
平成 13 年第２回 議事録


経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 13 年第２  回）

(開催要領）  

1．  開催日時: 2001 年 1 月 18 日( 木) 16:45～18:22 

2．  場所: 官邸大食堂

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．  議事

(1) 景気の現状について

(2) 今後の進め方について

(3) その他

3．  閉会

（配布資料) 

資料 1 第１回経済財政諮問会議議事要旨

資料 2 景気の現状について

資料 3 牛尾議員配布資料

資料 4 奥田議員配布資料
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（本文）  

○  第１回経済財政諮問会議議事要旨について

（額賀議員） それでは、定刻になりましたので、ただ今から第２回経済財政諮問会

議を開催させていただきます。本日は大変お忙しいところを御参集いただきまし

て、ありがとうございます。

（報道関係者退室）

（額賀議員） それでは、まず本日の議事の進行について御説明させていただきたい

と思います。

本日は「景気の現状」と「今後の進め方」について、御議論をいただければあ

りがたいと思っております。

それに先立ちまして、前回の諮問会議議事録について、お諮りをさせていただ

きたいと思いますけれども、前回会議終了後、議員の皆様方の御協力、御了解を

得まして、議事要旨及び議事録をとりまとめたところであります。短いスケジュ

ールにかかわりませず、迅速な対応をいただきましてありがとうございました。

議事録につきましては、運営規則第８条の規定に基づき、会議終了後４年を経過

後公表する予定でございますので、それまでは取り扱いに厳重に御注意をいただ

きたいと思っております。それぞれの先生方に自分の発言について、お渡しをし

てあると思っております。

○景気の現状について

（額賀議員） それでは、「景気の現状」についてから御議論をいただきたいと存じ

ますが、まず、内閣総理大臣、議長である森総理からお願いをいたします。

（森議長） それでは、諸先生方、御多用の中を引き続きありがとうございます。

経済財政諮問会議にとりまして、景気を着実な自律的回復軌道に乗せることが

重要な課題であると考えております。こうした観点から、絶えず変化する景気の

現状を遅滞なく的確に把握することが適切かつ効果的な経済財政政策の実施の前

提となるものであり、極めて重要であると考えております。

景気の拡大テンポが低下してきております米国経済、このところ下落基調で推

移してまいりました株価等、足下の状況につきましては、懸念要因がやや顕在化

しつつあるようにも見受けられます。

こうした動きを含めまして、現在の景気をどのようにとらえるべきか。議員の

皆様におかれましては、活発な御意見を頂戴し、御議論をいただければ幸いでご

ざいます。今日はよろしくお願いを申し上げます。

（額賀議員） ありがとうございました。

各先生方のお手元に資料２ということとで「日本経済の現状」という資料が配

付されていると思います。これは海外経済の動向、株価の動向、設備投資及び生

産について先生方に御議論いただくための要点あるいは資料として配付をさせて

いただいたわけでございます。

まず「海外経済の動向」の２ページ目であります。先生方すべて御存じのとお
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りでありますから、詳しい説明は抜きにいたしますが、アメリカ経済は急に減速

下に入っておりまして、これがどういうふうにソフトランディングされていくか

ということが関心の的になっていると思います。

それから、３ページ目でございますけれども、アメリカ経済の足下では消費者

の態度、これは点線です。これが非常に慎重になっているということ。これは右

のグラフで見るものです。

黒線は、企業の役員の皆さん方に対するアンケート調査で、これが左側のグラ

フの目線で見るわけでありますが、50 から下がっていると非常に慎重な見方をし

ているということであります。急速に下がっている傾向が出ているわけでござい

ます。

４ページ目でありますが、これは年初それぞれ公定歩合、フェデラル・ファン

ドレートを引き下げたことであります。

それから、御存じのとおり「インフレ警戒」から「景気低迷警戒」に政策の目

標を変えて、今後どういうふうに金融政策が対応されていくか注目されるわけで

ございます。

５ページ目でありますが、これは日本とアジアとアメリカの相互依存関係であ

ります。日本もアメリカとアジアに関係が深いし、アジアは日本とアメリカに関

係が深い。アメリカ経済の動向が注目される所以である。

７ページ目は、日米の株価の状況がグラフで示されております。これは御存じ

のとおりでございます。日本の株価は、ＮＡＳＤＡＱと連動する形で動いてきた

という傾向があるかと思います。

８ページ目でございますけれども、これは日本の株式市場のプレーヤーであり

ますが、白いのが外人です。2000 年の４月から外人が売り越しになっているとい

うのが顕著に表れている証拠であります。

９ページ目は、最近の対ドル円相場の下落傾向の状況でございます。本日は119 

円03 銭という形でございます。

11 ページは、設備投資は増加傾向にあるということでございますが、今回、99 

年の２四半期が起点になって、黒く太い棒線がその動きを示しているということ

でございます。前回の景気回復局面を上回るテンポで、伸びていることは伸びて

いるということでございます。

12 ページ目でございますけれども、これは、どういう業種が設備投資が伸びて

いるかということでございますが、ＩＴ関連が牽引的な役割を果たしているとい

うことでございます。

13 ページでございますが、これは日銀短観で設備投資の状況を見たところでご

ざいます。一番左の上は、12 月調査は９月調査よりも上方修正されている。右側

は建設受注は減少し、機械受注は増えているということです。左下の非製造業は

緩やかに伸びてはいるけれども、まだ勢いがない。

14 ページでございますけれども、鉱工業生産はテンポが緩やかに伸びているこ

とは伸びている。しかし、最近は、例えば10 月では予測が3.4 ％増に対して実績は
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1.5％増。11 月は、予測は0.1 ％増に対して、実績は0.8 ％減というように、予想よ

りも実際の動きの方が緩慢であるということが見られております。

今、株価の動向とか設備投資の動向とか海外の動向について簡単に御説明をさ

せていただきましたが、今後、外需をどういうふうに見ていくのか、あるいは株

価の下落傾向が企業マインドにどういう影響を与えていくのか、あるいは消費者

にどういう影響を与えていくのか、注目されていくと思いますけれども、各先生

方に自由闊達に御議論をいただき、現状の、あるいはこれからの景気の見通し、

景気認識について意見を交換させていただきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

（牛尾議員） 私は資料３に簡単な資料を添付しておりますが、第１番目に書いてあ

ります「株価低迷による金融問題」、あるいは株式市場と金融情勢を巡る経済情

勢についての現場からの感覚を、ちょうど経済同友会で諮問委員会あるいは金融

懇談会に出席する機会がありましたのでいろいろな議論を聞いてまいりました。

やはり日本の場合は、まだ個人の株式の保有が非常に少ないものですから、資

産効果による景気の低迷は個人においては、それほどではないんですが、企業に

おいては影響があります。勝ち組の企業、良い企業はほとんど影響はないと思い

ますが、限界企業とか限界的な金融・サービス業においては、担保力の低下によ

りやや深刻な状態があるかもしれない。

しかし、一番大きな問題は株式の持ち合いが急ピッチに解消されていることで

す。金融機関の方が持ち手で、相手は100 社くらいですから、どんどん売却してい

くということに対して、金融機関の代わりに誰が肩代わりをするかということが

非常に難しいのです。アメリカでは、日本と比べて個人の株式所有のシェアは高

いことに対して、日本では、個人の株式所有のインセンティブをつけるために、

二重課税になっている配当に新たな対策が必要となっている。残念ながら、郵貯

の金がリスク・マネーとしての証券投資に入ろうというときに、証券会社の資産

運用能力の未熟さにより、集めた投資信託の多くが基準価格を下げて投資家に損

害を与えてしまったことが、非常に株式相場に対する失望感を与えました。

これは、これからまた、もう一度こういうチャンスがきたときには、投資信託

や株式投資が、例えばローリスク・ミドルリターンで収益を上げ市場に信頼を取

り戻す必要があります。残念ながら、前回の９月から１月くらいのラウンドでは

ほとんど成功せず、リスクマネーから郵貯に戻りつつあります。

もう１つは、資料の３の２ページ目に、ＥＳＯＰを日本へ導入するという問題

提起をしています。

これはわかりやすく言えば、今度法案が通るであろう401K の株式の買付けを自

社株だけにするという案なのです。これはアメリカでは非常に今、流行っており

まして、これは1974 年くらいからあります。参考資料の中の一番最後のページに

非常にわかりやすく書いてあります。「米国ＥＳＯＰ日本への導入」という資料

の７ページをご覧になると、真ん中にＥＳＯＰ制度によってシアーズ・ローバッ

クは、何と15 ％が従業員持株制度になっている。例のユナイテッド航空の従業員
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による会社買収というのは、実は、このＥＳＯＰを使って55 ％を持っている。こ

れは、大体401K と同じように、毎年収入の15 ％くらいを会社が自社株取得の経費

として税制が認める、1,000 万もらっている人に対しては、150 万円は自社株買い

に回して、その社員が退職するときに渡すという制度です。

自社株が下がったときに、どっと10 年分くらいをローンにして買ってしまう場

合もあります。資料記載のとおり、どちらかと言えば、業績が余り良くなくて、

従業員の数が多いところでは非常に有効に効くわけです。日本の体質には、401K 

の自社株買の形を取るＥＳＯＰの方が適していると思います。クライスラーの時

もそうでありますが、信託に預けたＥＳＯＰが、10 年分くらいのローンを組んで、

安いときに一挙に買ってしまう。そして、後で順番に返していくという方策で自

社株を買うという制度です。

７ページの下に書いてありますように、アメリカでは、公開企業の10 ％の株数

をＥＳＯＰがシェアとして持っている会社が62 ％。11～30 ％持っている会社が

34 ％。31～50 ％持っている会社が３％という高い数字を示しておりまして、銀行

の持ち合い株の受け皿としては、１つの方法だと思います。これは、どこの省庁

が担当するのか見当がつかないのですが、是非検討してほしいです。

これは、性格的には厚生労働省の年金にも絡む点で、年金風に議論する必要も

あるのですが、金融庁という気もするのです。経済同友会がいろいろ研究した結

果、米国ＥＳＯＰ方式を401K の例として、特別枠でつくっておくと、どちらを取

ってもいいという結論になりました。

この分厚い方の資料の２ページをご覧になると、自動車会社などは401K と並用

していますから、自社株が56 ％で、あとはいろんな投機的な株を買っているとい

う結果も全部ここに出ております。アメリカでも結局、個人の株というのは、Ｅ

ＳＯＰ、401K 等の制度で買わしているのであって、アメリカの個人が株好きで、

日本の個人が株好きでないという話ではないようだということが、実はわかって

きました。経済産業省で検討してもいいが、どこで検討するのかという問題は額

賀大臣の方で１回よく議論をして、検討されると面白いと私は思います。

しかしながら、株式市場に関して、株式市場を支えるためにすぐ出動しろなど

という議論が自民党などにも一部出ておりますけれども、ほとんどの論調は、各

大臣のメッセージも経済団体のメッセージも、市場に直接介入することは良くな

いということになっているということは、２、３年前の３月に比べると、大変に

日本のこのようなものに対する見解も成熟をしてきたと、私は進歩の度合を見て

非常に感銘を深くしているのです。ただ、この機会に、株式市場を巡る制度をで

きるだけ完備することは大事だと思います。

更に調べますと、アメリカでは金庫株とＥＳＯＰが並行して使われている。金

庫株という翻訳は、私は余り好きじゃないので、交換株とか財産株という言い方

をしたいと思っています。

日本の場合はインサイダー関連法が明確に整備されてないので、金庫株的なも

のは買収には使えるけれども、キャッシュ化することは、よほど注意しなければ
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いけないと思っております。金庫株とＥＳＯＰというものを並行するという発想

を、当面の株式市場と金融問題の一案として御提案を申し上げたいというのが１

つです。

以上であります。

（奥田議員） 私から少し申し上げたいんですが、最初に株価の下落でございますが、

今のところ、この数日止まっておるという状況で、持ち直しておりますけれども、

３月に向かって、もしこういう下落動向が続けば、金融不安の再燃とか、あるい

は景気の後退、これが出てくるということで、悪循環に陥る可能性がある。そう

いうことで、是非株価下落については何らかの対策を取らなきゃいけない。これ

ははっきりしたことだと思います。

各方面から具体的な株価対策について、いろいろ提案がなされておるというこ

とはよく知っておりますが、それについては申し上げませんが、私は一番大事な

ことは、いずれにせよ政府としてこの問題に対して果敢に、今後、短期もそうで

すが、中長期的に取り組むという姿勢を世間に対して示す、国民に対して示す、

こういうことが非常に重要なんじゃないかと思っております。

ともかく、売ろう売ろうと思っている勢力がたくさんおるわけですから、やは

り売る勢力に対して、それを止めるということが大事だし、持ち合いの問題につ

いては、今言われましたＥＳＯＰの話とか、あるいは金庫株、経団連も昭和43 年

から一貫してこの金庫株のことについては導入を求めておる。

しかし、そのときの目的というのは、敵対的な企業買収への防衛ということで

昭和43 年から言っているわけです。たまたま、それが今後こういう問題が起こっ

てきて、株の下落を止めるというためには、これも使えるぞということで、この

金庫株の問題が出てきたと考えておりますし、また、経団連の理解もそうだと思

います。

今のＥＳＯＰの問題もそうですけれども、いずれにしろ、この金庫株もそうで

すが、企業にお金がなければ、株は買えないわけです。それだけ潤沢な流動性と

言いますか、キャッシュを持った会社が日本にどれだけあるのか。それが１つの

問題点であって、キャッシュがなければ買うにしても買えない。ＥＳＯＰについ

ては、どこからか金を借りてきて、その金でＥＳＯＰをやろうという話も聞いて

おりますけれども、私は正直言って、本当に一番大事な話は、正統派で補正予算

の早期執行と、それから13 年度の予算を一刻も早く成立・執行するということは

一番大事な話であって、これを支えると言いますか、それまでの間は、政府とし

て、もし株価の下落というのが起これば断固たる処置を取るとか、あるいは対策

がありますよと。そういうものを国民に対して見せるということが非常に大事じ

ゃないか、そういうふうに思っております。

それから、外需の面でございますが、私、数字はたくさん持っていないですが、

自動車について言いますと、実は去年の10 月辺りから急速に悪くなってきており

まして、特に米国市場は10 月辺りから、年率換算で1,600 万とか1,700 万という数

字は維持しておったんですが、それまではほとんどインセンティブも割引もなし
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で車は売れておったわけですが、10 月以降はインセンティブを付けなければいか

ぬとか、あるいは割引をしなきゃいかぬとか、条件的には非常に悪い中で、1,600 

万台とか1,700 万台という水準を維持してきた。

ところが御存じのように、今年になって、あるいは去年の終わりごろから。Ｇ

Ｍ辺りは工場のシャット・ダウンとかレイ・オフをどんどん始めているというこ

とで、自動車市場についての懸念材料は結局、株価の低迷ということが言われて

おりますけれども、国民の株を持っている比率が非常に高いものですから、株が

落ちたものだから、相当ディスカレッジされて車を買わないということで、今、

急速に減速しつつあるし、アジアの方も、１月の数字などを見ていると、出足は

余り好調じゃないということがありますので、外需については非常に注意をして

いかなければいけないだろう。特に、アメリカの経済について注意をして見てい

かなければいけないだろうと思っております。

それから、日本ということですが、今の相場でいきますと、輸出企業にとって

は有利になっております。

それから、車そのものもアメリカの車は売れないけれども、日本の車は売れて

おる。これは昔あった燃費問題とか、ガソリンの高騰とかによって、経済的な日

本の車が売れて、向こうの車から先に落ちてくるという傾向が出てきておるんじ

ゃないか。そういうふうに見ていまして、自動車の摩擦については、摩擦とは言

わないにしても、何か対応をしていかなきゃいかぬだろうと、そういうことは考

えております。

（平沼議員） 今、円安と株安というのが非常に大きな問題になっていると。こうい

うことでありますけれども、私どもとしては、例えば株安を考えても、昨年末か

ら年初にかけて、アメリカのＮＡＳＤＡＱが大赤字を出したということではなく

て、高めに利益を設定していて、その下方修正をして、それにつれて日本が株安

に走った。日本の経済のファンダメンタルズというのが、これは設備投資も堅調

ですし、また、企業の収益性も回復してきている。したがって、私は株というの

は投機で走りますから、日本の経済の実力をそのまま反映しているとは見ていな

いわけであります。

しかし、株価が大幅に下落をしたら、日本の経済に対して非常に大きな、甚大

な影響がありますから、今、いろいろＥＳＯＰでありますとか、あるいはまた金

庫株、こういう御指摘がありましたけれども、私は例えば金庫株というのは、株

の上昇につながる方策ではない。株価の安定には資する可能性がありますけれど

も、御指摘のようにインサイダー取引をどうやって担保するかとか、そういう問

題がある。

そういう中で、これからの非常時に備えてリストアップをして対策を講じる、

そういうことをやっておく必要がありますけれども、マクロで見れば、昨年12 月

末にとりまとめた経済の構造改革を進める。こういうことを徹底的にやって、企

業を取り巻く環境を良くしていって、企業の収益性だとか、企業の力を高めると

いうことを王道として、着実に私は産業新生会議であれだけ議論をしてまとめた
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わけですから、そういうことに取り組んでいくことが筋だと私は思っております

し、そういう意味で経済を司る我々として、そういう面に関して考えていくべき

だと。

それから401K に関しましては、この通常国会で、これはプライオリティーを与

えて、真っ先にこれはやって、アメリカの株があれだけ上がったということは、

やはり確定拠出型年金の資金が株式市場に入って、それが非常にパワーアップに

つながったということがありますから、これはやはり私はやっていかなければな

らない問題だと。

そういうことで、私は今の日本のポテンシャリティーから、今のファンダメン

タルズから言って、株価というのは、それほど、財務大臣が市場の自主性に任せ

るべきじゃないかという、そういうニュアンスの御発言がありましたけれども、

私はそれが筋じゃないかと思っています。

（速水議員） 景気の判断で前回以降のことをちょっと述べさせていただきたいと思

うんですが、前回、申し上げましたとおり、来年度に掛けて私どもが持っており

ます標準的なシナリオと言いますか、民間需要主導の緩やかな回復の範囲内の動

きであるということは、現在も続いておると思います。

同時に、前回申しましたリスク要因として、海外情勢がどう変わるか。それか

ら、内外資本市場の動向がどういう影響を与えていくかということについては、

かなりの動きもあったわけで、これからも注意深く見ていく必要があると思いま

す。

今回の海外事情、米国経済がスローダウンというのは、ちょうど私、６日の日

にここが終わってからすぐ成田に行きまして、ＢＩＳ、バーゼルの定例の総裁会

議がありまして、連休２日間、10 か国の総裁方や、主要国の総裁方、欧州中央銀

行の副総裁、総裁と一緒にいろいろお話をして、私が得ました印象をちょっと言

わしていただきます。

いずれにしましても、アメリカのＦＲＢが非常にタイムリーに引き下げをやっ

たということは、これでソフトランディグの可能性が非常に強くなってきたとい

うふうに見ていると思います。

成長の持続性という観点からは非常に望ましい政策であったと思いますが、米

国経済のスローダウンは、アジア経済を通じる間接的な影響を含めまして、日本

経済にマイナスの影響が出てくる可能性があるということ。実際、このところ東

アジア各国の輸出の伸びが鈍化しておりまして、それを気にしている人達がおら

れました。

結果として、私、そういう中にいて私が得ました印象は、アメリカは１－３月

は減速するだろう。しかし、１年経って年を均してみると、２、３％の成長は可

能であるという印象を持ちました。皆さんもそういう感じを述べておられる方が

非常に多かったと思っております。

もう１つの内外株式市場の不安定な動きにつきましては、これは企業・家計の

コンフィデンスが悪化してきておりますし、金融機関のリスクテークの能力が低
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下していくということは問題だと思います。確かに景気回復の流れに支障を来し

ますが、今のところ私も余りいろいろ手を加えないで、市場に任せることが、今

は企業の収益が二元化はしていますけれども、総じて良いわけですから、余り当

局が手を加えることはよくないという感じは持っております。

そのことでちょうど奥田さんのところは、2,500 億の買いをやられたというのは、

非常にびっくりしましたし、何を考えておられるのかなと思ったわけなんですが、

ちょっと調べてみますと、やはりこれは株が多過ぎるという御判断で、配当を減

らしたり、配当を節約したり、あるいは株価を上げていくということ。それで自

己消却をやっていくということは、非常に良いことだな。非常にタイムリーに手

を打たれたな、という感じがしてならないんです。

これはやはりグローバルな判断から、こういうことをおやりになったんだと思

うんですが、その時に私調べてびっくりしましたのが、トヨタの株というのは、

間違っていたら教えてください。37 億株というのは、アメリカの自動車３社の株

より多いんですね。株数でいっても、アメリカのフォード、クライスラー、ＧＭ

の３つを足しても34 億株なんです。時価で計算しましても、昨日の時価ですけれ

ども、15 兆円くらいトヨタさんは持っていらっしゃる。ビックスリーを足しても、

それよりちょっと下というところなんです。これはちょっと私考えていなかった

ことで、非常に他の企業、私も80 年代、民間におりましたから感じるんですけれ

ども、あの頃バブルの初めの時に、随分転換社債といったようものがほとんど無

コストで出せたんです。そういうのでどんどん証券会社も出せ出せと言って、そ

れで随分仕事を作られたことを記憶しておりますし、やや株が多かったというお

感じを持って消却されたんじゃないかと思うんです。

金庫株ということになりますと、インサイダー売買の懸念が付きまとうに違い

ないと思いますし、その時は良くても、後にいろんな問題が起こってくるかもし

れない。アメリカのように強力なＳＥＣがよく見て、厳しいルールを作っていれ

ばいけるんでしょうけれども、その辺のところ、アメリカはむしろ今、企業は減

資の方向に向かっているということを聞いておりますけれども、むしろ減資をす

ることによって、配当金のコストをセーブしたり、あるいは合併の時に、金でな

くて株を渡したりということをしていることを聞いておりますけれども、日本は

そういう意味でも、やや過剰株があるのかなという感じがしないでもありません。

そういうことを勉強させていただきました。いずれにしても、トヨタさんがやら

れたことは、非常にすばらしい御判断だと思います。

ここ２、３日は株も戻してまいりましたし、もう少し様子を見ていく必要があ

ると思いますけれども、明日、私どもの方で、日銀の金融政策決定会合が開かれ

ますので、こういった海外経済及び証券市場のリスクを入念に点検して、民間需

要の自律回復力、それの持続性、その下での物価動向といったようなことについ

て討議したいと思っております。

とりあえず以上、景気のことを申し上げさせていただきました。

（吉川議員） ３つほどコメントさせていただきたい。１つは株価であります。私の考
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えは、先ほど経済産業大臣が言われたことに近いものであります。株価が低いと言

われるわけですが、それを仮に上げるとした場合の抜本策は、やはり経済が強くな

るということに尽きると考えております。金庫株につきましては、既に何名かの方

が同じようなことを言われたと思います。そもそも株式会社が株主の利益のために

行動しているとすれば、金庫株が株主の利益に資するのは次のような場合のみです。

すなわち事業をやっている企業が、長期的に見たファンダメンタルズからすれば、

自分の会社にはこのくらいの価値があると考える株価よりも、何らかの理由で市場

価格が低くなっている、言ってみれば「逆バブル」のようなことが発生していると

いう時には、自社株を購入して金庫株とすれば、企業は長期的に株主の利益に資す

るということになるかもしれません。しかし、株価が低いこと、それに対処する対

策としての抜本策とは到底思えないというのが、私の考えです。いわゆるＰＫＯ等

は、論外という考えを持っております。

２番目は、景気の現状ですが、設備投資の動向が重要だと思います。日本経済の

牽引車は、ＩＴ関連の設備投資と考えているからです。設備投資に関連した統計と

しては、今日の配付資料にもありますが、機械受注の統計というのが月次でありま

す。一昨日、11 月のが出ました。基本的には増勢を続けているというのが正しいの

だと思いますが、詳しく内訳を見ますと、全てが明るいわけではない。経済成長率

の材料になる、いわゆるＧＤＰベースの設備投資に半年くらいこの機械受注は先行

するわけですが、これが現在、増勢にあるわけですから、今年度、つまり１－３月

くらいはＧＤＰの方も設備投資が上げるファクターだということになるでしょう。

しかし、夏以降については、まだわからない。その点で受注統計を内閣府の方でも

重視されているんだろうと思いますが、私も注意深く見ていくことが必要だと考え

ております。

３点目は、外需あるいは米国経済との関係です。先ほど総裁がおっしゃったよう

に、アメリカ経済はソフトランディングの可能性が大きいと私も思っております。

しかし、たとえそうだったとしても、2000 年の５％くらいから、２、３％に成長率

が落ちるということは、これは懸念ではなくて、むしろ日本としては織り込むべき

ことだろうと思います。

アメリカの成長率が１％落ちたときに、輸出を通して日本の成長率はどのくらい

落ちるかということを、先日、内閣府の方々と勉強しました。アメリカの成長率が

１％落ちると日本の方は0.2 ％くらい落ちる。輸入の方も落ちますので、純輸出へ

の影響はもう少し小さいでしょうが、それにしても、アメリカの成長率が２、３％

落ちると、日本の成長率は０. 何％か、例えば0.2 ％とか0.3 ％くらいは落ちるとい

うことだろうと思います。

政府の見通しでは、平成12 年度1.2 ％、来年度は1.7 ％というふうに加速する。

0.5％加速するというシナリオを書かれているわけですが、外需のところの想定を

見ますとマイナス0.1 ％で、このシナリオが実現するということになっているわけ

であります。

しかしながら、アメリカ経済が２、３％減速すると、平成13 年度、外需はマイナ
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ス0.1 ％よりはもう少し大きいマイナス、つまりマイナス0.3 ％とかになるのではな

いでしょうか。いずれにせよ、外需のところが見通しよりは厳しくなるだろうとい

うことは、これは懸念というよりは日本として織り込むべきことではないかと思い

ます。

最後に外需と関係して、為替ですが、これは119 円ということであれば、日本経

済としては追い風であることは間違いない。マーケットで、こういう円安傾向が自

然な形で続いているということは結構なことなので、私はビナイン・ネグレクトと

言いますか、静観するのがよろしいのではないかと考えている次第です。

以上です。

（宮澤議員） 一度先生方のお耳に入れておくべきかと思って申し上げるわけですが、

７－９のＱＥが出ましたときに、それは12 月の10 日辺りでございましたが、７－

９はプラス0.2 ということで報告されておるわけであります。４－６が0.2 でした

から、プラス0.2 、プラス0.2 で、あとの２四半期はゼロでも、年間では1.5 という

ことが当時言われたわけであります。

しかし、実は0.2 というのは、たまたま法人企業統計が利用できませんために、

内閣府でゲスワークをやむを得ずやっているわけですが、実は設備投資は予想よ

り悪くて、経済成長率プラス0.2 というのは、実際マイナス幾らになるかというこ

とを、恐らく２月くらいにならないと正確には言えないんだろうと思うんですが、

実は、マイナス0.5 とか0.6 ではないかというふうに関係者は大体推測しておりま

す。

そうしますと、残りの話は、ゼロ。ゼロでも1.5 になるのではなくて、プラス0.5 。

プラス0.5 でようやく政府の言っている1.2 になるという、実はこの中に隠してい

るわけではないんですが、ＱＥの性格上、改訂があるのはわかっているんですが、

非常に大きな改訂があるというふうに今、考えておいた方がいいんじゃないか。

そうしますと、これはこれからの総理の国会における演説などとも関係するん

ですが、実はプラス0.5 。プラス0.5 、10－12 と１－３でやると、１－３はやれそ

うな気がするんですが、10－12 は、今の消費のあれなどから見ると、私はプラス

0.5というのは恐らく無理で、マイナス何かになるんじゃないかと、これは想像な

んでございます。それがわかるのは３月10 日頃でありますが、そうすると、１－

３に期待するものは大変大きくなって、１－３は大きいけれども、しかし、２つ

マイナスの後は相当辛いかもしれない。そうすると、1.2 というものが実はどうな

んだということに、その頃になってかなり深刻な議論になる可能性は大きいと思

います。

申し上げたかったことは、アメリカのこれからの落ち込みというのは、私も吉

川先生のおっしゃっているように、とにかく10 年上がってきたんですから、無理

もないと思いますし、そういうことも含めまして、消費が春闘までの間に少しし

っかりするかどうかは、なかなか問題だと思うものですから、設備投資そのもの

も、そういつまでも非常な勢いで休みなく続けられるかどうかわからないという

ふうに見ますと、これからの経済の展望というのは、かなりきつく見ておかなけ
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ればならないのではないかという感じがします。

そこで申し上げたかったことは、奥田さんは株の問題について、天下におっし

ゃっていらっしゃる時に、こんなものは本来いじるもんじゃないとおっしゃって

いて、そのとおりでしょうが、しかし、今日などを伺っていますと、しかし、い

ざという時には何かすることはしなきゃならないなということもおっしゃってお

られます。

私どもの党では、ちょうど今日から、言わばいざという部分でしょうか、そう

いう議論を始めたところなんですが、まだ、今日のことは聞いていませんが、そ

の中には、例えば等価交換みたいな、市場を通さないやり方があるかという議論

を多分しているんだろうと思いますが、これは恐らく商法はじめいろんな法律が

要ると思いますけれども、そういう考え方が党内でも大体コンセンサスに、仮に

なってきたということ自身、その実行は法律事項ではあっても、そういう動きに

なることは、私自身はこういう役所をしておりますので、新聞記者には肯定的な

ことを私は言わないことにしているんですけれども、そういう動きというのは、

やはりこういう際には止めないでおいた方がいいのかもしれないというような気

持ちが自分はしているものですから、ちょっと聞いていただきたいと思ったわけ

でございます。

（本間議員） 財務大臣の今のお話にも関係するわけですけれども、株価の問題に対

して、日本の資本市場の特殊性であるとか、税制であるとか、商法等の問題等、

従来議論をされてきて、長期的な課題として検討しなければならないよという認

識あるいは手段の特定化に関しては、議論がある意味では済んでいるわけです。

それがこういう時にまた突如として浮上して、その内容も昔の名前で出ています

というような形で繰り返して、喉元過ぎればほとんど何も変化していないままで

終わってしまうという日本的結末自身が、マーケットに対してどのようなインパ

クトをもたらすのかということの方が、私は若干気になっております。

したがって、議論をするということは、政策手段の多様性を政府がしっかり持

つことにつながること。そして、その気になればやれるということを、この際十

分に市場に認識させること。そして、やるときには市場の予想に対して意外性を

持って打ち出すということが、効果を担保するために非常に重要な点だと思って

います。いまのような議論のされ方では、ほとんど効果がないというのは、これ

は株式市場の合理的な意思決定からすれば当然なことだと思うわけです。

これはトヨタさんの自社株購入が、なぜあそこで効果があったかということは、

まさに晴天のへきれき、誰も予想しなかったことをすぱっとやられたということ

が、結果として株式市場の落ち着きにつながったということでございますので、

政策手段を担保するということと、どのように出動するかという問題は、きちっ

と分けなければならない問題だと思います。

それと同時に、このような不安定時に、政策的対応を誰が決めているんだとい

うことが、株式市場から見ると非常に曖昧な形に映っております。つまり、自民

党が決定することなのか、与党全体なのか、あるいは財務省なのか、金融庁なの
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か、経済産業省なのか、さらには内閣なのか、その連携なのか、はっきりしてい

ない。市場がタービュランスした時にタイミングよく対応するための体制として

は、非常に欠陥があるのではないか。ここから今学ぶべきことは、何をするかと

いうことも重要ですが、常に発動できる体制づくりというものを、是非ここの時

点で、きちっと完成をしておくということが重要で、そのことが株式市場に対す

る信頼性、インパクトというものをもたらしていくんだろうと思います。是非こ

の際、今のような体制というものをきちんと見直して、内閣でやるのか、あるい

は党でやるのか、更には各省庁でやるのか、ということも含めて、御検討いただ

ければというのが第１点であります。

もう１つは、景気の現状につきまして、これは消費の動向等、まだ確かでない

状況がございますし、先ほど吉川議員がおっしゃったとおり、設備投資の動向と

いうものが非常に大きな要因だと思いますが、その際、今の外需の動向、特にア

メリカの動向というものが、今後どういうように推移するかということだと思い

ますが、これは理論的に言えば、アメリカ経済の減速に伴う所得効果、これが輸

出に対してどのように反映してくるかという問題と、現在円安という形で局面が

動いておりますので、交易条件を通して価格効果がどのように作用するのかとい

う、これら２つの要因のプラス・マイナスの効果を総合的に判断しなければなら

ない。

この辺のところ、先ほど吉川議員は、所得効果の部分について、その問題が整

理されましたけれども、為替レートの変動というものがこれからどのような効果

を伴うか、先ほど奥田議員のお話もございますとおり、プラスの面もあるわけで

ありまして、是非その辺のところもトータルにどういう作用を及ぼすかというこ

とについて、検証をしてみる必要があるんだろうと思います。

もし仮に、そのことがトータルでマイナスに作用するのであれば、私は特に今

後の景気対策との関係にもなるわけでありますけれども、今までの日本の景気対

策は公共投資に余りにも比重を置き過ぎて、公共投資と民間投資のバランスとい

うものが、90 年代を通して大きく崩れております。このことを考えますと、民間

の設備投資に対して、もう一段どのような政策的対応があり得るかということ、

これもやはり検討をしていく必要性があるのではないか。これはアメリカの事例

を引くまでもなく、投資コストというものが非常に大きな要因になってまいりま

すので、税等も含めて、この辺のところについて検討の課題にもなろうかという

感想は持っております。

アメリカ自身の状況は、私も、それほどバンピーなランディングだというよう

な言い方がされておりますけれども、ほかの議員の先生方と同じような認識を持

っております。そこは十分に織り込みながら、国内経済へのマイナスの影響をど

のように緩和していくのか。アメリカは10 年間このような好調さが続いてきたわ

けですから、やはり調整局面は覚悟して、対応しなければならない。

（宮澤議員） 後半ぐらいには落ち着くだろうと、そんなようなご覧のなり方ですか。

（本間議員） 私は、若干アメリカ経済については強気の見方を取っておりまして、
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３％前後ぐらいで収まってくれないかというような希望的観測も含めて見ており

ます。

（額賀議員） 時間との関係もありますので、片山さん簡単にお願いします。

（片山議員） 株価対策についていろいろご指摘がございましたが、私もお話があり

ましたように、やはり王道は経済の構造改革と12 年度の補正予算の機敏、適切な

る実施と来年度当初予算の早急な成立だと思います。特に、私どもの方の郵貯、

簡保資金によるＰＫＯなどという話がありますが、これは株価維持のためにやる

ようなことになっていないのでありまして、今、指定単ということで、簡保事業

団を通じて信託会社に運用してもらっておりますけれども、13 、14 兆ぐらいなる

んでしょうか。これを特定株価維持のためという意図でやることはとてもできな

いと思います。

ただ、財務大臣が言われましたように、私も持ち合い株を相互に交換をして、

しかも一定期間、３年なり５年なりで消却をしてもらうと、消却をできないよう

なら売ってもよろしいと、その代わり、その場合にはキャピタルゲインはまるま

る取上げるというような案が一部で検討されているようですが、そういうことは

私個人はこの際やってもいいんじゃなかろうかと思います。勿論、法律の改正、

その他いろんな手間は掛かりますけれども、何かそういうことを打ち出さないと、

王道だけで行くんだということだけで進むのかなという気が、少ししているわけ

でありまして、党の議論を待たなければなりませんけれども、そういう感じがし

ております。以上簡単に。

（奥田議員） 私どもは一昨日自己株式の買取消却を発表しました。その結果を見ま

すとストップ高になったわけです。

だから、いずれにしろ意表を突いた対策をやれば、確かに株は戻ると思います

けれども、しかしそのためには金も要りますし、そういつまでも、もう既に今日

なんか見ていると私どもの株もまだ70 円か80 円下がっていますし、だからまさに

これは売る方と買う方の攻防みたいな話になっていまして、それに乗じた動きと

いうのも、もの凄くあると思うんです。

ですから、今、片山先生が言われましたけれども、私はやはり本当に、例えば

今日誰が言うか言わないか知らないですけれども、今日は何も対策は出なかった

と、あるいはもう王道だけだということで外へ出たら、多分株は下がると思いま

す。だから、やはり何か断固たる姿勢は、世間に対して示さなければいけないと、

何かやるぞという。それはやらないと絶対に出たとたんに、こうなってくると思

うんですけれどもね。

（牛尾議員） だから、会議を開く前から、経済財政諮問会議はマスコミから今おっ

しゃるような目で見られているところがあるのです。

財務大臣がおっしゃるように、例えばそのような対策の問題を言うべきという

ことは、ものすごく大事なことで、やはり今、非常に先行不安が足を引っ張って

いるのは、高齢者個人消費と限界企業なのです。お金を持つ時にはそれぞれの見

通しで、自分の株を買ったりすることができるのですが、今おっしゃるように金
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のない時はどうしようもないわけです。だから、高齢者は金を持っているのだけ

れども、先行き不安だと本当に使わないです。それで、若い人はもう関係なく使

ってしまいます。だから、そのような点ではこの会議の位置付けの中で、はっき

りしなくて暗いことは言わない方がいいけれども、具体的に１つ１  つ何か積極的

にやろうとしているということが毎回少し漏れないと、このような関係ができて

しまっているし、過大期待をしているわけですから、会議の結果を言うのではな

くて、額賀大臣が常にそのようなことを準備をして、考えてもっていく必要があ

ると思います。今、私は奥田さんのおっしゃるとおりだと思うのですが、今日は

特に何もなかったよと、景気の議論をしただけだと言うと、完全に相場に悪い言

い方ですよ。

（奥田議員） 今日はもう私の感じでは、この会議は非常に重要な会議ですね。ここ

の結論によって、もうみんなが待ち構えておるといいますか、そういう状況だと

思うんです。それで何も出なかったよと、王道で行きますよ、という話ではがた

んとくると思います。

（額賀議員） 時間も来ましたので、ここで一応景気の状況とかについては整理をさ

せていただきたいと思いますが、その前に総理何か御発言がありましたら。

（森議長） 今の牛尾さんと奥田さんの御意見を伺うと、確かにこの会議が将来の日

本の財政の構造というものをどうしていくのかとか、あるいは財政再建はどうな

のかというようなことが１つの大きな、それがどこでどういうふうなシフトをし

ていくのかというふうなことが、むしろ主要議題だろうというふうに考えていま

す。

しかし、現実にこういう時期になると、今、牛尾、奥田両議員がおっしゃった

ように、現実の景気がどうなのかとか、株価はどうなのかということに期待感を

持っているんだと思いますので、この外に出す案というのは非常に大事だという

のは、御指摘のとおりだと思います。

事実、私が南アを訪問をしておりましたときに、各閣僚皆さん相次いで株価対

策のことをおっしゃっておられて、金庫株を始めとして半々ぐらいあったような

気がするんです。ここのところに来るとみんな良識的に収束をしてきたわけです。

今日の会議などは、まさにそういう状況です。

私は、官房長官にも申し上げたんですが、株の取引というのは完全にグローバ

ル化しているのに、日本の株取引というのは独特のものが前からあって、アメリ

カの市場とは全然違っていると思うんです。そこのところを、やはり公平にして

おく必要があるのではないかなと思います。もの凄く下がると、我々はついメモ

を秘書官からもらって、どうコメントしようかというんで、これはアメリカも悪

くなりまして、アメリカの影響ですとなるんだけれども、この間アメリカがぐん

と上がったら全然日本は何の反応もなかった。上がったとき今度どう言えばいい

のかねと、秘書官に私は皮肉を言っておったんですけれども。いずれにしても、

それぞれの国で、それぞれ皆さんおっしゃっているように市場を反映しているん

だろうと思いますから、しかし、やはりその条件や環境というのは同じにしてお
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かないと、通貨だって同じなんですから、そういう意味ではその辺の問題を今、

党に是非議論をしておいてほしいと、お願いをしているところなんです。

しかし、その頃から日本の株も環境整備というのは、その頃から声が挙がって

いて、自社株などというような話も、何だかんだ言って３、４年掛かったような

気がします。商法改正といっても、従来のやり方では時間がかかるものというこ

とが記憶に残っておるんです。ですから、そういう意味で株の取引のインフラ整

備というのは、やはりこの際きちっとしておく必要があると思うし、株価につい

ては確かに市場に任せるということは大事なことだけれども、少なくても、ここ

の皆さんの御意見なんかから見ても、そういうインフラ整備を少なくとも国際的

な市場と同じようにしておくことは、やはりやるべきではないかなという感じを

私は持っていますし、今、皆さんのお話を伺ってもそんなような感じがいたしま

した。

今日の皆さんの御意見というのは、経営の現場や特にトヨタさんの生々しい株

のお話などを伺いまして、大変経済に対する深い洞察力と、まさに生きた経済を

やっていらっしゃるんだなということで、大変参考になりました。これからこう

したことをどこまで適切に生かしていけるかどうかわかりませんが、十分に参考

にさせていただきたいと思います。

（額賀議員） それでは、簡単に後でまた精査をしたいと思いますが、大雑把に言い

ますと、今日の景気状況についての認識については、減速下の米国経済の今後の

動向、株式市場の動向、それに伴う外需あるいは企業マインドによる設備投資と

か生産にどういう影響を与えていくのか、そういうことに十分な注意を払ってい

く必要があるということが１つ。

ただ、日本の企業としては、全体的には収益とかが上がっているので、いい方

向に動いているという意見、緩やかな改善が行われているという、これが全体の

認識としてはいいのかなと思います。

当面何をすべきかということについては、補正予算の着実な執行、13 年度予算、

それから王道としては構造改革を通じて企業を強くすること。株式市場等を巡る

環境については、自民党でいろいろと議論をなされているし、中長期的には制度

的に内外のインフラをうまく合ったような形に整備をしていく方向で議論をし、

政府も対応していったらどうかという感じですね。

（牛尾議員） 制度的には、株式市場における買手を増強する仕組みが弱いわけです。

それを401K や金庫株やＥＳＯＰを整備することによって、従来の持ち合いであっ

た株の買い手を持ち合いが解消された分だけ、それに代わる買手の枠組みを作る

ような仕組みを積極的に検討するということをおっしゃることが、１つ大事だと

思います。

（額賀議員） 問題は文言の表現だな。例えば、それはいかにも株価の市場を買い支

えるためにこういうものをつくるとか、そういう印象を与えるといけないから。

（牛尾議員） そうではなく、買手が持ち合い解消によって減少しているのです。そ

れに代わるべき仕組みを作ることを積極的に考える必要があると思います。
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（森議長） 顧客が増える仕組みでしょう。

（牛尾議員） 買手が。それで外人は株を得ているわけですから。

それからもう１つは、前回公表した議事要旨について新聞の書き方を見ると、

王道である構造改革に際して、総理は景気対策についてのみ発言したと書いたの

です。私はこの場におり聞いておりましたが、総理は景気対策をするだけで構造

改革はしないよと決しておっしゃらず、構造改革と景気対策が両立するような方

向があるということに対して、そうだ、そういう方向で景気対策はしっかりやろ

うと総理がおっしゃったのに、総理は一方だけ発言したように新聞は書きたがる

のですね。だから、それはやはり今日の段階では、少し構造改革に向かっての景

気対策をしっかりやるということは、再度確認されたというように言うだけでも、

王道に進んだということの印象を与えるわけですから、これも１つ私は非常に重

要な要素だと思います。

（平沼議員） それからちょっと補足していいですか。やはりＩＴを中心にして、企

業の設備投資というものは堅調になっているわけですけれども、年度末に掛けて、

民間の設備投資に対して金融政策面でこれを更に立ち上げるために、機動的なそ

ういう方策も、もっと議論しなければいかぬ問題ですけれども、やはりそういう

ことも短期的に見ると、今日の会議の中で短期的な設備というのは堅調なんだか

ら、設備投資が年度末を迎えて資金が途切れないように手当てをするということ

も、私は非常に必要だし、それから、やはり株価などに反映して景気一般でみん

なが心配しているのは、不良債権問題だと思うんですね。そういう不良債権問題

ということも先送りすることなく、真剣に解決に向けて取り組んでいくんだとい

う姿勢を示すということが、経済財政諮問会議の１つの使命だと思いますし、具

体的にそれは金融システムについての不透明感を払拭するだとか、そういうこと

はいろいろ言えると思うんですけれども、そういうことも盛り込むことは必要だ

と思います。

それから、資本注入の申請期限が３月末に来てしまうわけです。そういうこと

を考えると、不良債権問題についても、やはり早期に検討をすべきだということ

は、いろいろ問題があると思いますけれども、そういうことも含めて。

（牛尾議員） 今日はそのような議論は早いのではないでしょうか。それは勿論非常

に重要な問題だけれども、今の段階で言うのはちょっと早いと思います。

（平沼議員） それは十分、さっき言ったように議論しなければいけない問題ですけ

れども、それは今後の我々の検討課題に、私は入れるべきではないかと思います。

（森議長） 出しておいていただいていいが、今日はそこまで行かなくても。

（片山議員） 株式制度について現在は十分ではない、不備、不足もあるんです。そ

れはきちっと検討する方向で、整備というか改善というのか、をしたいと発表す

べきだと思いますよ。

（森議長） 間に合わなくなっちゃう。

（額賀議員） インフラ整備ですね。

（速水議員） 株式売買のことはタイミングが重要なんですからね。やはり家計が出
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てこなければだめなんですね。そういう意味では、やはり二重課税などがいずれ

は問題になってくると思うんです。

（牛尾議員） だから、配当に対する二重課税の問題などは一応検討するということ

を触れた方がいい。

（額賀議員） そういう方向でまとめさせていただきます。

○経済財政諮問会議の今後の進め方について

（額賀議員） それで、もう１つこの諮問会議のテーマがあるものですから、時間が

相当過ぎてしまいましたので、もう１つは、今後の進め方について、中・長期的

なことなんですけれども、議論させていただきたいと思います。

大分経過しておりますが、総理からまず御発言をいただければ。

（森議長） 今、額賀さんからありましたけれども、もう１つの重要な課題は、21 世

紀の日本の根本に関わる課題として、日本の潜在的な発展可能性を開化させ、強

い日本経済を構築するための方策を明らかにするということ。

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する。先ほど牛尾

さんが発言しておられたそういう不安感を、どう解決するかということだと思う

んです。そういう意味で、国民が将来について安心できる社会を形成するための

処方箋すなわち、骨太の政策を明確にすることだと考えます。

こうした課題を解決するため、今後、どのような項目についてどのように審議

をすべきかについて、先生方の御議論を是非お願いをしたいということでござい

ます。

（額賀議員） 今の総理のお話と、それから第１回目の議論を踏まえまして、簡単に

整理させていただきますと、１つは短期的なマクロ経済運営についてですが、こ

れは今日も議論していただきましたように、現状と今後の見通しを含めた的確な

景気判断をいつも持っていなければならないということ。

そして、それを前提にした財政金融政策等の経済政策運営の在り方について議

論をしていくということ。

また、予算編成に当たっては景気等の関係とか、歳出重点分野等について基本

的な考え方について審議を持っていただいて、効果的な政策決定に役立っていく

ようにしたいということです。

もう１つは、今、総理が強調されましたように、今後財政も含めて経済社会の

姿をどういう考え方でどういうふうにしていくのかということだと思います。

つまり、言ってみれば、構造改革をどう進めていくのかということなんだと思

います。そのためには、強い日本経済をつくっていくこと、それから、社会保障

等将来に安心感を持てる制度を、どうやって確立していくかということになるん

だろうと思っております。この検討に当たっては、この前もお話し申し上げまし

たように、国、地方の役割分担、社会保障制度の在り方、社会資本整備の在り方、

税制の在り方等の制度的なことについて考えていくことであります。

この前、宮澤財務大臣から御提案があったのでありますが、こういう中・長期
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的な経済全体の姿を描く上で、マクロ経済モデルを作成して我々の議論に役立て

ていくことはどうかという話がありました。もし今日、先生方に理解を得られれ

ば、経済社会総合研究所というのが新しく浜田先生の所長の下でスタートします

ので、この研究所と事務局に、そういうモデルをつくる準備をさせようというふ

うに思っておりますが、これはいかがでしょうか。

（森議長） それは良いんじゃないの。

（額賀議員） それをやってもらう中で、我々の基本的な考え方とか理念だとか、そ

ういうことも含めて、参考にしながら一定の方向付けをしていきたいというふう

に思っております。

それから、これは御報告でありますが、前回の議論を踏まえまして、経済統計

の改善ですね。それから、海外における構造改革事例、そういうことについて事

務局に今、調査を指示したところであります。それは、例えば、雇用統計だとか

消費統計等における問題点、それから、ＧＤＰ、ＱＥなども、このインターネッ

ト時代に、もうちょっとスピードアップできないのかということなどをお願いを

したところであります。

それでは、お手元に資料が配付されておりますが、今後の進め方について牛尾

議員及び奥田議員からも問題提起がされておりますので、簡単にというと語弊が

ございますが。

（牛尾議員） それでは、お手元の資料３でありますが、これは2002 年度の予算編成

に向かって従来型の編成の構造プラス、この会議としてはどのようなことを学習

をし、どのように情報収集するかというポイントの指摘であります。特に、複数

省庁にまたがる予算項目の企画や、公的投資の場合をどこに投資をすれば最も経

済の投資効率が高く、就業者が増えるかというシステムを考える。

今は全部縦型から出てきますと、昔から言っている公共投資のプロジェクト化

というのは非常に現実的には困難。それを何とかこの会議ができたきっかけで、

そのようなことを考えてみたらどうか。それを実現するためには、やはり会議の

事務局の中に専門調査会のようなものをつくり、これは時限的に６か月か４か月

の単位で、成果が出ると解散するという方向を考えてみたらどうかということで

す。

あとは、私が常日ごろの持論である就業者の数を増やすことが、家計消費を増

やす最大の具体的な方法だし、就業者を増やすということについては、雇用の業

種別、職能別、地域別、男女別、能力別、形態別、世代別で全部数字が出ないと

いけない、

その後私調べましたら、アメリカのｅ  ガバメントの制度は、各州レベルでデー

タの抽出できるところまで、ｅ  ガバメントの調査機能が行きわたっています。だ

から今度、ＩＴ本部の方でｅ  ガバメントにそういう調査資料が即時に各州、各カ

ウンティーごとに出てくる。雇用と能力では明確になるようにするべきであるし、

特に日本の場合は女性の労働化率がまだ先進国としては低いので、全般的に労働

化率を10 ％ぐらい上げる必要がある、今は分母が6,500 万人ですから、あと650 万
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人ぐらい雇用を簡単に増やせるわけです。大事なことはその中の100 万人から150 

万人は、いわゆるＭ字型といわれる25 歳から40 歳ぐらいの女性就業者が減る現状

に対して、実は保育とか女性の社会進出のための社会投資をもっと考えていかな

いといけない。これについても、男女共同参画型社会の委員会ができたわけです

から、そのようなところで具体的に考えることによって、女性の職業進出という

のはもっと大きくしていく。基本的には働く人が増えるということが非常に大事

であって、雇用の流動性が出てくれば、今度は企業の開業率が絶対に増えてくる

と思います。

日本の今一番悪い傾向は、開業率も少なければ、廃業率が増えてきているので

今、逆に企業の数が減っているのです。しかし、雇用は全く流動しないという、

非常に悪い傾向になっております。やはり金庫株制度の実施で、お金を持ってい

る企業はますます株を買って株が上がってくる。お金のない企業は株が下がって

くる。それは業界１位、２位の強い会社が弱い会社を吸収するという流れが出て

きて、そしてまた、若い社員もできるだけ沈み掛けている船からできるだけ高速

艇に乗り換えるという流れが、当たり前のような就業環境をつくるということで

す。やはりこれを巡る情報の提供と調査は、行政の相当大きな仕事だし、特に地

方自治体もそのような仕事をすることによって経済の活性化につながっていくで

はないかと思います。

何としても、やはり最終的には先進国は家計消費に頼らざるを得ない。家計消

費を就業者の数から割り出す方が、モデルでアンケートしたり計算して出すより

もはるかに実態に近いわけですから、就業レベルを５つぐらいに分けて雇用者数

がちゃんと掌握できれば、家計消費の実情が当然見えてくるわけであります。

調べていくと数省庁にまたがってしまうということに対しては、今度の行政改

革では、経済財政諮問会議が窓口になって、どんどん決めていってやらせていく

というスピードと即応性によって、行政に対する国民の信頼が、結局は経済の活

力につながっていくのだということを私は考えました。

以上です。

（奥田議員） 時間がございませんので、私の方はレポートを出してありますけれど

も、２ページに書いてございます「社会保障改革」の問題、それから「社会資本

整備」、これは公共事業ということになると思います。それから「高コスト構造

の是正・民間の競争力の強化」。これは規制改革に関した話だと思いますが、次

の回の議題をどうするのかという話で言われましたので、私はとりあえず、この

３つのうちのどれか１つを取り上げて、１つずつ潰していかないと、総花的にや

っても何か効果が出ないということになりますから、そこら辺りは、優先順位を

つけてやっていけばいいのではないかと、重要なことはここら辺りではないかな

という感じがしております。

以上です。

（額賀議員） ほかにありますか。

（本間議員） お二方のお話、そのとおりだと思っております。今後、中・長期的に
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検討すべき課題の中で、今、奥田議員のメモ中には入っておりませんが、地方自

治、地方の合併促進も含めてのシステムの在りようも、１つの大きなテーマにな

ってくるのではないか。これは3,200 強の地方公共団体を、このままの税財政制度

でやっていくことは非常に難しい。そういう状況の中で財源問題、これは当然地

方交付税の問題、補助金の問題がございます。歳入、歳出の両面と制度的枠組み

の問題をカバーする国と地方の関係の抜本的検討も、是非１つの項目に挙げてい

ただければと思っております。

（額賀議員） 吉川さん、どうぞ。

（吉川議員） この会議では、予算というのが１つのキーワードなのだと私は理解し

ているわけです。その点に関して、先ほど額賀大臣からも、国づくりの姿をはっ

きりさせたいというお話がありましたが、私は現在政府が掲げている「平成13 年

度の経済見通しと経済運営の基本的態度」にもあります大きな重点分野、ＩＴ、

少子高齢化、自然環境、都市基盤整備は正しい将来の重点項目だと思います。ま

た、私は多くの国民が、こういう課題が重要だと賛同するのではないかと思いま

す。

問題は、そういう目的に向けて国の予算がどれほど実効を上げ得るか、実効を

上げるための方法は何かということだと思います。牛尾議員も先ほど指摘されま

したが、私は企画・立案の段階で、省庁横断的に、少なくともこうした重要な重

点項目、分野については、予算編成がなされるべきではないかと思います。

といいますのは、予算を編成するというのは、具体的に何か、事業ないしプロ

ジェクトを企画・立案するということだと思いますが、こうした重点分野につい

ては、現在のように各省庁が独立に企画・立案するというのは、どう考えても効

率的ではないと思われるからです。

それと関係しますが、重要な分野について企画・立案する以上、やはり専門家

の知見というのが、もっとダイレクトに生かされるべきではないか。各省庁の官

僚の方々は、勿論、それぞれの分野で勉強されているだろうと思いますが、しか

し、こうした４分野について大学の有識者とかあるいは民間の企業の方とか、優

れた知識を持っている方の知見が生かされる形で、国が行うような大きな事業、

プロジェクトは、企画・立案され、予算編成は成されるべきです。それが省庁を

横断的になされた方がいいのではないかというふうに思います。

詳しい制度的なことは、私は素人で知らないわけでありますが、基本的な考え

方は今申し上げたとおりです。そういうことを予算編成の段階で実現するような

組織、オーガニゼーションをつくることを検討していただくよう要望したいと思

います。

（速水議員） 日本は、この10 年間に内外の歴史に例を見ないような金融緩和と、度

重なる財政支出の拡大ということで、経済の底割れをどうにか迂回してここまで

来たわけですけれども、主として短期に需要が減っていくのをどう支えていくの

かということであったと思うんです。

だけれども、やはり日本経済が力強い成長を遂げていくためには、やはり供給

21 



平成 13 年第２回 議事録

面とか構造面、この前も言わせていただきましたけれども、働き掛けて生産性自

体を高くしていくということ、その努力は不可欠だというように思います。アメ

リカの例を見ましても、1990 年代に、ああやって復活してきた。その前は双子の

赤字で随分苦労したんですが、レーガンから10 年ぐらい掛けて、新しい供給体制、

生産性を上げていくことをやったのが今の繁栄をもたらしたと思いますし、イギ

リスの場合も、私は、かつてイギリスにいましたけれども、サッチャーが出てき

て、自由主義、それから市場経済というものを重視しながら、どんどん競争に勝

つように企業の生産を上げていったというのが、良かったんだと思います。

そういう意味で、これから一番重要なことは、次の３つぐらいのことだと思う

んですけれども、これを国民が共通の認識で理解していくことが必要だと思いま

す。

第１は、経済の成長の源泉にはイノベーション、技術の革新というもので民間

の活力が上がってくるんだと思います。

第２には、市場に自由にフェアな競争をやらせて、市場メカニズムを活用して

いくという環境整備。

３つ目は、グロバリゼーションというのは、やはり避けて通れないものですか

ら、情報通信技術の急速な発展とグローバル化ということが進んできているわけ

で、社会の経済の仕組みをそういった大きな流れに適用するように整備していか

ないと、日本経済の力強い成長というのは期待しにくいというふうに思います。

国民が、そういう気持ちをかなり持ち始めてきているように思いますけれども、

これを広めていくことが大事だろうというふうに思っております。

個別の構造問題については、いろいろあると思いますが、今日はもう時間がご

ざいませんので失礼させていただきますが、この会議が総理のリーダーシップの

下で、そういった課題について、適切かつ思い切った指針を出されるということ

を期待しております。

（額賀議員） ほかに何かございますか。

大分時間も過ぎていますので、後半の進め方についてまとめさせていただきま

すと、先ほども言いましたけれども、中・長期的に社会保障とか、財政とかを含

めてマクロ経済のモデルを作っていただいて、我々の議論の参考にさせていただ

きたいということ。それから、今、牛尾さんとか奥田さんとかから御提言があっ

た内容を申し上げますと、予算編成の在り方について、各省横断的にまず重点項

目について企画して、もうちょっと効率的にというか、あるいは戦略的に考えた

らどうかという意見。

それから、大きなテーマとしては、社会保障制度とか、社会資本整備、高コス

ト構造の是正、あるいは地方自治のシステム、あるいは役割の問題等々について

問題提起があったというように思います。

今の御提言を踏まえて、３回目の会議のテーマをどういうふうにするかという

ことを、考えさせていただければよいかなというふうに思っております。

（平沼議員） ちょっといいですか。牛尾議員からの専門調査会の設置という御提言
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がありましたが、ここでいろいろ議論するテーマの中で、従前、随分ここは詰め

てやってきて、そういうものがある程度まとまっているのではないかという気が

しているんですけれども、その辺、どうなんでしょう。

勿論、やることはいいけれども、相当今までもやっていて、そういう形でいろ

いろなことがまとまっているところもあると思うんです。勿論、抜けているとこ

ろもあると思うけれども。そういうものを出して。

（額賀議員） 今、平沼先生がおっしゃったように、やはり社会保障制度にしても地

方の問題にしても、最初からずっと積み上げていくのではなくて、ある程度のレ

ベルから話をしないと。

（平沼議員） 随分、今までもやってきたと思うんですね。それは各省庁にもそうい

うものはあると思うし、だから、私は、調査会を設置することはいいですけれど

も。

（牛尾議員） 審議官やおわかりになる方が、ここに11 人座っていらっしゃるのだか

ら、それが各項まとめていただければいいのではないですか。

（平沼議員） それから、くどいようですけれども、これは発表する、しないは別と

して、不良債権問題というのは非常に大きな問題ですから、この場で何らかの形

でその討議をしていくということは、私は必要なことだと思っております。

（速水議員） 金融機関につきましては１－３月と言っていますけれども、時価評価

は明年度からですから、三菱だけは３月にやりますけれども、あとは９月ですか

ら、期末に、この年度末に金融システムの不安が来るということは、私はないと

思います。

（本間議員） 何回目かになるかわかりませんけれども、恐らくこの会議を立ち上げ

て大きな枠組みの中で経済財政諮問会議がどのような考え方、スタンスで行くん

だというポジションペーパーを作らないと、総理の明確なリーダーシップが発揮

されていないのではないかという批判を招く恐れがございます。これはどなたが

執筆するのか、我々自身がやるのか、いろいろな論点が出てきておりますから、

それを整理しながら、先ほど牛尾議員もおっしゃったとおり、方向性を明確に出

して大枠をまず絞るということを是非やっていただけないかという感想を持って

おります。

（額賀議員） １つの考え方としては、研究所にモデル的な勉強をしていただくんだ

けれども、こういう議論を踏まえて、あるいはまたいろいろな考え方を聞いて、

６月頃には数字的には提起はできないとしても、基本的には我々のスタンスとい

うか、あるいは考え方とか、そういうものを国民の前に提示していく。今日はそ

ういう勉強会をしますよという総理のメッセージが国民に伝えられて、６月頃ま

でには一定の考え方をまとめたいね、みたいな方向が良いかなとは思っているん

ですが。

（牛尾議員） 来年度の予算編成に間に合うような時期で出すことは大丈夫ですか。

６月では遅いですから。

（森議長） つまり、概算を頭に置いてすれば。
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（牛尾議員） やはり５月頃にした方が良いと思います。各省庁が作業を始める前に、

このような考え方というものは新たに出たものですね。

（森議長） そうしないと各省庁みんな積み上げ、財務と話を始めてしまう。

（本間議員） 公共投資辺りが一番最初に目に見える形で改革がなされませんと、こ

の経済財政諮問会議がスタートしたにもかかわらず何も変わらないというような

批判が浮上しかねない。そのようなイメージが定着しますと経済財政諮問会議の

意義そのものが疑問視されるばかりではなく、政権にとってもマイナスですので、

是非そういうところから積極的対応が求められます。

（額賀議員） それでは、そういうことでよろしいでしょうか。

（森議長） どうも長時間、貴重な御意見ありがとうございました。

（額賀議員） ありがとうございました。

（以 上）  
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