新会長
日本経済は大きな節目を
迎えている

ンスフォーメーション
（デジタル革命）
とい

日本のみならず、世界全体がデジタルトラ

す。

ると考え、全力を尽くしたいと思っていま

力強く推進していくことが、私の役割であ

流れを常に念頭に置きながら活動してきま

Society 5.0

中西会長は副会長として、デジタルテクノ

実現に取り組んでまいりました。この間、

日本」を目指し、デフレ脱却、経済再生の

については、ご指摘のとお
た、 Society 5.0
り成長戦略の中核に位置付けられるなど、

一定の成果は挙がったと考えています。ま

これは大原則ですね。しかし個社ではでき

イノベーションの主役は民間企業です。

いった重要政策課題に取り組んできた結果、 が、まさにイノベーションの推進、その先

持続的な経済成長を果たす重要な鍵

ロジーとデータの高度な活用により社会

そのコンセプトは明確化しつつあり、具体

資するものとして、政府の「ＳＤＧｓアク

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に

でしょう。

至っていません。これは認めざるを得ない

実際の経済力、成長力に直結するまでには

の目指す大きなゴールを共有
Society 5.0
したうえで、社会実装、本格稼働に向けた

し か し、 機 は 熟 し た と 見 て い ま す。

ションプラン２０１８」にも定められまし
は今や日本が国を挙げて
た。 Society 5.0
目指すべき社会となっているわけですが、
今後、経団連会長として、どのような取り

組みを進めるお考えか、お聞かせください。 ロードマップをつくり、広く世界に展開し
今、日本の経済社会は本当に大きな節目、 ていく局面に来ています。そのために、会
転換期を迎えていると思っています。いや、 員企業の力を結集し、経団連一丸となって

〈聞き手〉久保田政一 事務総長

との異なるところで、企業間
実現に向け国内外で活発な活動を展開し
こうしたことにより、世の中にかなり浸透
と Society 5.0
てこられました。その結果、
してきたと手応えを感じています。一方で、 での連携が重要になってきます。さらに、
Society
5.0
は政府の成長戦略の要となり、また国連の
現時点では、社会実装完了とまではいえず、 産学官が有機的に連携できるようにしなけ

の実現にあるということ
の Society 5.0
ですね。

課題を解決し、人類がより豊かになる未来

─

イノベーションの推進と

う非常に重要な局面にあるのです。副会長
の 年間は、そのような世界全体の大きな

から伺いたいと思います。経団連は、榊原
した。

はじめに、会長就任にあたっての抱負

Hiroaki Nakanishi, Chairman

的なプロジェクトの提案もなされています。 ないところが、従来の研究開発、技術開発

経団連として、デフレ脱却、経済再生と

前会長のもとで、イノベーションとグロー

─

目指すべき未来の経済社会
：Society 5.0

」と位置付け、その
の姿を「 Society 5.0

バリゼーションによる「 豊かで活力ある

中西 宏明
会長

36
37

4

Interview

IoT、ＡＩ、ビッグデータを活用したスマー
ト農業により⾷糧⽣産を増⼤
最先端のバイオテクノロジーを用い⽣産され
IoT、ＡＩ、ビッグデータを活用した
IoT、ＡＩ、ビッグデータを活用した
スマー
スマー
たスマートフードにより栄養状態を改善
多種多様なモニタリングデータ
たた
スマートフード
スマートフード
により栄養状態を改善
により栄養状態を改善
を組み合わせ、感染症予防のた
めの早期警戒システムを開発

最先端のバイオテクノロジーを用い⽣産され
最先端のバイオテクノロジーを用い⽣産され
どのモニタリングおよびマネジメント
どのモニタリングおよびマネジメント
に、
に、
リモートセンシング・データや、
リモートセンシング・データや、
海洋観測データ
海洋観測データ
を活用
を活用

ト農業
ト農業
により⾷糧⽣産を増⼤
により⾷糧⽣産を増⼤

最先端の技術を活用しための
めの
早期警戒システム
早期警戒システム
を開発
を開発
eラーニングシステムを
用いることで、地球上の誰
もが高品質の教育を手頃な
価格で享受可能に

多種多様なモニタリングデータ
多種多様なモニタリングデータ
を組み合わせ、感染症予防のた
を組み合わせ、感染症予防のた
スーパーコンピューター
を用いて、気象観測
データの解析に基づくシ
ミュレーションにより、
気候変動問題を解決

インターネットを通じた教育や
eラーニングシステム
をを
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用いることで、地球上の誰
ICTを活用して⼥性に起業の機
もが高品質の教育を手頃な
もが高品質の教育を手頃な
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最先端の技術を活用した
最先端の技術を活用した

スーパーコンピューター
スーパーコンピューター
をを用用いいてて、、気気象象観観測測
データ
データ
の解析に基づくシ
の解析に基づくシ
利便性、安全性、経済性を
ミュレーションにより、
ミュレーションにより、
両⽴させたスマートな都市
を創出
気候変動問題を解決
気候変動問題を解決

価格で享受可能に
価格で享受可能に

産業界、学術界、その他のス
テークホルダーを結びつけるこ
とで、グローバルなイノベー
ションエコシステムを構築

スマートグリッドシステムの構築による
持続可能な電⼒需給の管理
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スマートグリッドシステム
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の構築による
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インフラの構築と持続可能な産業化を促進

持続可能な電⼒需給の管理
持続可能な電⼒需給の管理

エコシステムは実現し

れば、
イノベーション・
て、 つの大きな「波」にしていくような、

をやっても意味がありません。知恵を集め

は新しいものを生み出
せない時代になってく
るなかで、経団連にも
さらに大きな役割が期

読 者 の 理 解 を さ ら に 深 め る た め に、

も、経団連の仕事だと考えています。

─
の具体像について、もう少し
Society 5.0
お話しいただけますか。
の議論の出発点は「第 次産
Society 5.0
業 革 命 」 で す。 Ｉ ｏ Ｔ（ Internet of
）
、ビッグデータ、ＡＩ、ロボット
Things
などの技術によって、製造業に大きな革新

待されています。
対して政策を提言し、
が起こると言われ始めました。これを受け

そうなると、政府に
その実現を図るという
て、 ド イ ツ が 国 家 プ ロ ジ ェ ク ト と し て

エコシステムの構築を
経団連のミッションと

との連携も始めていま

けません。ベンチャー

判しているだけではい

ます。大学の現状を批

のです。

ビジネスにつなげていく、という考え方な

かりとらえ、これを解決するだけでなく、

としている点です。まず、社会課題をしっ

は、経済成長
す。異なるのは、 Society 5.0
と社会課題解決の両立を図ることができる

して明確に定義し、推

すが、まだまだ不十分

進していく必要があり

です。会員企業それぞ

例えば、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナン

いえます。新しい価値を生み出すためのリ

し、対処の方向性はほぼ見えているとも

あらゆるものがネットワークにつながる

ス）投資は、かなり一般的になってきまし

スクマネジメントとして、官民連携のもと

ていくことです。と言いますのも、その背

た。これをもっと進めて、
「社会課題の解

国を挙げた迅速な対応が求められていま

社会では、サイバー攻撃によって深刻なダ

決を目的としている企業に投資をしよう」

す。
一方、プライバシーやデータ移転といっ
たルールの問題は、方向性が見えにくいと

の処理や越境移転に関し厳格なルールを

ころがあります。たとえばＥＵはＧＤＰＲ

「企業行動憲章」の改
の生き方を変えることにもなるでしょうし、 が来ている。今回、

定め、これをグローバルスタンダードにし

そうした投資家たちの声に耳を傾け、企

定にあたって、ＳＤＧｓが経団連の重要課

ようとしています。データ争奪の思惑も絡

（一般データ保護規則）
において個人データ

題と位置付けられたことは、非常に良いタ

産業や企業のあり方そのものも変わってく
るでしょう。ですから、単純、簡単なもの

んでおり、わが国としても戦略的にルール
中国のように自国の安全保障や政治体制

イミングだったと思っています。あとは、
ですね。

維持等と結び付けてデータの国外移転を
禁止するような国とどのように付き合って

ティについては、刻々と変化する攻撃に即

非常に重い課題です。サイバーセキュリ

です。

ったなし。経団連としても注力すべき課題

論はまさにこれからが正念場で、しかも待

になってきます。こうしたルール形成の議

応し、対処していかなければなりません。

ます。

─

を推進していくうえで、
Society 5.0
サイバーセキュリティ、法制度や社会受容

いくかについては、全く違った発想が必要

ではありません。
「 一緒につくっていく 」
というところが、とても重要だと思ってい
ます。

─

は社会課題解決に貢献
Society 5.0
し、ＳＤＧｓの達成にも通じるとの考えを

反映させるかたちで、経団連は「企業行動
憲章」の改定を行いました。
いちばん大切なことは、各企業が掲げて
いるターゲットが、自社の持続可能な成長
戦略に合っている、という雰囲気をつくっ

の問題など、克服すべき課題もあると思い

形成に関与していく必要があります。また

業がいま一度、自社の成長戦略を見直す時

ますから。

「ＳＤＧｓ投資」という言葉も使われてい

という動きが出てくるはずです。すでに

景として、社会が企業に求める役割が変わ

れが横並びに同じこと

は、よくわからない」とお
「 Society 5.0
っしゃる方もおられます。私に言わせれば、

と ド イ ツ の Industrie
日 本 の Society 5.0
とでは、重なる部分が多いのは確かで
4.0

」を打ち出したことは、ご
せん。
イノベーション・ 「 Industrie 4.0
存じのとおりです。

従来の活動では足りま

4

大学にしても、単独で

ません。企業にしても、 そうしたプロモーションをやっていくこと

1

メージを受けるリスクも高まります。しか

i-Construction
i-Construction
を活用し、レジリエントな
を活用し、レジリエントな

ってきています。

産産
業業
界界
、、
学学
術術
界界
、、
そそ
のの
他他
のの
スス
テークホルダーを結びつけるこ
テークホルダーを結びつけるこ
とで、
とで、
グローバルなイノベー
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を構築
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インターネットを通じた教育や
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地位を向上
地位を向上
ICTを活用して⼥性に起業の機
ICTを活用して⼥性に起業の機
会を提供
会を提供
インフラの構築と持続可能な産業化を促進

利便性、安全性、経済性を
利便性、安全性、経済性を
両⽴させた
両⽴させた
スマートな都市
スマートな都市
を創出
を創出
i-Constructionを活用し、レジリエントな

具体的な取り組みに落とし込んでいくこと

新しい社会をつくるということは、人々

り組んでいきます。

のために何をするか、というところから取

いえます。このようにゴールを共有し、そ

を目指す考え方との親和性が非常に高いと

「誰一人取り残さない」という新たな社会

いう意味では、国連が提唱するＳＤＧｓ、

っていくということだと思うのです。そう

緒に手を携えて、未知の新しい社会をつく

いる。
「わからない」からやるのです。一

あって、わかった時にはもう勝負がついて

もともと「わからない」から取り組むので

水質、森林、⼟地劣化、⽣物多様性な
どのモニタリングおよびマネジメント
に、リモートセンシング・データや、
海洋観測データを活用
水質、森林、⼟地劣化、⽣物多様性な
水質、森林、⼟地劣化、⽣物多様性な
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次に、グローバリゼーションの観点か

国際的なルールづくりの面で
イニシアティブを取るために

─
ら、お考えを伺いたいと思います。今のお
話とも関連しますが、反グローバリズムや
保護主義的な動きが衰えを見せず、世界情

なのです。
経団連としては、このような状況を前向
きにとらえ、日本企業がより積極的、活発

くか、どうやってネガティブなインパクト
を最小化していくか。そうした建設的な議
論を進めることが重要です。

─
とも関連して、国際的な
Society 5.0
ルールづくりにおいて日本がどれだけイニ

に事業を展開していくために、戦略的に経
済外交を展開していくべきだと考えていま
な課題です。

シアティブを取れるか、ということも大き
最近の保護主義やナショナリズムの

す。

─
国際的なルールのつくり方が変わってき

単純に「けしからん」と言っていても、
ダードを取るか、という議論が中心でした。

少し前は、どうやってデファクトスタン

台頭については、どのようにとらえていま

らちが明かないと思うのです。そのような
米国流は、民間がデファクトスタンダード

勢の不確実性が高まるなかで、ルールに基

排外的な主張の背景には、紛争や経済格差
をつくってしまう。一方、欧州流は、通信

ています。

グローバリゼーションは、従来の「国際
の問題などがあるわけですから。トランプ
が典型的ですが、率先して国際規格を整備

すか。

化」とは、まったく質が異なるものだと思
大統領が主張する貿易不均衡の問題にして
するというもの。つまり、民間主導で技術

づく自由で開かれた国際経済秩序の維持・

います。まず、企業活動そのものが、ボー
も、単純にフェアだ、アンフェアだとかい
が優れている方が勝つ、政府間の取引のな

強化に向けて、経団連はどのような活動を

ダーレスになっていく。製造業でいえば、
う話ではない。

得ないわけで、それを前提として経営戦略

こに売るのか、すべてが多国籍化せざるを
はりそれは違うでしょう」と声高に粘り強

ている根本的な問題に対処しながら、
「や

保護主義、ナショナリズムの原因となっ

しが見え始めています。

新しい国際ルールの決まり方が定着する兆

です。しかし現在はそのどちらでもない、

かで決めていく、このいずれかであったの

展開していくべきでしょうか。

どこから材料を調達し、どこでつくり、ど

を構築しなければなりません。
く主張していく必要があります。

正面から向き合うほかない、目の前の現実

き／嫌いといった次元ではなく、今ここで

化は、阻止する／しない、賛成／反対、好

流れは変えようがないのです。グローバル

ましたが、もう実態としてそうなっている。

ういうことですよね」と言い換えるような、 研究者は全体の 割。非常にダイバーシテ

まなデメリットを、どのように解決してい

なる。グローバル化によって生じるさまざ

理に止めようとするから、おかしなことに

もはや止めようがない現実です。それを無

今申しあげたように、グローバル化は、

に今後なっていくのでしょう。例えば、世

て決めていってしまう。そういう決まり方

したいと思っている人たちが、仲間を募っ

に関連するようなデジタ
特に Society 5.0
ルエコノミーの話は、ある事柄をルール化

しなければならない、という言い方をし

界経済フォーラムは、実態として今、そう
いうルールづくりの場になりつつあります。 ディベート力も必要です。

ィのある環境になっています。
日本の主要な経済パートナーとの関

でした。また、国際舞台での議論において、 係強化に向けては、今後、どのような取り

─

いないのが、国連、ＷＴＯといった国際機

数年前までは、中国流のスタンダードをゴ

まず米国ですが、榊原会長時代に、付き

中国は従来、言語の問題では日本と同列

関です。それぞれの国が自国のルールをゴ

リ押しするようなところがありました。と

合い方を大幅に変えて、米国事務所を再開

その一方で、本来の役割を果たしきれて

リ押しするから、何も決まらない。このま

ころが徐々に「これではダメだ」と気づき

し、対話の頻度を上げるとともに、州政府
方向性を堅持していきたいと思っています。
国における活動を連携させるなど、対米民

自国の主張を反映させる素地をつくってい

て、英語で議論できるような人材を養成し、 との対話を進めてきました。今後も、この

組みを進めようとお考えですか。

まで良いのか、今後の国際機関の大きな課

始め、たくさんの優秀な人材を米国へ送っ

そうした場で、日本が発言力を持つた

題でもあります。

─
めには、何が必要でしょうか。

こうしたグローバルなルールづくりの変

間交流のネットワークをいかに広げていく

経団連ミッションの成果に、会員企業の米

分はこうしたい」ということを声高に主張

化に対処するには、経団連だけではなく、

かが、課題となるでしょう。

ったわけです。

しなければいけません。しかし、このカル

国としてしっかり戦略を持つ必要がありま

まずは、
そうした場に入っていって、
「自

チャーは日本に不利です。まず、言語の問

す。まずは、若い世代の教育、トレーニン

も、すべて英語です。研究者の賃金は、欧

れに横断的に取り組んでいる。講義も研究

ありません。面白い研究課題があれば、そ

た。まず、大学には「学科」というものが

が、すべて改善されているとまで感じまし

です。日本のアカデミズムのボトルネック

院大学の取り組みは、非常に興味深かった

その点、先日訪問した沖縄科学技術大学

な付き合い方をどうするか、できるだけ早

それで意識は変わりますよ。中国との新た

を運び、直に現在の中国を見ることです。

ばなりません。とにかく一度でも中国に足

進んでいる」という意識は、払拭しなけれ

直す必要があります。少なくとも「日本が

化の取り組みをいま一度見直し、組み立て

仕組みなどにもっと注意を払って、関係強

なったりする。中国の政治、経済、文化の

少し大変だなと思っているのは中国です。

題がある。また、自分が主張するだけでな

グにきちんと取り組まなければなりません。 日中関係は、急に冷え込んだり、友好的に

米の研究機関との比較で決められ、日本人
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く、
「あなたの言っているのは、結局、こ

世界経済フォーラムに出席する
中西会長

いと思っています。

く経団連でブレーンストーミングをやりた
し、規制改革 つをとっても、もう少し大

ていくかは、今後も非常に重要です。しか
のなかでも、具体的に政府にどこをどうし

府に丸投げするだけではいけない。私たち

いまだに文化圏による大きな違いがある。
ます。

て、改革要望・提言をまとめる必要があり

欧州は、 つだと思わない方がよいです。 きなビジョン、全体的なシナリオに基づい
進めていくのか、いま一度、議論する必要

てもらって、財政の立て直しをどのように

イツとフランスの見解が異なるようなこと
革要望をリスト化し、その実現に努めてき

経団連では、これまで会員企業の規制改
ていきたいと考えています。ただし、ゆっ

きれておらず、もっと検証し、議論を深め

同じなので、対話は難しくない。対話のチ

法治主義といった価値観は基本的に日本と
％実現したといっても、それで経済がどれ

けられていない。これを ％実現した、

残念ながら全体のシナリオのなかに位置付

─

社会保障、あるいは地方創生について

は、いかがでしょうか。
重要なのは、ヘルスケア、介護でしょう。
時代
経団連でも、今年 月に「 Society 5.0
のヘルスケア」という提言をまとめていま

ほど活性化したのかといえば、要望した会
員企業もそれに応えた政府もともに実感が
すが、そのような具体的、建設的な議論を

可能性確保、地方創生などさまざまな重要

健全化とその鍵となる社会保障制度の持続
という意見も、よく耳にしますし、私も、

済界として、もっと声高に主張するべきだ

また、財政健全化は大きな挑戦です。経
のなかに埋まっています。特
が Society 5.0
に農業、林業、観光といった分野に期待が

地方創生については、実はたくさんの種

てはいけないと思っています。もちろん、

というところから、もう一歩進化させなく

し、それがどれだけ政策として結実したか、

する方が多数派です。しかし、ではどう実

団連のなかでも、財政健全化を重要課題と

な議論をしなければならないでしょう。経

これは、正直に言って、もう一度、大き

いうことを考えていく必要があります。

の成長の原動力としてつくっていくか、と

く育て、地方創生の柱、ひいては日本全体

にしている産業を、どうやって一緒に大き

けでは解決になりません。従来地方が大切

工場を誘致して活性化する、という手法だ

従来のルールで成長のボトルネックとなっ
現していくのかといったときに、すべて政

政策では解決できないと思っています。

ているものに対して、いかにこれを解消し

たいですね。

うに議論していくべきなのか、ものすごく

が変わらざるを得ないということをどのよ

─
関係していますね。

左右する問題です。さまざまなファクター

はないと思っています。国の将来を大きく

はかなり深刻な問題で、正直、そう簡単で

正面から議論するべきなのかどうか、難し

界の立場というものが見え隠れします。真

ンバーの方々から、やはり個社の立場、業

経団連で議論すると、参画されているメ

座右の銘というほどのものではありませ

おありでしたら、教えてください。

いただくために、座右の銘のようなものが

重い課題であると認識しています。

を考慮しながら、総合的に判断する必要が

いところがある。とはいえ、経済界全体と

んが、昔から自分でも心がけてきたし、子

どうやって人口減少に歯止めをかけるか

ありますし、検討、議論の過程から国民に

しては重要な課題であるし、私たち自身が

どもたちにも伝えてきたこととして、
「や

最後に、新会長のことを身近に感じて

よく見えるようにしていかなければ、コン

抵抗勢力になってはいけない。ここのとら

らなければいけないことは、やりたいこと

─

センサスが得られません。ただ、おっしゃ

え方が、私のなかでまだ固まっておらず、

地方勤務の社員の方が、結婚する年齢も早

後、業界団体の考え、意見をどのように吸

また、経団連活動を進めていくうえで今

き詰めていくと、
「なんだ、けっこう面白

ことでも、結局はやらなきゃいけないわけ

は would
にせよ」ということです。
「 should
勉強にせよ、仕事にせよ、大抵、面倒な

にせよ」ということはありますね。つまり、

較的子育てがしやすい面があるでしょうし、 い上げていくかという問題意識を持ってい

いし、子どももたくさんいます。地方は比

に向け
ます。と申しますのも、 Society 5.0
て産業構造が変わっていくなかで、業界団

いじゃないか」と思えるようになる。であ

営課題として考えてもらわざるを得ません
が、経団連としては、
「日本の競争力がど

─

私たち事務局も中西会長が少しでも

これをモットーにしてきました。

ョイできるまでやってみようではないかと。

るならば、初めから面倒なことでもエンジ

です。それで渋々ある程度のところまで突

のだと思います。そうしたこともより詳細

体に求められることは何か。ここも大事な

個人の生活としてはハッピーで充実できる
に分析しながら、原点から考え直す必要が

ところです。

今後の産業構造の変化に
いかに対応するか

エンジョイして仕事に取り組めるよう努力
ました。

こにあるのか」というところに価値基準を

では、これまでのお話を踏まえ、会員

思っています。そのことはご理解いただき

してまいります。本日はありがとうござい
を目標としたとき、産業構造
Society 5.0

企業に向けてメッセージをいただけますか。 置いて、議論していかなければいけないと

─

最終的には、おのおのの業界、企業に経

あるでしょう。

有効かもしれません。例えば、当社の場合、 虚心坦懐に議論をしたいところです。

るとおり、地方創生というアプローチは、

難題にはエンジョイして
取り組む

地方創生と人口減少の問題は、密接に

経済界からさまざまな改革の要望を提言

政策について、政府と連携し、解決を図る

進めたいと思っています。

3

集まっています。これまでのような地方に

が非常に大きな課題だと思うのです。

持てていないのではないでしょうか。そこ

40

このままでは国が危うい、リフレ一辺倒の

また、中西経団連には税制改革、財政

重要政策の実現に向けて

しょう。

ャンネルを、どれだけつくれるかが課題で

もしれませんね。しかし、社会システムや、 ました。それはそれで重要だと思いますが、 くりはしていられません。

もあります。だからこそＥＵが必要なのか

があります。現時点ではまだ考えを集約し

国際舞台でのやりとりのなかで、例えばド

1

ことも求められています。

─
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