アライアンス・フォーラム財団 代表理事、内閣府参与

原 丈 人
内在する価値を発掘して育てる
ベンチャー投資は考古学と同じ

「公益」の観点に基づく投資が
日本を「希望の国」へ導く

社会資本整備と公物管理を担う私たちには、現代社会の実情と課題を見通す視野と、課題解

決に向けた判断力、行動力が求められている。そのためには、専門分野の技術だけにとらわ

れず、経済や社会の分野へと広く目を向ける姿勢が欠かせない。今号から６回にわたり、各

談

第105代土木学会会長

大石 久和

界の第一人者をお迎えし、大石会長との対談の模様をお届けする。

いらっしゃる。私は、昨今の日本に、

対

大石

土木を「公益」の視点でとらえる考え

初めてお目にかかります。私

は原さんの近著『「公益」資本主義〜

がなくなったことを憂いており、これ

─

英米型資本主義の終焉〜』を読んで目

をきちんと取り戻したいと思っていま
した。
それで、原さんの「公益に資する」
という考え方はまさにわれわれ、土木

2
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京都大学大学院工学研究科修士課程修了後、建設省（現・国土交通
省）入省。道路局長、国土交通省技監を歴任。退官後、国土技術研究
センター理事長を経て、現在、全日本建設技術協会会長。
「国土に働
きかけることによってはじめて国土は恵みを返してくれる」を主題
とする「国土学」を提唱。道の駅制度化の推進者でもある。

原 丈人

から鱗が落ちる思いがしました。
原さんは、世界を席巻している「株
主資本主義」に代わる資本主義の在り
方として「公益資本主義」を提唱して

大石 久和

スタンフォード大学経営学大学院、同工学部大学院を修了後、ICT 分
野で新技術を創出する企業の育成と経営に注力し、シリコンバレーを
代表するベンチャーキャピタリストとなる。新技術を用いた新興国の
支援を始め、幅広い分野で積極的な提言活動を行っている。国連政府
間機関特命全権大使、政府税制調査会特別委員、財務省参与を歴任。

※土木学会のウェブサイトで、この対談の動画とテキストを配信しています。
http://ohishi.doboku-ch.jp/

対談

1979年から 年間、
スタンフォー

ジネススクールやウォールストリート

の投資家たちの論理は、絶対におかし

とに驚き、
「いつ誰が何のために、どう

ド大学のビジネススクールに通った

い」と確信するようになりました。

の人間にも大変参考になる、ぜひお会
やってつくったのか」という疑問が頭

後、工学部大学院へ移籍して在学中に

大石

いしたい、と考えたのです。
を離れなくなりました。帰国後に、こ

起業し、この会社で得た自己資金を元

本主義の考えを持っていたのでしょう

なる。同じ数値を出すなら、利益を大

昇させることが経営の最優先事項に

ROE（自己資本利益率）の数値を上

主を主体にすれば、株価を左右する

指図も受けずに研究を続けました。私

は、貿易などの事業で稼ぎ、誰からの

跡を発見した考古学者シュリーマン

膨大な資金が必要です。トロイアの遺

しかし、考古学研究の発掘調査には

は、見捨てられた遺跡から過去の遺物

てていくベンチャーキャピタルの仕事

ない新しい技術を発掘し、ゼロから育

う思いません。誰も価値に気づいてい

見えるかもしれませんが、私自身はそ

考古学からはずいぶん離れたように

たこと。もう一つは、資本主義の対極

級が非常に豊かで、社会が安定してい

り、一つは富がうまく分布し、中産階

せんでした。それには二つ理由があ

る説はありましたが、主流ではありま

原

原

きくするより資産を小さくするほうが

もそんなふうに自立したいと、英語と

を発掘し、人類の遺産として残す考古

として社会主義が存在していたことで

か。それとも、時代とともに変化して

簡単なので、人件費や技術開発投資が

ビジネスのやり方を学ぶためにアメリ

学の仕事と同じだと思っています。

昔から株主資本主義を追求す

い面も同時に増大してしまったので

義を抑制するものがなくなり、その悪

す。ソビエト連邦が崩壊すると資本主

─

そうなったのでしょうか。

削られる。ROE を絶対視すると、長

カへ渡ったのです。

どやらないほうがよい、ということに

おっしゃるとおりです。原

なってしまいます。

─

大石

す。

のだから、経営陣はできるだけ短期間

新自由主義が台頭してきたことも大き

大石

さんは、シリコンバレーで自らベン
大石

で時価総額の最大化を達成するべき

いでしょう。

フリードマンを代表とする

チャーを経営したり、出資したりして

ル出身の原さんが、資本主義に「公益」

だ」と言うのです。ビジネススクール

原
─

─

こられ、今は新技術を用いた新興国支

の考えを持ち込むに至ったのはどうし

でもこうしたことは聞いており、何か

アメリカのビジネススクー

援なども手掛けておられます。どのよ

てですか。

変だとは思っていましたが、実際に言

生でした（笑）。ただ、私は彼の説を信

ドマンはスタンフォード時代の私の先

起業した会社がようやく軌道

─

われる側に立つと大変なプレッシャー

そうですね。ミルトン・フリー

うな経緯でベンチャーの世界へ入られ

原

に乗ったのが、1980年代後半。こ

を感じました。
株式市場に上場してから、私にとって

「会社は社会の公器である」と教えら

私は企業家であった父や祖父から

本企業が隆盛でアメリカ経済が落ち込

も少なくありませんでした。当時は日

もともとは考古学者を目指し

原

こまでは楽しかったのですが、 年に
行したとき、エルサルバドルで台形の

会社経営は悪夢になりました。という

じなかったし、反対の考えをもつ先生

ていました。大学の夏休みに中米を旅

ピラミッドを見たのがきっかけです。

んでいた時代ですから、年功序列や終

れて育ちましたから、
「アメリカのビ

─

たのですか。

─

米国ビジネススクール時代から感じていた
株主資本主義への違和感

い年月と資金を必要とする研究開発な

ありがとうございます。私は
の地域の文明に関する文献を読み漁

にベンチャーキャピタルを立ち上げま

─

「会社は株主のもの」とする英米流の
り、考古学を一生の仕事にしたいと思

した。

アメリカはもともと株主資

考え方こそが、世界の経済危機の根本
うようになったのです。

─

的な原因だと思っているのです。株

2

のは、大株主たちが「会社は株主のも

93
エジプト以外にもピラミッドがあるこ
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身雇用を基本とする日本型経営をよし

自由主義を推進した。これによって企

概念が欠けてい

12,845km

るのだと思いま

33.5％

11,528km

業は、労働者の給与を抑えて会社の利

7.1％

全体延長

とする人もたくさんいました。

6車線以上

す。

65.8％

益を上げる方向へ走り出したのです。

61.0％

ドイツと日本

0.7％

4 〜 5車線

の高速道路ネッ
トワークを比べ

以上

てみても、ドイツ
分の

31.9％

しかし、レーガンやサッチャーは新

100年後に向けた理念があれば
インフラ投資は受け入れられる
は

共投資に熱心だったのですが、このと

が片側

私は不思議で仕方がないの

きも「インフラストラクチャー」とい

上で、制限速度は

ドイツ

本

日

延長出典）日本：道路交通センサス
（H22）
、ドイツ：Verkehr in Zahlen
（2011）
構成比出典）日本：平成22年道路交通センサスより集計、ドイツ：TOMTOM MultiNet より集計
【高速道路】日本：自動車専用道路、ドイツ：アウトバーン
（Autobahn）

る円の面積の差は 倍以上になる。つ

2車線

ある。それで危険だからと、時速 ㎞

十分な中央分離帯がなく、対向車線が

り、部品をアッセンブリーしたりする

まり、物流で製品をデリバリーした

効率に大きな差が生まれているわけ

です。

今、日本では働き方改革が叫ばれて

鉄道も同様です。ドイツのほ

に速度制限をしているのです。

─

うが国土は狭いのに、路線の延長は

を短縮するには、基礎条件となるイン

いますが、生産効率を上げて労働時間
す。

フラを国が公共サービスとして提供

しなければなりません。ところが、現

道路による 時間当たりの

移動可能距離を比べると、ドイツでは

実にはなかなかそうはならず、私は大

大石

─

はるかに長く、複々線化も進んでいま

原

70

─

ですが、どうも日本は公益資本である

う言葉を使わず、
「パブリック・ワー

時 速 130 ㎞ 以

ドイツ

日本

違いに思えなくとも、これを半径とす

留まっています。直線距離では大した

こうした差は、どこから生じると思わ

変歯がゆく感じています。諸外国との

50

大石

インフラを軽視しているように思え

クス」つまり「公共投資」としか言っ

上。しかも、多く

車線以

てなりません。

ていない。日本人にはインフラという

人口：8,200万人

人口：12,700万人

定 車線で、高速道路にもかかわらず

ろが日本では暫

で走れます。とこ

は無制限の速度

3

㎞であるのに対し、日本は約 ㎞に

1

かつてはアメリカの要望もあり、公

100年後にどういうインフラ
が 必 要 か、この 議 論 が 重 要 で す

＜車線数比率＞

3

日独比較諸外国では4車線以上で130㎞/h で走行可能。日本で
は全体の約3割が2車線区間で70㎞/h 以下でしか走れない。

日独比較

1

3

2

90

出典：
「社会資本整備審議会国土幹線道路部基本方針参考資料（平成27年1月27日）
」より抜粋
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世界に必要とされる日本を
インフラ整備で支えていきたい

測されています。自国はもちろん、こ

に高齢化が進み、日本を追い抜くと予

三つが必要です。

には技術開発、制度改正、人材育成の

スピードを上げ、製薬や治療の専門家

たとえば、患者数が少なくて開発の

今はそうした大きなシナリオが見

が育って、
「この病気は日本でしか治

うした国々のためにも、日本は超高齢

えていないことが、日本社会に不安を

療ができない」となれば、日本は「希

進んでいない難病治療薬を日本で開

もたらし、若者が将来に夢を持てない

望の国」になります。これは究極の安

社会を乗り切るモデルをつくり上げ、

国になった原因だと思います。年金も

全保障でもある。外国からも人が集ま

発する。薬事法を改正して新薬の承認

介護も保険も、今のままでは破綻する

り、産業としても成立するでしょう。

世界へ示されなければなりません。

ことが目に見えている状況で、刻苦勉

そのためには、医療の技術だけでは

なく、空港や道路、鉄道、病院施設と

励しろと言っても難しいでしょう。

若者が夢を持てるようにするには、

いったインフラが必須です。

このように「何のために」という理

原さんのおっしゃるように、生涯に

わたり健康で心豊かな生活を送れる

念があれば、インフラ投資はもっとも

重要なものとして社会から認められ

社会をつくる必要があります。人生

100年 に な る と す る と、誰 も が

るようになるはずです。

はなく、100年単位のバランスシー

歳以降も社会になんらかの付加価値

れますか。

トをつくることが必要だと私は考え

大石

まりハードとソフトです。しかし、日

うな社会へ向けて、医療分野とインフ

誰もが健康で天寿を全うできるよ

んの提唱しておられる「 公益資本主

は、これを支える考え方こそが、原さ

仕組みをつくらなければいけない。私

ことで貢献していきたい、との思いを

の整備と維持管理の側面から支える

れわれ土木の人間は、それをインフラ

文明とはモノがあること、文化

原
─

を提供して、利益をいただけるような

本ではこの定義に「何のために」とい

ラを複合したまちづくりに投資して

世界に必要とされる日本。わ
ます。

う理念が抜けているのです。インフラ

いくべきではないでしょうか。

─
原

─

とはモノをどう使うかということ。つ

を整備するときに重要なのは、100

大石

護施設をつくる」ではなくて、根本原

「高齢者は介護が必要だから介

［撮 影］
中村

［執 筆］
三上

実

美絵

とうございました。

改めて強く持ちました。本日はありが

年後に日本は世界の中でどのような

齢社会に突入しました。韓国、台湾、

因である高齢者が、寿命を全うする瞬

義」だと思うのです。

立ち位置にあるべきか、そのとき日本

中国などのアジア諸国も後に続いて

間まで元気で、遊んだり働いたりでき

日本は世界に先駆けて超高

人にとってどういうインフラが必要

います。特に韓国や台湾は、合計特殊

る状況をつくることがまず一番。それ

─

なのかを考えること。ここをしっかり

出生率が日本よりも低く、今後は急激
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議論して資金を投下する。 年単位で
1

※土木学会のウェブサイトで、この対談の動画とテキストを配信しています。
http://ohishi.doboku-ch.jp/
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