、またその個人の能力を引き出し、企業総体としての力

を発揮することができるはずである。

情報革命によって、雇用形態も専門性を重視した裁量労働制や在宅勤務など、一定

の時間の業務への専念を要求するとしても、その時間帯の選択を可能にするなど、特

に時間的な制約面で、柔軟なものとなっていくであろう。こうした変化は、高齢化社

会に向けて、労働者の女性比率や高齢者比率の上昇が予想されるなかで、働く女性や

高齢者にとっては、個人の生活を大切にできる「働きやすい」環境をつくることにつ

ながる。同時に、こうした勤務形態が多くなっていけば、企業としてもこれを前提と

して従業員との情報ネットワークを構築せざるを得ず、結果として企業にとっても組

織のフラット化や、意思決定のスピード・アップが可能となっていくであろう。この

ように、個の重視という21世紀の企業活動は、利潤追求にも、そこに働く個人の自己

実現にも、プラスに働く側面があるはずである。

企業と個人の関わりがこのように変化していけば、労使関係も変化し、労働組合の

役割も大きな変化を余儀なくされよう。例えば、確定給付型年金から、雇用流動化時

代にふさわしい自己責任型の確定拠出型年金、現在の努力が将来報われるという年功

序列型賃金体系から、現在の働きに見合った報酬を受け取るという能力主義の賃金体

系へ、特定の企業内だけで通用する評価から、より一般性と市場性のあるノウハウな

いし専門性が評価される仕組みへの流れには、いずれも、個人の企業に対する帰属意

識と一体感を弱めるという意味では、企業にとって何がしかのマイナスをはらむ。

そうした流れは個人の価値観の多様化と相俟って、企業ごとに設立された労働組合

の今後の役割を見出すことは、ますます難しいものとなることが予想される。労働組
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合は、こうした環境変化を踏まえて、新たな雇用環境の中での役割を模索する必要が

あり、むしろ個の集合体としての勤労者の様々な意見を代弁できるような柔軟な組織

へと脱皮を図ることによって、また、地域や企業活動と有機的な協調を図ることによ

って、個人の参加を促したり、ＮＰＯ的な社会的な貢献の途を見出す必要性に迫られ

ているといえよう。

こうした時代における経済や社会システムは、本来、政府や国が行くべき方向を強

制し得るものではない。むしろ生活者や生産者の試行錯誤の過程で自ずと形成されて

いくものであろう。こうした社会においては、個人や企業が政府に依存するのではな

い。むしろ、政府は一般ルールを用意するだけであり、自己責任と創造性を伴った個

人や企業が主役である。この結果、個人がベンチャー企業を設立し、夢を描いて積極

的にイノベーションを起こすことができる。仮に個人が果敢に挑んだ結果、失敗をし

ても、再びやり直しがきく寛容な社会にしていくために、経済システムや個々人の意

識を変えていくこともきわめて重要である。したがって、国の関わり方は、従来のよ

うに、民間企業の利害関係を調整したり、既存企業保護のための規制を続けるのでは

なく、むしろ規制緩和によって民間企業に対して積極的に多様性を認め許容度と柔軟

性の大きな社会を形成する方向を採ると同時に、社会的に望ましいと考える行動を個

人・企業がとり易い枠組みを用意することにある。そうした枠組みのなかでは税制を

通じて政府が果たす役割は極めて大きいであろう。

３．企業の新しいミッション

企業の第一のミッションとは、企業活動を正しく行うことである。企業は、その提

供する財・サービスによって、国民生活を豊かにし、企業活動の結果得られた利益を

出資者に分配し、従業員へ雇用機会を提供し、税金の負担などを通じて国民生活に安

定をもたらす。こうした企業活動は、利潤追求、換言すれば、「富の創出」の過程と

その分配において、社会に活力を与える。

また、民間企業による「富の創出」、すなわち収益追求の活動の過程での革新的ア

イデアや発想こそが公益に直結し、民間企業の活動が公益を担い得る、というマイン

ドを社会全体が持つことが必要とされる。たとえば、携帯電話や宅配サービスなどの

ネットワークは、民間企業の革新的な発想から発展したものであるが、今や我が国に

おいて重要な社会インフラとなっている。その意味で、民間企業はより消費者に利便

性を与えるために、現在官が担っている様々な事業を積極的に担う役割を負っている

との気概を持つことが必要である。同時に社会全体としても、民間企業の活動を、も

のづくりの面のみならず、新しい発想やアイデアについても、資本市場で正当に評価

されるような環境整備をしていく必要があるし、民間企業活動が公益を担っているこ

とに対する認識と評価を従来以上に持つべきである。このように、富の創出や利潤追
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求という言葉は、決して利己主義を意味するものとしてのみ捉えられるべきではない。

企業の利潤追求は、その企業の私的利益だけでなく、その企業が構成員となっている

社会全体を様々な意味で豊かにするものであり、そうした意味での「利他」というバ

ランスのとれたものであるべきである。

さらに、そうした企業の活動を市場や利用者に情報開示し、自らを説明することに

よって、社会的責任を果たしていくことが必要である。特に、今後日本企業ひいては

日本経済が発展していく上で求められているのは、企業行動の透明性の向上である。

透明性の向上は、自らの行動を説明し、責任を明確化させるという点で企業のガバナ

ンスのみならず社会的な信認の確保に直結し、自己責任原則が貫徹させられる成熟し

た社会に向かう上で不可欠な要請である。こうした観点からは、グローバルな存在と

なっているわが国民間企業自体が各種ルール形成の直接の担い手となり、グローバ

ル・スタンダード形成に積極的にかかわり、発言し、またそうしたスタンダードに合

った市場を形成し、国際的な信認を得ていくことが求められている。

第二に、「富の創出」に成功した企業は、その富を活かして、社会に何ができるか

を考えていくことも必要であろう。企業が創出した富は、社会に活かしていく、とい

う視点も求められている。特に、21世紀は、経済活動を担う主役である企業は、新た

な分野への投資により、引き続き富を創り続けて当事者に適正にその富を分配するこ

とによって社会全体を豊かにすると同時に、企業活動の果実としての富を直接に社会

に還元することも求められている。こうした要請は企業株主にとっては直接的には新

たな負担になる。企業活動から得られる富は第一義的には株主に属し、社会的貢献の

ための行動が社会にとってのみならず企業にとっても有意義なものであることを株主

に納得させる必要がある。社会的貢献を企業への新たなミッションの一つとして積極

的に受け止め、社会的に尊敬を勝ち得る企業となれば、そのことが顧客の満足度を高

め、企業活動にとってもプラスに作用する。また、企業のイメージと直結した特色あ

る社会的貢献は、従業員の新たな求心力となろう。企業は、長い目で見ればこうした

活動が社会的責任を果たすのみならず、企業をとりまく多くの関係者の満足を高め、

新たなより大きな富の創出に繋がり得るものとすることを求められている。こうした

活動には、たとえば、全国各地でのＮＰＯへの活動支援や文化活動への貢献といった

多様な社会的な活動が考えられよう。こうした企業の社会的貢献を促すためにも、寄

付税制の見直しは不可欠である。そうした活動を通して、市場経済と社会的価値が対

立ではなく融和していく21世紀の日本社会を構築していくことが大きな課題といえよ

う。
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Ⅲ．「参加し、公を担う」 ー 社会のガバナンスを担う活力

１．「官」の統治から自治的統治へ

20世紀においては国家（中央政府）が大きな力を持ち、民主政治はそこを舞台にし

て、それを補強する形で営まれてきた。この趨勢は20世紀後半になるとともに変化し、

国際情勢の変化や情報技術の発達を背景に、国家と社会との相互作用の観点から国家

の役割の見直しが広範に行われるようになった。国家と市場との関係の見直しはその

中で最も有名なものであるが、それのみならず、国家と社会的諸主体との関係も大き

く変化しつつある。国家による統治から多様な組織の協力・競争による自治への流れ

は、世紀の転換において最も重要な変化である。それは個人や組織にとって大きな挑

戦を意味する。日本においてこの問題は、「公は官の独占物ではない」といった形で

議論されてきた。官僚制の独断的体質への批判の高まりのなかで、行政手続法や情報

公開法が制定され、その透明性が大きなテーマになるとともに、規制緩和に代表され

る権限の縮減や地方分権推進に見られる権限の見直しが継続的に話題になった。その

意味で明治以来の「官治」体制は昔日の存在感を持たなくなった。

しかし、「官治」体制の揺らぎのなかで、それに代わる仕組みをわれわれはどれだ

け備えているのであろうか。企業はコーポレート・ガバナンスを追求して組織として

の自己確立に努力しているが、社会生活の安定のためにはより広範な領域での自治の

仕組みを工夫し、養い育てていくことが必要になる。「官治」の退却した後に無秩序

と暴力的な自己主張、最悪の場合には暴力そのものがまかり通るというのであれば、

安定した社会生活は望み得ないであろう。このように「官治」体制の見直しと並んで

社会の新しいガバナンスのための準備が必要であり、また、それを担う組織とそれを

支える国民の「参加し、公を担う」気持ちの覚醒が求められている。新しいガバナン

スとは、国家と社会の間に多次元的な相互関係が成立する形態である。統治を「官」

に独占させるのでなく、多元的なアクターが責任を持って参加し責任を共有する仕組

みである。英語では、新しいガバナンスを規定する用語として、co-steering、co-

managing、co-producing、co-allocating、co-guidanceなど、"co"がつく言葉が多い。

Commonとともに、「共通の」「共有の」あるいは「ともに」がキーワーズになってい

る。

ところで、「公」とは、公益（public interest）や公共性（publicness）であり、

その実現装置として設計されている「官」だけでなく、個人や団体といった「民」で

もその志と準備と能力があれば担うことができる。しかしこれまで日本では、「官」

は権力側、「民」は被権力側で棲み分け、「公」は「官」により独占される傾向が続

いてきた。「民」にはお上（かみ）意識や「官」への依存心があり、長らく官尊民卑

を受け入れてきた。しかし、いまや「官」と「民」とが協力するとともに、切磋琢磨

しながら、「公」を支えていくべき時代となった。その際、「民」は「官」のお墨付
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きを得てそうするのではなく、自由な参加の条件を享受すべきである。こうした形で

伝統的な「官」と「民」の棲み分け構造から脱却し、「民」が「公」を担い得るもの

として明確に位置づけるとともに、「公」を担うことを誇りとする土壌を作り出すこ

とが必要である。

   

２．社会のガバナンスを担う主体

社会が複雑化・高度化し、また個人の専門的技能の重要性が高まる中で、医師、公

認会計士、弁護士、科学者などの専門職集団の比重は大きくなっていく。専門職集団

は、社会が必要とする高度専門知識をそれぞれ独占的に装備しているため、閉鎖的で

相互排他的な傾向が強くなりがちであるが、社会的使命を持ち、その専門知識や技術

を一般市民の助けとなるように活かすことが望まれる。このためには、自律的な倫理

規範の策定と公表、サービスや活動についての情報開示、第三者評価の仕組みの導入、

監督官庁との過度の密着の是正などが必要である。

民法34条で規定された公益法人（社団法人、財団法人）、1998年3月に成立した「特

定非営利活動促進法」で新たに設立されるようになったＮＰＯ(非営利)法人、草の根

レベルの任意団体など、多くの団体が存在するが、これらがすべて「公」を担える団

体であるとは必ずしも限らない。しかし「公」を担う志を持つ団体は、「官」にはな

い視点と実行力を持つアクターとして評価し、またそのような状況を積極的につくる

ことが必要である。「公」を担うアクターとして活動できるような認知がやっと始ま

ったＮＰＯは、資金と人材においてまだ足場が弱い。いくら使命感と情熱があっても、

資金面で一定の安定がなければ組織の運営も人の手当もできない。全般的な政府活動

を支える税金だけでなく、ＮＰＯ活動を支える寄付が、「公」のコストと認知される

必要があるのではないだろうか。「官」のもとで強制的に徴収される「税」だけでな

く、ＮＰＯ活動を支えるために自発的に支援する「寄付」も、公共の利益を実現する

ための資金であることには変わりないのである。このためにも、ＮＰＯへの寄付金の

税制上の優遇措置を法制化し、これが広く公平に活用されるよう対策を講ずべきであ

る。また、公益法人は主務官庁の許可がなければ設立できないとされているが（民法

34条）、官の許可がなければ「公」を担えないという考え方は改められるべきであり、

民法34条の改正を検討する必要がある。

個人の「公」への参加として、例えば美術館、病院、学校など自分の関心分野に無

報酬でも評議員などとして参加することも一つの方法である。「公」に参加したいと

いう意識を持ちながら実際には参加ができない事態に対しては、ボランティア休暇の

制度化などを通してその障害を取り除くことが必要である。

このように新しい組織のみならず、古い組織や団体もその機能の転換を図り、自ら

社会的ガバナンスの担い手になることができる。労働組合もこうした方向を模索しつ
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つあるが、社会のガバナンスにおいてこれまで以上に注目されるのが地方と地方自治

体である。情報通信技術の飛躍的発達に伴い、情報や資本はネット上を飛び交い国境

すら容易に越えていくようになったが、サイバーな空間での活動の活発化やグローバ

リゼーションの進行は、コインの表裏のように、人間が実際に暮らす現実の地域空間

として「場所」「属地」の付加価値を高めることになる。時間や距離を瞬時に超える

情報通信技術にのまれてしまうのではなく、それを利用しながら、同時に、自然を身

近に感じ悠久の時の流れに身をおき「人間らしさ」を実感することは新しい豊かさの

証しである。

特に、少子高齢化は、これまで以上に地域社会の重要性を高めている。医療・保健・

福祉といった対人サービスは、サービスの受け手の側の視点を反映させることが効率

と効果を高めるために不可欠である。保育園、幼稚園、小学校、中学校は、地域社会

の核となる公共性の高い人づくり機関である。生活する場において、生活機能支援の

社会インフラ（ハード、ソフト）が整備され、安全性や快適性が確保されれば、そこ

に知識発信型の人が集まり、これが生産機能の磁場ともなる。

人に「近い」ところにネットを張るように公共空間の再構築をすることが地方分権

の趣旨である。第145回国会で成立した地方分権推進一括法によって、法的な枠組みは

できたものの、実際に地方自治体が地方政府となるには、いくつかのハードルを越え

なくてはならない。地方にそれだけの覚悟が求められる。まず、地方への財源配分の

適正化と地方の裁量権の確立を通しての税財政面での自己責任の確立である。地方政

府も、中央政府と同様、「公共性の実現のための一装置」であり、税をめぐる仕組み

やその使途に対する合理的な意識を確立することは民主主義システムの将来にとって

決定的に重要である。第二のハードルは、住民との生き生きとした関係の構築である。

しかし、現実には低い投票率に見られるように、地方政治の基盤は弱体化しつつある。

こうした中で、自治体と住民とが対等な主体として、例えば、高齢社会に必須のサー

ビスを連携しながら実現するといった協力関係がますます必要になる。

３．「参加」のための条件整備

「公」を担う責任と誇りをもったアクターには「公」の活動に参加する機会が確保

されなければならない。「公」の活動次元は、①政策形成、②決定過程、③執行、④

評価、に分けることができる。それぞれの次元において参加のチャンネルを確立する

必要がある。アクターの性格により、どの局面での参加を重視するかは異なってこよ

うが、それぞれの特性を活かしながら参加することが重要である。

参加を実質的なものにするには、何よりもまず判断の材料となる情報の開示が不可

欠である。情報公開は、「公」の活動のあり方を考える判断の材料の提供であり、「公」

を担う組織や団体の間で共有されるべきものである。そして、究極的にはそれを建設
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的な方向で活かすことがアクターの責務である。

新しいガバナンスは、国家と社会の間に多次元的な相互関係が成立する形態である。

多元的な主体が「公」に参加し活動する。システムを開放的とし、プロセスを透明的

にし、参加を促進することが必要であるが、無責任な参加は逆にシステムを麻痺させ

る。参加することに関心をもつこと、参加は責任を伴っていることを認識することは、

「公」を担うアクターの基本であるが、このようなアクターを輩出するためには、「公」

を担うことを誇りと思えるような土壌、それに一定の敬意を払う土壌を社会は備えな

ければならない。

このような新しいガバナンスを担う組織やアクターが成立し得るかどうかは、これ

まで「官」への依存のなかで安住と利益を与えられることに慣れてきた集団や組織が、

「官」から自律し自立した存在となれるかどうか、これまで「官」中心のシステムに

入らなかったために冷遇されてきた集団や組織がどのような形で参加し、「公」を担

い得るかが鍵となる。参加といえば強引な自己主張と同視されがちな印象からどの程

度自由になれるであろうか。「責任ある参加」とは、これらのアクターそれぞれに社

会的説明責任が相互に求められることと不可分の関係にある。

こうしたアクターのあり方を決定づけるのは個人と組織との関係であるが、究極的

に両者の関係を律するのは個人のあり方である。例えば、組織のなかに個人が完全に

埋没している状況においては、たこつぼ型排他主義が助長され、個人は「公」を担う

責任も誇りも持てない。「公」の刷新と「個」の確立とはメダルの両面であり、この

ためには、個人が所属する集団に自分を預けてしまうのでなく、所属集団との関係の

度合いが選択できるようにならなければならない。また複数の集団に所属することも

必要である。この場合、集団により関係の度合いが異なることになり、社会関係の多

重化と多様化が進むことになる。

これにより、たこつぼ型排他主義が払拭され、新規参入や離脱が開放的で複数の可

能性を提供できる社会となる。メンバーが集団との関係を自由に選べ、複数の集団を

行き来することで、強要もされなければ孤立もしない柔軟性を装備するシステムが現

われる。こうした社会状態こそ新しいガバナンスの基盤になるのである。

「参加し、公を担う」という社会的な活力は、それぞれの主体が、強制されること

なく自分の選択で、使命感と情熱を持って活動をするところに生まれる。判断の材料

としての知識・情報、実際に仕事をするときの技術・手法、「公」を担う誇り、全体

を見渡す視野の広さと洞察力、錆びない感性、これらを連結させるのが使命感と情熱

である。

責任ある参加により「公」を担うためには多くの自己教育、啓発が欠かせない。そ

して、選択や判断の材料となる知識・教養を個人が装備するために、全国的に教育の

機会と質を高める必要がある。「公」の概念を社会に根付かせ、「公」を担う人材を

育てるにも教育が果たす役割は大きい。さらに、「政」「官」「学」「財」の間の流
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動性を高め、人材が働く場を広げていくことは、社会的な活力を高める上で欠かせな

い。

こうした「参加し、公を担う」複雑な活動に求められるルールとして「法の支配」

の原則がある。統治という発想が行政的決定・裁量に傾斜した垂直的社会関係を前提

としていたとすれば、新しいガバナンスはより水平的な関係を前提にしている。言う

までもなく、水平的な関係を前提にしながら問題を解決し、解答を出していくことは

より複雑な手続きと工夫を必要とする。そこで欠かせないのは「法の支配」という原

則の貫徹であり、それに従事する法曹集団の社会的役割はかつてとは比較にならない

程、大きなものになることが予想される。司法による紛争解決能力の向上のみならず、

社会的ガバナンスをめぐる諸活動においてルールを確保する上でも、法曹集団は格別

の役割を持っていることを確認する必要がある。

Ⅳ．中央政府の役割と国民 ー 21世紀型ガバナンス

１．パターナリズムからの脱却

日本では国家という言葉には大別して二つの意味がある。第一は、「大きな共同体」

としての国家という意味である。これは個人を起点にして様々な共同体を順次拡大し

ていった場合に行き着く先としての「大きな共同体」を意味する。第二は、「公共性

の実現のための一装置」としての国家である。具体的には、中央政府がそれに該当す

る。そして、第二の意味での国家（中央政府）は第一の意味での国家のあくまでも一

部分であり、その中の一つの機能を担う、一つの装置にとどまる。前節で論じたよう

に、中央政府はもはや「公」を独占すべき立場にはなくなった。その意味で、先に述

べた国家の二つの意味を無反省に混同し、重ね合わせ、中央政府に巨大で独占的な権

威を認めるという時代は終わった。もちろん、国際関係において中央政府はなお重要

な役割を果たしているが、国内的には「公」を間にはさんで「自立した個人」と中央

政府がどのように関係すべきか、中央政府が「公共性の実現のための一装置」として

の役割を十分に果たしているかどうかが、これからの基本的なテーマである。したが

って、中央政府に対して過大な依存心を持ち、子供が親に頼るようなパターナリズム

からの脱却は避けて通れない。

政策決定プロセスに対する国民の関心を高めるとともに、「公共性の実現のための

一装置としての中央政府」ということを真に実現していくためには、特に、税に対す

る意識を根本から転換していくことが求められる。

「公共性の実現のための一装置」ということの実質的な意味は、結局は税がどのよ

うな形で国民から徴収され、それが何にどう使われるか、ということに尽きるのであ

り、税をめぐる仕組みやその使途に対する国民の意識こそが、民主主義というシステ

ムの根幹をなすのである。言い換えれば、税金とは、一定のコンセンサスの上で公共
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性を実現するための手段として、あるいは払った見返りを国民が（たとえば福祉サ－

ビス等の）サ－ビスとして直接に受けるためにあるものであり、それをどう支払い、

使途を定め、その適正な使用をチェックするかは最終的に国民の判断にかかっている。

その意味で、民主政治は税を媒介にした集団的自己責任の仕組みとも考えられる。

したがって、「税金はいつの間にかとられ、一旦とられるとその先のことは皆目分

からない」といった税に対する国民の意識そのものの変革が求められているとともに、

国民の税に対する関心を希薄化させているような制度的背景については、必要な改革

を行っていく必要がある。この中には、源泉徴収の仕組みや申告制の見直し、税の使

途の決定プロセスや事後的チェックに関する情報開示やアカウンタビリティ（説明責

任）の強化などが含まれよう。

また、税制そのものの公平性を率直に議論することは極めて重要である。例えば、

「公」を広く分担するという観点からして、課税最低限の引き下げやよりフラットな

税制の導入の是非、「公」を担う方法の選択の幅を広げるという観点からして、寄付

に対する免税の拡大などの争点が取り上げられるべきであろう。

２．中央政府の役割

先ほど指摘した「公共性の実現のための一装置としての国家」という理解に立った

上で、中央政府が内政において果たすべき基本的役割ないし機能は、大きく次の3つに

整理できると思われる 。

第一は、明確な法的ルールの設定とその確固たる遵守に向けた活動である。国民の

ニーズが多様化し、国境の垣根が低くなる中で、暗黙の社会的合意を当てにすること

は困難となり、全ての紛争は法によって基本的に処理されるべきものとなっている。

この法化現象に対応できる十分な立法および司法（準司法機関を含む）の能力こそ、

中央政府への信頼性を維持する上で不可欠の要素である。「政治主導」と司法制度の

改革とは、こうした政府の役割との関係で十分な成果をあげることが期待されている。

第二は、広く市場の働きを補完し、公平性を実現する機能である。市場は決して万能

ではなく、またそれは基本的に私的な利益の追求をベ－スとするものであってそれ自

体が直接に公共性を実現するためのものではないから、様々なかたちでの中央政府の

役割が求められる。まさに「公共性の実現のための装置としての国家」の役割である。

第三に、国民生活の安全がおびやかされる大きな災害や事故、その他の危機に対し、

迅速に対応し解決を図る機能が考えられる。いわゆる危機管理的機能を十分に果たす

ことは、中央政府の存在理由の一つであり続けるであろう。

これらのうち、市場の補完作用はいわゆる「市場の失敗」を是正し市場を補完する

ための施策であり、この中には、公共財（その便益が不特定多数に及ぶがゆえに市場

では提供されにくい財やサ－ビス）の提供や、独占禁止を通じた競争の維持といった
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内容が含まれる。また、生命科学など21世紀におけるリ－ディング・インダストリ－

を切り拓くことが予想される科学技術分野については、基礎研究を中心とする大胆な

支援策を行うことも含まれる。

一方、市場は「効率性」の実現にとっては有効なシステムであるが、それが「公平

性（ないし平等）」を実現する保障はない。ここで中央政府の役割として重要となる

のが「公平性の実現」のための種々の政策である。これは実質的に所得の再分配を中

心とする施策であり、各種税制はもちろんのこと、特にこれからの少子・高齢社会に

おいては、医療、年金、福祉などにわたる社会保障制度がとりわけ大きな意味を持っ

ている。また、こうした公平性の実現のための施策は、言い換えると個人が自由な活

動を行っていく場合の「セーフティーネット」や中央・地方を通したナショナル・ミ

ニマムを確保する、という意味を持っている。これに対し、経済活動への規制や直接

的介入はむしろ例外的なものになっていくと考えられる。

なお、以上のうち、第二の役割（公平性の実現）を考えていく場合、当然のことな

がら、では何をもって「公平」と考えるのか、公平性の基準は何か、ということが大

きなテ－マとなる。「公平性」ないし平等の意味内容については、「機会の平等」と

「結果の平等」という整理の仕方があり、また、最終的には個々人の価値観に関わる

問題であって、絶対に「正しい」答えがある、という性格の問題では必ずしもない。

しかしながら、少なくとも各個人が均等な条件の下で経済活動や社会的な活動に参加

できる――競技にたとえれば、同じスタ－トラインに立つことができる――ような状

態を実現するということは重要である。したがって、現在の日本社会においてこうし

た「機会の平等」がきちんと保障されているかを検証し、その十分な実現のための施

策を行っていくことが重要と思われる。

３．政策決定プロセスの見直し ー アカウンタビリティの確立

財政基盤なしには政策はおよそ成り立たない。中央政府は諸々の政策決定に先立っ

て財政のあり方に責任を持たなければならないが、21世紀においては何よりもまず財

政をめぐる諸々の制度の改革が必要である。それは、財政赤字統制のためのルールの

設定、公会計制度におけるバランスシートの導入と公表、政策評価の予算へのフィー

ドバック、単年度主義の弊害の除去、政策投融資のあり方と郵貯の取扱いなど多岐に

わたる。これらは官僚制を中心としてきたこれまでの仕組みが先送りにしてきた諸問

題であり、「政治主導」が他に優先してその成果を上げなければならない問題群であ

る。ところで、政策決定プロセスをその機能に着目して見ると、それは主に、（ア）

企画立案・調査機能、（イ）利害調整機能という二つの機能から成り立っているもの

と考えられる。（ア）は、一定の公共的な目的を実現するための何らかの政策を企画

し、そのために必要となる法制度や予算上の措置などを考え、またその基礎となる事
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実関係などについての調査を行う機能である。（イ）は、そうした政策案を実際に制

度化ないし実現していくために、利害関係者や関連する主体の間での必要な調整を行

い、一定の合意を形成していく機能である。戦後日本の場合、これら（ア）及び（イ）

いずれの機能についても、中央官庁が中心的な役割を果たしてきた。（ア）について

は大半の法律案などは実質的に官庁が主導してつくられるものであったし、（イ）の

利害調整やコンセンサスづくりも業界団体との日常的なコミュニケ－ションや審議会

という場を通じて行われてきた。このような「官」中心の政策決定プロセスを根本的

に見直していく必要がある。

具体的には、第一に、まず立法部門ないし政治部門の政策立案機能の強化が何より

も重要である。とりわけ、今後の政策課題の中には、社会保障制度などのようにいわ

ば価値の選択そのもの（何をもって公平と考えるかなど）が問われる課題が多くなる

と考えられることから、こうした意味でも立法部門ないし政治部門の役割は重要とな

る。この場合、上記のような政策決定プロセスのうち利害調整機能はもちろんのこと、

企画立案・調査機能の面での抜本的な強化が必要であり、そのためには、議員の政策

研究スタッフの飛躍的な質的向上と増員、国会付属の調査機関の抜本的拡充、政党の

シンクタンク機能の強化など、政策面での人的インフラの整備を多面的に進める必要

がある。また、この中には、政治任命スタッフの大幅な登用（内閣や大臣のスタッフ

として）や各種スタッフへのインターン制の導入などが含まれることになる。

「政治主導」がこうしたインフラを整備した形で行われるようになったとしても、

政治には克服しなければならない課題がある。民主政治の一つの問題は、とかく目先

の思惑に支配され、長期的な政策課題を先送りしやすいという点にある。内閣や大臣

のポストが目まぐるしく変わるような現在の仕組みで果たしてこうした課題に取り組

むことができるのか、そのためにどのような仕組みを作るのか、なお多くの課題が残

されている。そして、「政治主導」が利益誘導型政治をますます甚だしくするのでは

ないかという国民の疑問に対しても、その抑制策を示すべきであろう。

第二に、こうした文脈においても大学や民間シンクタンクなどの役割は今後大きく

なっていく必要がある。これまで日本のアカデミズムは、概して理論研究を重視する

あまり、「政策研究（policy studies) 」という発想や志向が弱い傾向にあった。し

かしながら、社会の事象や対応されるべき問題がきわめて複雑化していく今後の成熟

社会においては、大学などにおける政策研究がきわめて重要であり、そのためには、

大学などの研究者による政策研究に対する公的支援が拡充されるべきであるとともに、

大学や民間シンクタンクなどと官庁（さらには上記のような立法部門に属する研究ス

タッフ）の間の恒常的な人事交流システムの制度化などが行われるべきであろう。こ

れは、官僚ないし公務員の終身雇用的なキャリア・パタ－ンそのものの見直しに通ず

る課題である。

第三に、今後は政策決定プロセスにおける「官」中心システムが根本的に改革され
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ていく必要があるが、中央政府に求められるのは、行政サービスの需要者である国民

のために自らの活動の透明性を高めることである。特に、公共事業をはじめとして、

公共政策立案のルールと手続きの透明性を高めることが必要である。そして、国民に

公共政策についての判断材料を積極的に提供し、情報公開を進めることを通して、ア

カウンタビリティ（説明責任）を強化することが引き続き大きな課題であることは言

うまでもない。

この場合、たとえばイギリスの政策決定プロセスにおけるパブリック・コンサルテ

－ションの仕組み（政府がまず「グリ－ン・ペ－パ－」といった形で政策案のタタキ

台を示した上で、それに対する意見を広く国民に問い、それを踏まえて「ホワイト・

ペ－パ－」といったより具体的な政策案をまとめていくという手法）のように、政策

決定プロセスにいかに国民の声を反映していくかという点についての立ち入った検討

が必要である。また、行政評価の公正な仕組み（外部評価を含む）を確立することは、

説明責任を十分に果たすために避けて通れない課題である。

繰り返すまでもなく、「公共政策」は「官」の独占物ではなく、またそこでの「政

策決定プロセス」の改革が重要であることは上記のとおりである。また、公共政策に

しっかりとした事実の把握と理論的裏付けを与えるための「政策研究」の重要性も大

きい。しかし、公共政策の行方を大きく左右するのは、結局は国民の態度である。国

民は「公｣を担う気概を示さなければならない。すなわち、現実にある制度をただ批判

するのみならず、何よりもまず、投票によってもっと政治に参加しなければならない。

また、陪審制や参審制といった問題についても積極的な態度を期待したいものである。

こうした国民の広範な関心を背景にして、様々な個人や団体が、自らが妥当と考える

公共政策を積極的に「提案、提言」していくという、建設的な方向が初めて実現され

ていくことになる。また、そのような議論の中で、制度改革や将来ビジョンについて

の新たな展望が開けていくものと考えられる。「公共政策」にこのような広範な主体

が責任を伴いつつ「参加」していくことのできる社会、21世紀型のガバナンスはこう

した理念の下に構想されていくべきである。

Ⅴ．おわりに ー 専門的人材の育成と新しい公平の観念

１．人材の流動性と活力ある社会

「活力を通して豊かさへ」という観点に立って考える時、鍵を握るものとして従来

の仕組みから一歩距離を置いて活動を繰り広げる有為な人材が浮かび上がってくる。

それはこれまでの組織のために働き、あるいは一生をそうした組織の中で送る人間の

姿とはかなり違ったものである。戦後日本社会に典型的に見られた大学（学校）を出

て、ある企業に就職し、終身雇用の中で一生を送るという人間の姿は、社会的な棲み

分けを前提にした単線型の社会生活と表裏一体のものであった。現実の日本社会は決
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して全てこのようなシステムによって覆われていたわけではなかったが、それが典型

として意識されていたことは、「就社」への最大の関門である大学（学校）の入学試

験への過剰なまでの関心に如実に現れていた。大学（学校）においてどのような能力

や知識を身につけたかが問われたのではなく、特定の大学や学校に入り、そこを「卒

業」することが関心の対象であった。そして、学校を出ると組織への帰属感や忠誠心

が最も重要な徳目とされた。この棲み分け的・丸抱え的仕組みにおいては、個々人の

専門的能力への問いかけは弱く、それを判断する側の体制も不十分なままであった。

さまざまな調査を見ると、このような組織と個人との関係は組織の側からも個人の

側からも変化を求められている。組織の側はより流動性の高い、柔軟な構造を求め、

個人の側は自らの専門的能力の陶冶とその認知に強い関心を持つようになっている。

また、そもそも学校を出れば「就社」できるという経済環境そのものが失われつつあ

る。これは21世紀において組織と個人との関係が単線的・棲み分け的なものから、か

なりの程度、複線的・横断的なものに変化することを予示している。これは社会全体

の活力が組織による個人の能力の巧みな活用によって可能になること、組織の側での

個人の能力を見抜く能力の育成が、個々人の能力の充実と並んで不可欠になりつつあ

ることを物語っている。

各国の盛衰にとって高等教育の質が決定的な重要性を持つことは今や世界の常識で

ある。日本の高等教育の問題点はそれが余りに就職のための機能に甘んじ、それ以外

に人材育成問題に触れる機会に乏しかったことにある。また、社会の側も大学を出る

学生の能力にほとんど関心を示すことなく、供給される素材の奪い合いに専ら関心を

向けてきた。これは人文社会系において特に著しい点であった。しかし、今や高等教

育機関は専門的人材の養成に積極的に貢献し、それを通して人材の社会的流動性を側

面から援助する重要な組織になりつつある。日本では産学の協力が叫ばれているが、

その眼目は特定の研究プロジェクトをめぐる共同研究といったものにとどまらず、何

よりも人材の社会的流動性を可能にするような仕組みを作ることにあるのである。

専門的能力は特定の領域についてのガバナンスの担い手になることと密接に関係し

ている。それは一定のルールを身につけ、特定の領域の問題を着実に処理していく能

力に他ならない。もちろん、同じ専門的能力の持主の間では熾烈な競争が繰り返され、

卓越した力量の有無が明らかになる。いずれにしろ、それは単線的・丸抱え的組織形

態を前提にした横並びとは大きく異なった世界――専門的能力の市場の成立――であ

る。さらには、個々の専門的能力の担い手の間での論争や緊張関係の高まりによって、

曖昧なままに放置されてきた事柄が見直されることも予想される。その結果として、

従来の社会の硬直した構造の限界がはっきりし、社会全体は徐々に変化を遂げること

になる。

しかし、社会全体が活力を実現するためには狭い専門的能力の持主のみならず、「富

を創り、富を活かす」ことや「参加し、公を担う」ことを視野に入れた、より使命感
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のある人材を必要とする。これらの人材は既存の棲み分け構造から自由に発想し、あ

るいは、現実を横断的に見直す知的・精神的エネルギ－によって支えられている。こ

うした人材は簡単に「創れる」ものではないが、従来の棲み分け的・単線的組織がこ

の点で余り成功しなかったことは大いに反省の必要がある。少なくとも、使命感と情

熱をもった人間の自由な発想と自己陶冶のために必要な環境を全国的に整備すること

は是非とも必要であって、ここでもまた、高等教育機関がどの程度役に立つかといっ

た問題もまた議論されなければならない。このような観点から、高等教育機関の役割

を見直し、その有効活用を図ることは21世紀の日本にとって極めて重要な課題である。

２．新しい公平の観念

20世紀は民主主義の世紀であり、人類史において人権尊重の原理が確立した世紀で

あった。21世紀はこれを引き継ぎ、さらに発展させていかなければならないことは言

うまでもない。ナショナル・ミニマムの実現とセーフティーネットの確保や充実は21

世紀においても追求されなければならない課題である。

人権尊重の原則が確立した社会はダイナミックであり、人々が進取の気性に富み、

挑戦を恐れない社会のはずである。しかし、権利や利益の尊重をひたすら受け身的に

のみとらえるならば、それは極めて現状維持的な社会につながり、ダイナミズムとは

無縁な横並び意識だけが残ることになりかねない。あるいは、他者の優れた能力や力

量を正当に評価することが下手な社会とならないとも限らない。こうした病弊は現在

の日本社会にとってもあながち無縁とはいえないであろう。人権尊重の原則をダイナ

ミックな社会や活力ある個性の尊重と結びつけていくことは、いつの場合にも国民に

求められる心構えである。

21世紀の日本は急速な高齢化という大きな挑戦を考えても分かるように、容易なら

ざる挑戦を幾つか乗り越えていかなければならない。そのことは煎じ詰めれば、各人

がこれまで以上にその能力と力量を十分に発揮し、社会全体のエネルギ－を高めなけ

ればならないということを意味する。従って、そうした社会的活力につながるような

挑戦に対して正当な評価を行い、それを使命感と情熱を持って達成しようとする人材

を大切にしなければならないことになる。正しく、それは20世紀に見られた棲み分け

と横並びの仕組みを守り、あるいはそこに安住することとは激しく衝突する側面を持

つ。そして、日本の20世紀と21世紀の分岐点は正にここにあるのである。

ここから公平の観念の再検討という大きな問題が出てくる。例えば、棲み分けと横

並び構造と分かちがたく結びついた公平の観念から横断的・改革的試みを消極的に評

価するような態度は当然に見直しを求められることになる。むしろ、社会に活力をも

たらすような先駆的挑戦を行うような人材、それに使命感と情熱を持って取り組む人

材が、それが経済の領域であれ、社会の各領域であれ、正当な敬意と尊敬の対象にな
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ることこそ新しい公平の観念にふさわしいのである。「富を創り、富を活かす」よう

な人材、「参加し、公を担う」人材は、中央政府や政治の領域で有益な貢献を行う人

材と並んで、社会的に評価されるべきものである。

21世紀の構想はこのように新しい公平の観念を国民が鍛えていくことによって初め

て現実のものとなる。これが社会の構造を動かし、社会の活力を生み出すきっかけに

なる。国民の思考を全く変えないでも社会が活性化することを期待するのは奇跡を期

待するようなものである。ここで一つの例示として具体的論点を投げかけるならば、

日本の社会の公平感を公式的に示している現在の叙勲制度を国民はどう考えるべきか

という問題がある。それが社会の活力を生み出すように機能しているのであろうか。

むしろ、人材の流動化を妨げ、世代の交代を遅らせ、「官治」体制の遺産の面が目立

つのではないか。そうだとすれば、例えば、人にランキングをつける叙位制度だけで

も見直すという勇気と決断が必要である。


