
平成 13 年第１回 議事録


経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 13 年第1 回）

（開催要領）  

1．  開催日時: 2001 年 1 月 6 日( 土) 14:15～15:45 

2．  場所: 官邸大客間

3．  出席議員

議長 森 喜朗 内閣総理大臣

議員 福田 康夫 内閣官房長官

同 額賀 福志郎 経済財政政策担当大臣

同 片山 虎之助 総務大臣

同 宮澤 喜一 財務大臣

同 平沼 赳夫 経済産業大臣

同 速水 優 日本銀行総裁

同 牛尾 治朗 ウシオ電機( 株) 代表取締役会長

同 奥田 碩 トヨタ自動車( 株) 代表取締役会長

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授

（議事次第）  

1．  開会

2．  議員紹介

3．  議長（内閣総理大臣）挨拶

4．  議事

(1) 経済財政諮問会議運営規則

(2) その他

i. 経済財政諮問会議の今後の審議方針について

ii. 経済の現状と当面の対応について

5．  閉会

（配布資料) 

資料 1 経済財政諮問会議議員名簿

資料 2 経済財政諮問会議運営規則( 案) 

資料 3 日本経済の現状

資料 4 牛尾議員配布資料
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（本文）  

○議員紹介、議長挨拶等

（額賀議員） ただいまから、第１回経済財政諮問会議を開催いたします。

本日は、初めての会合でもありますので、各議員の先生方を紹介させていただ

きたいと思います。

まず最初に、本会議の議長を務めます、森内閣総理大臣です。

この会議の議員であります、福田内閣官房長官です。

同じく、片山総務大臣です。

同じく、宮澤財務大臣です。

同じく、平沼経済産業大臣です。

同じく、速水日本銀行総裁です。

民間から来ていただいております、牛尾 治朗議員です。

同じく、奥田 硯議員です。

同じく、本間 正明議員です。

同じく、吉川 洋議員です。

最後ですけれども、進行役を務めさせていただきます、経済財政政策担当大臣

の額賀福志郎です。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、最初に、森議長からご挨拶をいただきたいと思います。

（森議長） 経済財政諮問会議の初会合にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

今回の中央省庁再編の最大の眼目である経済財政諮問会議が、いよいよ本日ス

タートいたしました。諮問会議は、関係閣僚、日本銀行総裁に出席をいただいて

おりますが、特に有識者の皆様のご意見を十分に活用しつつ、私自らのリーダー

シップの下で、経済全般の運営の基本方針、予算編成の基本方針、財政運営の基

本をはじめとする経済財政政策に関する重要事項について調査審議し、具体的な

建議を行うことなどをその任務としております。私は、今、政治に求められてい

ることは、政治が責任を持って政策決定をリードし、国民に明確なメッセージを

伝え、的確な政策運営を通じて、国民の期待に応えることであると考えます。こ

の諮問会議は、その実現のために最も重要な役割を担うものとして生まれました。

ご存じのとおり、日本経済は、平成 10 年秋のデフレスパイラルに陥りかねない

危機的状況からの脱却に成功し、累次の経済対策等の効果もあって、緩やかな改

善を続けております。しかしながら、雇用情勢は厳しく、家計部門の改善が遅れ

るなど、厳しい状況をなお脱しておりません。さらに、アメリカ経済の減速、株

価下落など経済の先行きに対する不透明感が増大しております。また財政に目を

転じますと、国と地方の長期債務残高は累増し、13 年度末には 666 兆円程度に達

する見込みでございます。

こうした状況に鑑みまして、経済財政諮問会議にとっての第１の課題は、景気

を着実な自律的回復軌道に乗せることと考えます。このため、常時、的確な景気

判断に努めるとともに、適切かつ機動的な経済運営を図ること、経済運営と十分
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に整合性のとれた予算編成の基本方針を策定することが極めて肝要と考えます。

有識者議員の現場感覚や経済に関する深い洞察力が、的確な景気判断や政策形成

のために遺憾なく発揮されることを願っております。

第２の課題は、21 世紀の日本の根本に関わる問題であります。潜在的な発展可

能性を開花させ、強い日本経済を構築するための方策を明らかにすること。また

同時に、社会保障制度をはじめとする構造的な諸問題を克服し、国民が将来につ

いて安心できる社会を形成するための処方箋を明確にすることが求められており

ます。議員の皆様には、これらの構造的諸課題について、問題の本質に迫る活発

なご議論を通じて検討を進めていただきたいと考えております。

日本の経済財政政策の舵取りという大きな責務を担う経済財政諮問会議が、具

体的な政策を主導するとの責任感を持って、真に実質的かつ包括的な検討を行い、

成果を挙げることが、種々の困難を克服し、21 世紀の日本の新生を可能ならしめ

るために必要不可欠と考えております。議員の皆様のご協力を切にお願い申し上

げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

（額賀議員） ありがとうございました。

○経済財政諮問会議運営規則について

（額賀議員） それでは、経済財政諮問会議の運営についてご議論いただくわけです

けれども、お手元の資料の中に資料２「経済財政諮問会議運営規則」がございま

す。私の方から説明させていただきます。

まず、開催についてですけれども、第２条「会議は、月１回定例として開催す

るほか、議長が必要と認める場合には、随時開催することができる」となってお

ります。少なくとも、活発な議論をしていただき、なおかつこの会議が権威を保

っていくためには、内閣総理大臣には、１時間程度は居ていただくように努力を

していただければありがたいと思っております。

第３条「会議を欠席する議員は、代理人を会議に出席させ、又は他の議員に議

決権の行使を委任することはできない」。

審議の内容等の公表につきましては、第６条「議長又は経済財政政策担当大臣

は、会議における審議の内容等を、会議終了後、遅滞なく、適当と認める方法に

より、公表する」。概略について記者会見をして、オープンにするということでご

ざいます。

なお、会議の議事要旨については、最初のときは名前を伏せますけれども、２

回目は名前を公表して、その議事要旨についてオープンにする形がよいのではな

いかということで、提案させていただきたいと思います。

それから、「議員の任期」は２年ですので、再選も妨げないとなっていますから、

最終的には、この会議の議事録をオープンにするということで、時期的には４年

ぐらいたった時点で全部オープンにするのがよいのではないかと思っております。

第９条「会議の議決により、専門調査会を置く場合は、専門調査会に会長を置
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き、議長の指名する者がこれに当たる」ということになっております。この専門

調査会は、これからのご審議により、どういう課題について議論を深めていくか、

その場合に専門調査会にお願いをし、研究し勉強してもらう、そういう場合に作

られていくものと認識しております。

運営規則の概要について、ご説明させていただきましたけれども、この点につ

いて、ご質問なりご意見がありますでしょうか。

ないようでしたら、この「経済財政諮問会議運営規則」を了承していただいた

ものとして、今後の運営のルールとして認めていただきたいと思います。

（福田議員） 審議の内容等の公表について、今ご説明があったのですけれども、ど

の程度公表するか、どのぐらいの期間を置いて公表するか、その辺は大体の見当

は付けられていますか。

（額賀議員） それは、今日会議を終われば即座に記者会見をさせていただいて、全

体の流れについてオープンにしたいと思っております。２日か３日後には議事要

旨を作り、そして、本人に確認をして、こういう内容でオープンにして良いかと

いうことで、ちょっと修正をしてもらったり、趣旨がちょっとずれていたりする

場合もありますから直してもらったりして、誰々さんはこういう発言をしたとい

う形でオープンにするのがよいのではないかと思っております。

それは、１つは、この４月から情報公開法が適用されていくので、こういう世

間から非常に注目されている政府会議があまりオープンにしていかないと、野党

の皆さん方から突き上げられて、後で渋々オープンにしなければならないという

ようなことも考えると、議員の先生方に内容を一応見ていただいた上でオープン

にする方が、適切ではないかということで、そういう方法で提言をさせていただ

いたわけです。

（速水議員） 金融政策につきまして、官房長官にはお電話いただきました時に申し

上げたのですが、日銀法で、政策は政策決定会合で決めることになっております

ので、そういうことが出た場合には、ここで私がイエス・ノーをはっきり言うわ

けにいかないと思っております。それだけは、ご了解いただきたいと思います。

意見は言わせていただきます。

（額賀議員） それは、当然のことだろうと思っております。

我々も、機微に触れた問題については、国益に関する問題あるいはプライバシ

ーの問題とか、様々なことについてはそれなりに考えていくのは当然であろうと

思います。

そのほかにございませんか。

それでは、「経済財政諮問会議運営規則」につきましては、お手元の資料の原案

のとおり決めさせていただきたいと思います。

それから、先ほど森総理大臣からご挨拶の中で、経済財政諮問会議の基本的な

方針についてご説明がありました。もう一度反復させていただきますと、内閣総

理大臣のリーダーシップの下で、様々な政策決定ができていくようにする。この
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経済財政諮問会議においては、１つは、経済全般の運営の基本方針を決める。そ

れから、予算編成の基本方針、重点事項を決める。財政運営の基本をはじめとす

る経済財政に関する重要事項について方針を決める、等々が総理大臣のご挨拶に

述べられている内容でございます。

本日は、第１回目の会合でございますので、マスコミをはじめ国民の皆さん方

が注目をしております。私としては、専門家の間に分かっているだけではなく、

国民全般の皆さん方に分かりやすい形で、今日のご議論の後に、経済財政諮問会

議はこういう目標で、こういう議論をしていき、こういう枠組みを作っていくと

いう形で示していくことができればよろしいのではないかと思っております。し

たがって、今の総理のご発言を踏まえ、議員の先生方のご意見を活発にお聞かせ

いただき、その後、取りまとめさせていただきたいと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

それから、最後に、最近の日本の株価の情勢、アメリカの金融政策あるいは日

本の企業の状況等々について若干ご説明させていただき、現況の景気認識あるい

は今後の対応について、ご意見がありましたらば聞かせていただければ、ありが

たいと考えております。

○経済財政諮問会議の今後の審議方針について

（額賀議員） 最初に、今後の運営方針について、ご議論いただければありがたいと

思います。ご自由にご発言いただきたいと思います。

（牛尾議員） 経済財政諮問会議は、日本のこれまでの組織で初めての形態なので、

恐る恐るどういうものであるかを手探りしなければならない部分があると思いま

す。私の場合、奥田さんもそうですが、経済の実態を常に官邸に直接知ってもら

うということが、非常に大事であると思っています。どちらかといえば、これま

で、大きな経済判断を政府が間違えたときは、経済の認識について誤っている部

分があったのではないかと、私は思います。そのような意味では、現場感覚を中

心として、我々から見て大事な切り口とは何かというイシューを明確にしていき

たい。

行政は、歴史的にものの取組み方が決まっています。受益と負担をどうするか、

景気対策か財政再建かという取組みがみんな決まっていまして、違った切り口が

出てこないので、我々としてはできるだけ新しい切り口を提案してみたいと思っ

ております。

運営の仕方というのも具体的に申しませんと非常にわかりにくいので、２つ具

体的に申しますと、経済の活性化は何かというときに、経済成長が１.３  ％とか、

０.８  ％とか、０.２  ％狂ったとかというのは、数字の信憑性からいうと非常に微

妙な、誤謬の範囲ぐらいの問題で、非常に判断としては難しいだろう。私は、１

つは、アメリカが非常に成功した 1980 年からの例を見ていると、就業者がどう増

えたかという数字が、非常に大事だと思います。失業率よりも、実際に就業者が
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どう増えているかということを常に念頭に置いて、男女別、世代別、地域別、業

種別に就業者がどのように変化したかということが、非常に大事だと思います。

公共投資も常に問題になるのですが、新しいこれからの公的投資というのは、

どこに投資をすれば就業者が増えるかということを頭に入れるのが、非常にわか

りやすい１つの数字だろうと思うのです。就業者の数が、アメリカは 1980 年～1999 

年までの間に、約 9,700 万人の就業者が約 3,500 万人増えて、約１億 3,200 万ぐ

らいに増えた。そして、アメリカでは、第２次産業はマイニングとマニュファク

チュアリングと建設をいうのですが、これはその間に 100 万人減っているわけで

す。増えるのは、全部サービス産業で増えています。そのサービス産業について

アメリカは極めて微細に 50 何種類ぐらいの資料を提供しています。これは、我々

民間にはなかなか手に入りにくいので、政府が本格的に調べる必要があると思い

ます。

資料４「牛尾議員配布資料」に、99 年８月の産業競争力会議に出した私の資料

が入っていますが、サービス経済化による就業者の増加という問題は非常に大き

な問題であると思います。

就業者の数が増えれば黙っていても景気は浮揚する、個人所得税も家計消費も

当然増えてくるわけです。そのような意味で、就業者数の増減を、１つの新しい

経済指標にして日本の官庁の資料を見ようとすると、厚生労働省は雇用という角

度で、経産省は産業分野別に把握しているだけなので、雇用内容のレベルとか業

種、地域別、職種別、年齢別、性別は充分把握されていません。フリーター、パ

ートタイムから極めて専門的な契約社員といった分類までかなり微細にわかって

くれば、経済構造は非常にわかりやすくなってきます。そこで、外国人の知識労

働者の輸入問題も非常に大きなテーマになるだろうと思います。

就業者の問題を、まずもって１つ出したい。そして、公的投資、公的補助金な

ども、就業者が増えるということを非常に優先順位に考えていく。その就業者も、

将来の能力開発を伴うような就業機会が増えれば増えるほどいい。単純労働では

なくて、高いレベルの就業者が増えることが経済の高度化にプラスになると、そ

のような雇用の流動化が大事だと私は思うのです。

もう１つは、新しい 21 世紀になるに際して、福祉問題が非常に重要な鍵になり

ますが、弱者とは何かというのは大きな問題です。１  月６  日の日本経済新聞の社

説にも出ていますが、経済同友会を 1995 年４月に速水総裁から受け継いだときに、

私も、弱者とは何かという問題に取り組みました。市場の敗者は弱者ではないと

いうことです。市場で敗れた人は敗者であって、敗者には敗者復活する道を多様

につくればいいのだ。それは、弱者ではない。弱者は、市場に入れない人を言う

のです。弱者というものの解釈をきちっとして、福祉政策を考えないと、敗者が

弱者のような振りをするということがしばしば出てくるわけです。

そのような意味では、これからの福祉支出は、できるだけ弱者を限定して、狭

く深くという発想がなければならない。
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今のように極端に高い収入の人以外は弱者として福祉の対象になるのは、非常

に問題があります。産業でも、漠然と中小企業や農業部門や高齢者は弱者である

などと言われていますけれども、この中の 50 ％は特に中小企業などはむしろ 60％  

は競争力のある強者であり、敗者ではありません。

弱者とは何かという議論を行政としてどう考えるかということは、非常に大き

なテーマです。そのようなものと、最もこれから多くなってくる年金や医療問題

を取り組む対象等の、自立型のものをどう増やしていくかということも大変に重

要な問題点になるでしょう。

最後に申し上げたかったテーマとしては、通貨問題であります。グローバルマ

ーケットでこれだけの仕事をしておりますと、日本の円ドルを中心とした通貨と

いうのは、どの辺に落ちつくのかは、「通貨は市場に任せている」というので、民

間でもこの頃は「社内相場を公表するな」ということで、財界の中でも相互に社

内相場を公表しないようにしています。しかし、日本の通貨は、本当はこのくら

いのところに落ち着くのが一番いいんだな、というコンセンサスが秘かになけれ

ばならないのではないかと私は思うのです。

通貨問題が、恐らくブッシュ政権になりますと相当大きなテーマで登場するの

ではないでしょうか。これは当面の６カ月ぐらいに、我々は通貨問題をどうする

かということを考えて、なおかつ宮澤財務大臣がされた「アジア危機宮澤構想」

のような、円の基軸通貨の問題は、基本的には、円ドルの通貨がどの辺に収まる

かというコンセプトがかなり固まってこなければ、そのような議論もし難いし、

また、アジア経済と日本経済の関係も、円ドルでどの辺のところに円が収まるか

決まることによって、アジアとの連帯感というのは決まってくる部分があるので、

通貨問題というのは、どこまで公表するかということは別問題として、政治とし

ては非常に重要になってきます。

基本は、市場に任せることになっているけれども、非常に重要なテーマである

し、また、巷で言われるように、もう少しドル安になって、いわゆるデフレ基調

というものが止まる方が、実は日本経済に好ましいと思うのであれば、貿易黒字

をもっと減らすにはどうすればいいかという具体論を本当に議論しないといけな

い。貿易黒字が増えているときに、各国が円高基調というものを求めていくこと

はあり得るので、そのようなことを込めて、通貨を巡っての経済政策の議論とい

うものは、非常に大事なテーマではないでしょうか。

この３つを申し上げたいと思います。

（奥田議員） 私からは、牛尾さんの後を追うようで、ほとんど一緒なのですけれど

も、特に我が国の高コスト体質、いわゆるエネルギーとか、物流とか、特に労務

費、この高コスト体質を是正する施策というのを、ここで検討していく。これを

解決できれば、今、牛尾議員の言われたいろいろなことも関連して解決できるこ

とになると思うので、ぜひ高コスト体質というものにメスを入れていきたい。こ

れは大きなテーマではないかと思っております。
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（本間議員） 少し質の違う問題を、お話しさせていただきたいと思います。総理の

ご挨拶の中に明確に述べられているとおり、諮問会議は、総理のリーダーシップ

をどのように具体に発揮させていくかということが非常に大きなテーマになると

思います。そのときに、まずここで何を議論し、その結論に近い部分を現実の施

策に乗せていくときに、どのようなプロセスを経由するかということが重要です。

政治のレベルあるいは行政のレベルにおける他の方々の意見、あるいは具体的な

施策、こういうものを諮問会議にフィードバックさせながら、諮問会議での結論

が総理のリーダーシップの下で、完結的に実行されたというイメージを作り上げ

ていくということ自身が、１つの大きな課題になってくるのではないでしょうか。

そこがはっきりしないと、いくら良い議論をしても、具体にそれがどのような形

で国民にアピールをし、そして、総理のリーダーシップの下で実現できたのかと

いうことが、見え難くなってくると思います。

日本の意思決定は、どちらかといいますと、これまでは政治と行政が融和型、

融合型あるいは統合型で、積み上げていく形でした。つまり、行政と政治が非常

に密着した形で、ステップバイステップで決めて、そして結果として形ができ上

がってくる。これが外から見ておりますと、リーダーシップがどこにあるのか、

行政がその責任も含めてどこまでコミットしているのか、非常に分かりづらい。

この会議は、その第一歩として、恐らく従来よりは独立型、つまり分離型とい

いますか、政治と行政との関係というのを、もう少し仕分けをして、そして意思

決定の中で、それぞれの機能を発揮させていくということになっていくのだろう

と思います。その過程で、例えば、政治がどのように、ここにコミットしてくる

のか。副大臣の方々を中心にしながら入り込んでくるのか、あるいは従来の行政

の中における審議会等は、どのような形でここでの議論と整合性をとっていくの

か。こうした点に加え、積み上げていく従来型の概算要求を通じての予算編成等

の問題も含めて、もう少し、体制づくり、形づくりの部分を詰めていただけない

かというのが、私の最初の思いでございます。そこが曖昧な形になっていると、

なかなかうまく実効性が上がらないのではないかという感じがします。

これはスタイル、形式の問題でありますが、第２点目は中身の問題です。これ

につきましては、恐らく、この会議で扱わなければならない問題には、非常に短

期的なシステミックリスクのように、金融あるいは金融機関等に関わる大きなリ

スクが生じたときに、臨機応変的な形で対応をするというような部分があると思

います。あるいは年度内における景気の大きなブレが起こってきたようなときに、

従来は補正という形での予算編成になってきたわけですが、もう少し腰を据えた

形での経済運営というものをどういう形でやるのかといった部分もあると思いま

す。また、毎年度の予算編成の中で、従来の手法をどのように調整すれば、諮問

会議での結論を反映させることができるのかを考えなければなりません。そして、

年度を超えた形での、財政再建というような問題は当然議論の対象になってまい

りますから、中長期的な問題は、制度改革という形で予算とリンクしてきます。
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さらに、社会保障制度の改革のあり様とか、公共投資の総合計画のあり様とか、

もっと長期的に取り組むべき問題をどのように明確にうまく議論できるかという

ことが重要です。そういう意味で、非常に短期的な問題から中長期の問題に至る

まで、それぞれの対応の仕方というのは、違ったスタイルにならざるを得ないの

だろうと思います。牛尾議員のお話の中にもございました通貨の問題等を考えま

すと、非常に臨機応変的な形で、あるいは市場に対して意外性を持って、どのよ

うな形でアプローチするかというような問題がございます。そういう意味で、体

制の問題、景気調整の問題、あるいは予算の問題についても、時系列的な動きも

含めて、事前に頭を整理しておく必要があると思います。

第３点目は、金融の問題です。もちろん日銀の独立性は、担保し尊重しなけれ

ばならないと思います。しかし、日本のシステムの特徴として、財投という制度

を持っておりますし、今年から郵貯が自主運用という形になってきていまして、

金融へのコミットの仕方というものは、恐らく、諸外国とちょっと違う形になる

のではないでしょうか。国債管理政策というような観点、あるいは資金運用とい

う観点の中で、公的部門がプレーヤーとして関与する部分が強く出ています。こ

の辺のところを日銀の独立性と、どのような形ですり合わせていくのか、議論の

中身が機微にわたる部分も議論をしなければならないのではないでしょうか。あ

るいは、景気調整との関係の中におきましても、欧米が金融政策中心の方向に動

いておりますので、その辺のところもテーマとして、タブー視をせずに議論をす

る必要があるのではないかというのが、私の初回の感想でございます。

（吉川議員） 私は、日本経済、中長期的にはもちろんですが、短期的な消費の関係

でも、財政の構造改革あるいは財政の見通しをきちっと国民に説明して、再建へ

の道筋を立てるというのが、大変重要なことだと考えております。

財政再建と景気というのは、逆向きのことだというふうによく言われます。確

かに、財政再建というのを、赤字をどれくらい減らしていくかというトータルな

ナンバーの問題、つまり財政のスタンス、歳出でいえば予算の規模、歳入でいえ

ば税率をどうするかということでいえば、景気と財政再建は逆方向のことになり

ます。この点に関しては、私は、バランスが非常に大事だ、景気に対する配慮が

大切だと考えております。一時、財政は効かないという議論もなされたわけです

が、私の立場は、財政は景気に対して効くという考え方であります。

ただし、日本の財政は、そうしたこととは別に、構造に括弧を付けたいような

「構造問題」をたくさん抱えています。これは財政のスタンスとは一応独立の問

題として、景気とは独立になるべく早くきちっとすべきことだと考えます。具体

的に申し上げますと、よく言われるように、歳出の中身の見直し、あるいは歳入

面ですと財政のインフラとでも言うべきなのかもしれませんが、所得税でいえば、

大変具体的になりますが、納税者番号というものを入れる。情報の開示というこ

とが、この会議についても先ほどお話が出たわけですが、経済の中でどれくらい

経済的に強い人・弱い人がいるのかということをなるべくはっきりさせるという
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のは、私は、国民の義務だと考えています。そうしたことも、なるべく速やかに

行われるべきではないかと考えております。

私が見た財政に関するアンケートでは、どのようにお金が使われるのか、自分

が納得すれば負担の増加を受け入れるというふうに答えている人が６割ぐらいで

した。阪神・淡路の地震などがあると、誰に言われなくても、みんなが義援金を

送る。自分が負担したものが世の中でこういう形で役に立つと目に見える形で皆

さん納得されて、それで義援金も出すのだろうと思うのです。財政の場合には非

常に大きくて入り組んでいますから、それが見えてこない。いろいろな「構造問

題」があるのだろうと思いますが、そういうことをなるべく早く改革するべきだ

と思います。

それから、先ほど総理のお話の中にもありましたが、来年度末で 666 兆円、こ

の赤字がどういう問題なのかということ。普通の感覚ですと、父親が残した借金

を息子が全部返さなければいけない、これは大変だというような感覚でとらえら

れているのではないかと想像するのですが、これも日本の赤字の場合には、幾つ

かの途上国とか、日本でいいますと日露戦争後の財政再建が大変に大きな問題に

なった時期ですが、それとは大分事情が違うわけです。現在の日本の財政の問題

は、日本人の中での受益と負担のお互いの支え合いの構造の問題なわけですから、

その点をいわば財政の一からきちっとわかりやすく説明する必要があります。財

政のスタンスついては景気に十分配慮するべきですが、それとは独立に「財政構

造」の問題を、きちっと根本から考えていくという道筋を示すべきではないか。

これは、私は、景気にも決して悪いことではなくて、わかりやすく説明すれば、

多くの方に理解していただけるのではないかと考えております。

（速水議員） ３つのことを言わせていただきますが、最初にちょっと私が申しまし

た日本銀行の金融政策との関係ですけれども、日本銀行は、その使命あるいは目

的というのは銀行券を発行したり、通貨・預金の調整を行っていく、それを行う

については物価の安定を図ることを通じて、国民経済の健全な発展に資すること

だ。市場における円滑な資金決済を確保するとか、信用秩序を維持するというこ

とは、新日銀法に明確化されていまして、日銀法に規定された目的を達成するた

めに、私どもは全力を挙げているわけで、本席でも、中央銀行の立場からできる

限りの貢献を果たしていきたいと考えております。金融政策運営の考え方につき

ましても、皆様にご説明させていただきたいと思いますし、ご理解をいただくよ

うに努めていきたいと思いますし、また、アドバイスを受けていきたいと思って

おります。

第２の問題は、先ほど牛尾さんがちょっと言われましたが、この 10 年「失われ

た 10 年」というようなことが言われていますけれども、90 年代年平均の成長率１. 

７  ％になっております。多少山がありましたけれども、80 年代が３.９  ％でしたか

ら、かなり下がっていることは間違いないところです。

ちょうど 89 年にベルリンの壁が崩壊して東西がなくなって、南北も一緒になっ
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て、東西南北が１つのマーケットで自由競争、競争力の強いところが支配してい

くという原理が出てきたわけで、先ほどの牛尾さんの「敗者の立ち上がりを考え

るべきだ」というのは、私もそのとおりだと思うのですが、必ず自由競争をやっ

た場合には勝者があり敗者があるわけで、敗者を立ち直るようにしていくと同時

に、これまでやってきた規制とか補助金、保護政策というものは、世界第２位の

経済力を持った日本としては、そういう物を使おうとすれば成長も止まってしま

いますし、海外からも相手にされなくなっていくといったようなことで、結局、

世界の動きから立ち遅れてしまうことになっていくのではないかと思います。

グローバリズムというのは、今や避けて通れないものですから、この流れの中

で、できることから進めていく。それは構造改革というようなことが、どうして

も必要になってくるので、それをやることによって景気も徐々によくなっていく。

構造改革は、リストラとか失業者が出たりすることになりますから、そういうも

のが足を引っ張っていくことは確かだと思います。そういう意味で、成長を急速

にすることは無理にしても、そういうものをやりながら経済を起こしていかない

と長続きしていかないのではないか。過去の 10 年間というのは、構造改革を本格

的にできないで、その時その時を埋めていったために、１.７  ％ぐらいのところで

ずっと底を這ってきたと言えるのではないかと思います。そういう考え方を少し

中期に見ながら、ご一緒に考えさせていただければと思っております。

先ほど牛尾さんがおっしゃった、アメリカは過去５年で、たしか 1,400 万人ぐ

らい雇用者が増加していますけれども、ＩＴ分野が成長して、サービス部門の増

加がそれのうち半分、700 万人です。そのうち、ソフトウエアの開発とか人材の派

遣といったビジネスサービスが 300 万人ということですから、こういうものが随

分新しい仕事になっていくと思いますし、そういうことをやることによって、マ

クロ経済の方でも労働資本投資というような生産要素が活用されていくことにな

るのではないかと思っております。

第３は、財政の関連で国債でございます。私ども、国債を何とかうまく消化さ

せていきたい。これは既にできている債務ですから、これをどうやってうまく消

化させていくかということ。財務省はずいぶんこれまでもご苦労なさって、私ど

もも一所懸命やらせていただきましたけれども、これには金融市場の国際化とい

うこと、どこのマーケットとも違わないようにしていく必要があると思います。

国民の 1,380 兆円も持っている資金をそっちの方へ運用させるとか、海外からも

どんどん買ってもらうようにするとかいうことができるような、世界の他の市場

と同じ土俵にしていくことを考えていく必要があると思います。そのことが、金

融市場が国際化され、円が国際化されていく道ではないかと思っておりますので、

こういうこともこれからの１つの大きな課題ですので、ぜひ、ここで皆様で協議

させていただきたいと思っております。以上でございます。

（平沼議員） 大体、各議員の皆様方の言われたことに尽きていると思いますけれど

も、私たち経済産業省といたしまして、私も議員の１人として、我が国経済の中
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長期的なあり方をしっかりと展望して、そして、乗り越えなければならない課題

を洗い出して、その解決の方向性を明確にしなければならない。これは、皆様方

の意見と同じでありますけれども、これまで森総理の下で取り組んできたＩＴ革

命や経済構造改革なども踏まえつつ、さらにどのように努力していくのが必要な

のか、国民にわかりやすく説明することが肝要だと思っています。

それから、これも出ましたけれども、不良債権問題に敢然と取り組むことが必

要だと思います。不良債権問題の解決なくして、経済を安定的な回復軌道に乗せ

ることは不可能だと思っております。しかも、大半の金融機関の申請期限が、資

本増強については本年の３月末までに迫っている状況がありますから、金融機関

への検査等に万全を期すことが不可欠だと思っています。早急にこれは点検をし

ていく必要があると思います。

それから、財政構造改革の大前提として、官と民、国と地方、世代間のバラン

スといった問題についての徹底した議論が、この場で私は必要だと思っておりま

す。これもお触れになったことですけれども、この３点について、申し上げさせ

ていただきたいと思います。

（片山議員） 議員個人ということで発言しても、この会議はよろしいかと思ってお

ります。

まず１つは、吉川先生が言われましたように、私も、景気回復と財政再建が全

く相反するものだとは考えていないのです。今まで、２兎か１兎かという大議論

がありまして、１兎だということで今まで来たわけですけれども、もう２兎を追

うこともあると考えるべきではないか。大きな景気回復の中で財政構造改革に私

は手を付けるべきではないかと考えます。例えば、公共事業のあり方、国庫支出

金のあり方もそうです。もうそろそろ、１兎だけということでは、なかなか国民

の理解を得られないのではないかと思います。それがまず１点。

もう１つは、私のところの仕事と関係があるのですが、行政評価制度をこれか

ら入れるのです。根拠法を通常国会に出すことにして、今、手法の開発を一所懸

命やっています。この行政評価は、結局は施策や事業の選択をやることになるわ

けです。科学的な尺度で。そうしますと、これを予算編成につなげないと私はお

かしいと思うのです。単に評価していいとか悪いとか、何点だとかいうことだけ

では不十分です。ぜひ、これはつなぐ仕組みをつくる必要がある。一方では、４

月から中央省庁の情報公開法が施行になりますし、特殊法人の情報公開法も今度

の通常国会に出しますから、この辺についてもぜひこの会議で取り上げて議論す

べきではないかと思います。

３点目は、これも他の方も言われましたけれども、現状は受益と負担の関係が

大変国民にとって不明確なのです。だから、そこに行政や政治に対する不信があ

ると私は思うので、税制を含めて、受益と負担の関係をもっと明らかにする必要

がある。国のレベル、都道府県のレベル、市町村のレベル、こういうことをはっ

きりすることが財政構造改革にもつながっていくのでこの辺も、これは中長期の
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議論だということになるかもしれませんけれども、大いに議論させていただいた

らどうだろうか。

これは、全く私個人の意見であります。

（額賀議員） 宮澤先生、どうですか。

（宮澤議員） ２つございますが、今、皆さんのおっしゃったことに関係しておりま

す。１つは、これは今日でなくてもいいと思っておりましたが、実は、財政再建

というご議論を将来していただくときに、それはもう財政だけの話ではなくて、

すぐ税制のことでもあるし、国と地方の行財政の再配分のことでもあるし、なか

んずく社会保障の問題であると思うのです。それで、それらを一体としてサイマ

ルテニアスに、しかも整合的に国民の、今、総務大臣の言われた負担と給付の関

係みたいなことを含めて、選択をしてもらわなければならない事態になっている

と思うのですが、そういう議論を出していくために、たまたまこの会議の下に研

究所がありますから、研究所でマクロモデルで組み立ててみてもらって、ある程

度時間がかかると思うのですが、その中から、どういう選択肢があるのだという

議論をしていきませんと、各省庁がばらばらにやったのでは、結局答えは出ない

ということになりますから、非常に現実的には辛い話になるわけですが、どうい

う選択をするのかというためのマクロ計算を、比較的早い時期に研究所で始めて

もらえないかと。実際それに移るのは少し時間がかかりましても、何を議論して

いるかということが計数的にはっきりしてくるのではないかと思っておりますの

で、一度、この会議でご検討をお願いしたいということ。

もう１つは、先ほど牛尾さんが言われましたことをはじめとして、我が国は、

なにしろ戦後ことに物をつくることを中心にこういう国になってきまして、エン

プロイメントということは、どちらかといえば、あまり心配しないでいい時代が

多かっただけに、あなたのおっしゃるように、どういう雇用が現実に行われてい

るのかということについては、職業紹介をすればいいだけで何とか国は持ってき

た。雇用が増えてきていましたから…。それで今、雇用がどうだ、消費がどうだ

という一番大事な部分が何も手掛かりがない、そういうことなのです。

奥田さんのおっしゃるように、アメリカのようにレイオフするなら、そんなこ

とは別な話だと、実際そうだと思うのです。我々は、日本はそういうことをする

国ではないだけに、今の雇用とか家計とかいうものについて、議論になる事実関

係と統計関係とを、何とか今からでも企業のご協力を得るとかして、ほしいとい

うこと。

この２つであります。

（牛尾議員） アメリカでやっているノウハウを１回視察したら、相当出ると思いま

す。

それから、宮澤大臣がおっしゃるように、製造業の普通の商品は月 100 ドルで

雇える中国へ相当行ってしまうわけです。それは、難しいものはここで、できる

だけ日本でやろうと我々は努力しますけれども、日本でつくれば 2,000 ドルかか
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るわけです。月 100 ドルで、しかも、平均 18 歳の少女で目は１.５  で、こちらは

老眼をかけてやっているような差になってしまっていますから、雇用は製造業か

らものすごい勢いで、新規投資が外に出て行っているわけですから、本当に意識

して雇用をつくることを考えていかなければならないと思います。

日本の高度成長期に、アメリカ人が松下電器の工場を見たときと同じような驚

きを私たちは今、中国へ行って感心しているわけです。そのような状況に来てい

ますから、まだ６、７年は日本の製造業は持ちますし、100 ドルに対して 2,000 ド

ル払っていても何とかやれる分野がありますけれども、どんどん付加価値の高い

方に移って行ってしまう可能性があります。

昨日も、ＮＥＣさんは、10 の工場をアメリカで閉鎖したり、一昨日は、三菱商

事さんが、ブラウン管は全部中国へ発注したり、ソニーさんは、11 月に、２万 5,000 

人規模の工場をアメリカへ売却した。そのような方向への流れは、製造企業経営

者が戦後を支えてきただけあって、また 95 年の１ドル 78 円を経験しましたから

大胆な判断をするわけで、大胆な判断をしてどんどん製造を捨てていることから

生じるのです。

日本は製造業を中心に雇用を持ってきた国ですから、何とかみんな頑張って残

ろうとするのですが、その点は相当追いかけていかないと、放置していたら大変

なことになります。

高度成長期は一流会社のサラリーマンと官僚の活力で、この国が持っていたの

ですが、今、この２つが萎えているのです。今一番張り切っているのは働く女性

です。初めて女性が職業を対等に持って非常に張り切っていらっしゃる。その次

は、中堅企業の若い人が非常に張り切っています。選手が交代してきているわけ

です。

そのような意味では、総理が前にもおっしゃっていたように、Ｍ字型で 28 歳か

ら 40 歳ぐらいで、保育所が利用できなくて働けない女性を働けるようにしてあげ

るだけでも、雇用は 100 万人、200 万人増えるわけです。

だから、市場と行政の守備範囲を見直す際に一番大きな点は、サービスはほと

んど市場で賄えるのに、官で行っている行政サービスが存在するため、民間サー

ビスがどんどん質を高めて雇用を増やしていく流れにならない。そのように、い

ろいろなことを見直して、とにかく雇用を創っていくことに懸命の努力をしよう。

おっしゃるように、もう職業紹介所の時代では完全になくなっているわけです。

職業をどうやって創造するかという時代なのです。

その点は残念ながら今、統計数字すらないので、できればこの会議の下の事務

局で、雇用を追いかける充実した情報を集めていただきたいのです。

それから、吉川先生のおっしゃる公的投資は非常に必要ですが、何が必要な公

的投資かという議論が抽象論で終わってしまっています。この会議の下の事務局

で、今、本当に国民が歓迎して喝采する公的投資は何だろうかということを、こ

こでやってみたらどうですか。
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例えば民間の製造業は設備投資を古い事業部から求めますと、ほとんど意味の

ない設備要求ばかり来るわけです。恐らくトヨタさんもそうだと思うけれども、

既存の事業部からの投資は２割ぐらいに切ってしまって、新たな投資を８割して

いるわけです。今、日本の体制というのは、縦割りの事業所から投資の希望が出

てきて、それを主計局が査定しているというだけで、新たな投資ということを考

えているセクションがないのです。そのような意味では、どのようなところに公

的投資を入れればいいのかということも、ここで研究する必要があります。縦割

りではない横にひろがるプロジェクトチームで、何が必要かという投資を具体的

に考える時期に入ったと思います。

（奥田議員） 厚生労働省の悪口を言うわけではないですけれども、私、日経連を１

年やっていまして、今言われた統計、これはデータがものすごく細かいものがあ

るのです。それにたまたま焦点が当たってなかったから世の中に出てなかったし、

我々も関心を持たなかっただけの話であって、厚生労働省へ行けば、ものすごい

数字は持っています。今まで出てなかっただけの話で、これは今度の情報公開法

で出すようになるのだろうし、また、我々がお願いすれば出てくるのではないか、

そういうふうに思っています。

（福田議員） 大分時間もたったのですが、ほとばしるようないろいろなご意見がご

ざいまして、胸わくわくするような思いでございます。そもそもこの諮問会議は、

総理大臣がいろいろ、特に民間と申しますか、先生方、また事業経営に携わって

いらっしゃる方々のご意見をお伺いして、ご意見を総理のリーダーシップで実行

に移すことができるようなものを取りまとめていただくという形において、政治

主導を確立していこう、こういうふうに思ってスタートするということでござい

ます。

そういう意味で、額賀大臣の発案で、今日はお役人が１人もいないんです。実

は最初、原案によりますと、お役人が 30 人ばかり、ここをぐるりと取り巻くこと

になっていたのです。そういうことを最初からしますと、これは政主導ではなく

て、官が取り巻く政治形態ではなかろうか、こういうことで誤解を受けるといけ

ないということで一切排除しました。まず、最初は排除しよう。そこでもって、

今後の議事の運営について相談をしよう。その上で、議員の皆様方のご意向に従

って、どういうお役人に入っていただこうかというようなこと、こういうことも

議論しようと計画していたのです。

ですから、今日、その辺のこともお話しいただいて、主要な者は今すぐでも入

れるような手配はいたしておりますけれども、また、お役所の応援がないと我々

の仕事は恐らく進まないだろう、ここだけでいくら頑張ったってできないだろう

と思っておりますので、お役所の力を発揮していただくような雰囲気づくりをし

なければいけないし、また、お願いもしなければいけない、こんなふうに思って

おります。

とは言いましても、官主導にならないような形で、どういうふうにやっていく
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かというのは、なかなか難しいところで、これからいろいろと工夫をしていかな

ければいけない、そのように思っております。

ですから、額賀大臣の方で案をお考えだと思いますので、お願いします。

（額賀議員） わかりました。

いろいろなご意見をいただいたわけですけれども、総理は日程があると思いま

すが、総理のいる間に…。

今のご議論を踏まえまして、それから、先ほどの総理のご挨拶もありました、

その中で、この諮問会議では、全体的な経済運営の方針について議論をするわけ

ですけれども、当面こういう景気状況ですから、どういうふうに景気判断をして

いくのか。それから、短期的には、当面、来年度の予算編成のことも睨んでいか

なければならないものですから、景気状況に合わせてどういう予算を考えていく

のか、歳出に伴う重点分野はどうなのか、そういうことも含めた予算編成の基本

方針を作っていくこと。それから、経済状況に応じたマクロ政策。それから、宮

澤大臣がおっしゃったような税とか、社会保障とか、財政再建とか総合的な中長

期的な経済財政運営をどうしていくか。そういったことをこの中で議論をして、

総理大臣に具体的に建言をしていく。そして、閣議決定をして各省庁に政策実現

に向けて行ってもらうというのが基本的な流れだと思っておりますので、我々は、

責任と使命を感じながらやらせていただきたいと思っております。

大枠としては、そういうことでよろしいでしょうか。

（奥田議員） １つお願いしたいのは、今度の経済団体の統合の問題。あの問題も、

出てきた本当の問題は、社会保障を、要するに経団連は過去、あまりそこへ力を

入れておらなかった。日経連はそれに対して、別の観点から社会保障問題をやっ

ていて、そこが抜け落ちていたというのが非常に大きな問題です。だから、宮澤

議員からも今お話がございましたが、社会保障問題に関わる大臣はここに入って

もらった方がいいのではないか。

それは、いろいろあったという話は新聞で聞いておりますが、社会保障という

のは非常に大事な話であって、これをうまく整理しないと、短期的にも中期的に

も日本というのは問題になる。そう思いますので、ぜひそこらはお考え願いたい。

（福田議員） この設置法で、法律で 10 人と決まっています、議長以外。そういう限

定された数の中で、そのお話もございまして、どうしようかと考えたのですけれ

ども、臨時議員という制度があるのです。ですから、毎回でなくても、社会保障

を中心として議論するようなときには、ぜひお出でいただくということはできる

のです。そのようなことでどうでしょうか。

（奥田議員） 結構です。

（森議長） 法律だから改正したっていいじゃないかと言う方もありましたけれども、

いっぺんもやらないうちに法律改正しては、これまたキリのない話。

（福田議員） そうしますと、国土交通省も公共事業だから必要だとか、みんな出て

くるわけです。だったら閣議で決めればいいじゃないか、民間議員も増やさなけ
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ればいけない、そうしたら大会議になってしまうということで、ざっくばらんに

いろいろな意見を出していただくという雰囲気がなくなってしまいます。ですか

ら、今のところは、その臨時議員でいこう、こう考えております。

（森議長） 事前の準備だとか、そういうことを踏まえて最初に１回目の会議をやれ

ばよかったのかもしれませんが、今日はちょうど１月６日の中央省庁再編のスタ

ート日でありますから、むしろ、この日に最初の顔合わせをした方がいいだろう

ということで、何ら準備とかいうものなく、こうして顔合わせだけをさせていた

だいたわけですが、大変ご高見を承って参考になりました。

私、明日、出発するものですから、今与党の幹事長を呼んでおりまして中座を

いたしますが、最初に今日のこの日に、この会議を開いたということに意義があ

るわけであります。

当初は、今月の 18 日を予定しておりましたので、もう１回、今月の 18 日に開

かせていただきたいと思いますので、それまでにいろいろお考え、議事の進行、

運営とかいろいろございましたら、額賀さんの方にご指導いただければと思いま

す。

○当面の経済運営について

（奥田議員） １つ、総理にも、額賀さんにも。この議題に出ていますけれども、要

するに景気回復が優先なのか、構造改革が優先なのか、それをはっきりさせてく

れという話が民間ではもの凄くあるわけです。ですから、今日、記者会見される

ときに、恐らく記者から、そこのあたりはどうなったのですか、という話が出る

のではないかと思いますが、それに対してはどう答えられるのですか。

（森議長） 昨日の経済４団体でも、私は明確に申し上げていますし、今日もこのこ

とを申し上げております。日本の新聞というのは一方的にバーッと走ってしまい

ますので、ここで景気の問題よりも財政再建の方に少し工夫すべきだということ

を少し誇張されると、そういう流れになってしまう。

皆さんも、経済の現場におられますから、その結果がどういうことになるのか

ということもよくおわかりだろうと思います。

経済同友会の会合に一度お伺いしたときに申し上げたのですが、財政再建を取

り組めと、小林さん以下皆さんがおっしゃっていましたけれども、個々に聞くと

「まだ早いですよ」と皆さんおっしゃるわけで、我々としては大変苦しいところ

です。

私の気持ちとしては、内閣としては、これは財務大臣としても、当初予算編成

のときからも全て景気を完全に回復基調に乗せることに全力投球をしていくとい

う姿勢は、何ら変わっておりませんし、今変えるつもりはないということを申し

上げておきたいと思います。

（額賀議員）	 それでいきたいと思います。そして、経済構造改革をすることによっ

て、本格回復に乗っていくだろうという考え方だと思います。
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（牛尾議員） 構造改革の方向で景気対策を考える。

（片山議員） １つだけというのは、よくない。構造改革、財政再建を視野に入れな

がら、その準備のレールを引くべきだ。

（牛尾議員） 就業者の問題や、宮澤大臣のおっしゃる家計消費の問題は、数字がは

っきりしていないです。家計の実態というのは相当変化しているのに掴みきれて

いないので、これもどうしたらいいかという準備作業を事務局でやってもらった

ものを次回に出してもらうことが大事だと思います。

（宮澤議員） 総理大臣の演説がいつになるかにもよりますが、かなり遅いとすれば、

この会議はそれよりも前にもういっぺん、やや前広にやれれば、そういうことが

できるのではないかと思います。

（森議長） 演説もございますし、国会が非常に大事なことになります。タイミング

としてはこの会議は有益…。

（牛尾議員） もう１つは、ダボスにいらっしゃると、総理のスピーチは世界中にパ

ーッと広まるわけです。また、これはある程度広まらないと、行った値打ちがあ

りません。国会の前に広まるのだけれども、その辺のところは難しいところです

ね。

（森議長） それでは、先に失礼いたします。

（福田議員） 次回までに、いろいろ材料を用意しなければいけないというのであれ

ば、その用意をしてくれる事務局の人に入ってもらいますか。そして、今のこと

を皆さんの前でお願いしておいたらどうでしょうか。

（額賀議員） わかっているから、いいですよ。

（福田議員） 大丈夫？

（額賀議員） 家計と雇用の…。

（片山議員） 入れない方がいいですよ、それで通した方がいい。

（額賀議員） 今、お手元に海外経済と株価の動向、それから設備投資、生産の動向

という資料を出させていただきましたが、これは日銀の短観とか大蔵省の法人企

業統計、それからアメリカの株式市場あるいは金融政策等々の変化を踏まえて、

先生方のご議論をいただきたいと思って、一応資料を出させていただいたわけで

あります。当初、説明もしようと思ったのですが、時間もないので、この３点に

ついて、ご意見なり見方なりがあれば聞かせていただければありがたいと思いま

す。

（牛尾議員） 資料４の１ページ目以下は私が資料を提供したのですが、１枚目と２

枚目に入っていますけれども、株が下がったといっても、一番上の段はいわゆる

オールドインダストリーを中心としたニューヨークダウやＴＯＰＩＸは、大体 15 、

16 ％しか下がっていないのです。その次の段が、いわゆるＮＡＳＤＡＱ、ＪＡＳ

ＤＡＱ  、ドイツＮＥＷ Ｍarket 、これは 60 何％下がっているわけです。第３が、

アジアＮＩＥＳ、これも大体 50 ％下がっています。階層的には非常に違ってくる

ので、一概に「株が下がった」という言い方はとても危険だということが、この
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表でおわかりいただけると思います。

官房長官に特にお願いしたいのは、115 円、116 円になる円相場ですが、日本の

実力からいったら、高すぎる円高が本当は是正されているわけです。新聞は「日

本、売り・円安」と書くわけです。これは「過大な円高が適正に是正されて市場

は歓迎」というふうに書かせないといけないのに、「日本、売り、株・円安」と書

くわけです。それは、もちろん下がっている分には構わないけれども、その辺の

メッセージの送り方がちょっと良くないのです。円が強くなると、日本が強くな

って「日本、買い、円高」とは書かないのです。

（福田議員） 財務大臣が毎日、記者会見でコメントしています。

（牛尾議員） 円高是正は、市場は歓迎しているのです。

自国の経済を悪しざまに踏みにじって書くというのは、日本の新聞だけです。

（速水議員） 民間の需要が主導して緩やかな景気回復が起こっているということを、

この前、10 月の終わりにシナリオとして発表しました。その際に、海外経済や市

場動向の２つのリスクを挙げたわけですけれども、今の状況というのは、私ども

が考えたそのリスク要因、これから注意深く見ていく必要はあると思うのですけ

れども、最初に申し上げた「民間需要主導の緩やかな回復が続いている」という

景気認識は、私、変える必要ないように思うのです。

米国経済は、確かに減速してきていますが、ＦＥＤのああいう措置でソフトラ

ンディングに導いていけばいいと思います。ただ、アジアの米国向けの輸出の伸

びが止まってしまっていますから、その裏にどういうことが起こっているのかと

いうことは、当面よく注意していく必要があろうかと思います。

日本の株も下がっていますけれども、マインド的にはかなり暗くなることは間

違いないですが、企業の収益は、私どもの 12 月の短観でも伸びていますから、そ

んなに心配することはないと思うのです。先ほどおっしゃったように、各国みん

な、ＩＴ産業の調整で下がっているのだろうと思いますから、もう少し見ていて

良いのではないかという感じがいたします。

（吉川議員） 一言申し上げます。配付資料３番目の設備投資ですが、設備投資が好

調というのは、ご承知のとおり現在、製造業。そこのキーワードはＩＴです。日

本の設備投資というのはＩＴをつくる方、ＩＴプロダクションの方で今、製造業

中心に日本経済を引っ張っているわけです。

ＩＴユーザーというか、ＩＴを使う裾野の方の非製造業が、先ほど牛尾議員が

言われた問題なのですが、ＧＤＰ付加価値ですと７割ぐらいが今非製造業、設備

投資ですと３分の２が非製造業ですが、この非製造業の方が日本は長く調子が悪

い。そのためＩＴのユーザーまで裾野が広がっていかない。

逆にアメリカ経済の方を見ますと、ＩＴユーザーがものすごく引っ張って行っ

ているわけです。ですから、製造業、物をつくる方のＩＴ設備投資が日本経済を

引っ張ってくれているところから、非製造業の方にいかにバトンタッチするかと

いうことが課題です。規制の問題もあるかもしれませんし、そこで財政が役割を
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果たし得ると考えます。いずれにしても、ＩＴをつくる製造業から、いかに非製

造業にバトンタッチをさせていくかということが、2001 年日本経済の大きな課題

だと考えております。

（奥田議員） この表で、統計の数字のことで、消費というと百貨店・スーパーとい

う分け方がしてある。百貨店・スーパーというのは、要するに構造的にどんどん

悪くなっている。ですから、百貨店・スーパーが落ちるのは当たり前の話で、そ

の２つだけが取り上げてあって、その下にある、伸びているコンビニの数字は全

然出てこない。あれはどこの数字か知らないけれども、あれは直してくれた方が

いいと思うのです。欄が２つしかないですよ。

（額賀議員） おっしゃるとおりです。百貨店とかスーパーは実態を反映していない

面があります。

（牛尾議員） ディスカウントストアも入っていないです。今、そこが一番伸びてい

るのです。

（奥田議員） あれを見ると、消費は全然だめか、こういう感じになりますね。

私、コンビニの数字を、不勉強で、これで初めて見たのですけれども、やはり

入っているんですね。

（額賀議員） コンビニは、２年ぐらい前から対象に入れたのだと思います。

統計の問題は、先ほどの消費、雇用だけではなくて、実際の経済の中身が、製

造業からサービス業に移っている中で反映をしているのかということに、非常に

懸念されるところがありまして、これはみんなが問題意識を持っていまして、こ

の前も経済審議会か何かの会合で、何人かの経済界の人から指摘された問題です

ので、内閣府には先週、私も、ちょっと考えてみたらどうだということを言って

いるところであります。

さて、大分時間も経過したのですけれども、先ほど総理がおっしゃいましたよ

うに、今日は、中央省庁再編のスタートの時に、国民の皆さん方が関心を持って

いる経済財政諮問会議の第１回目の会合が開かれたということは、大変有意義な

ことであったと思っております。なおかつ、役所の書いたシナリオどおり動いて

いるというイメージを払拭しようと思って、議員の皆さん方だけで、ご議論いた

だいたわけですけれども、そういう基本的な考え方を持って、我々の間で十分に

議論をして、先ほど申し上げておりました景気判断とか予算編成の基本方針重点

事項、そして中長期的な経済財政の運営方針等々について、第２回目が１月１８  

日の午後ですけれども、今後のスケジュールとかテーマについて、各先生方に問

題意識を持っていただいて、また勉強というか、今までの経験を踏まえてご議論

いただければありがたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

何もなかったら、これで終わらせていただきます。長い時間ありがとうござい

ました。

（以 上）
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