
第 2 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（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) 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

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（概要）  

○額賀経済財政政策担当大臣より議事の紹介が行われ、その後、第 1 回諮問会

議議事録が諮られ会議終了後 4 年を経過後に公表する予定であることが説明さ

れた。

○景気の現状について
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（森議長） 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り、

そのため景気の現状を遅滞なく的確に把握することは、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。景気の拡大テンポが低

下してきている米国経済、このところ下落基調で推移してきた株価等、足元の

状況については、懸念要因がやや顕在化しつつあるようにも見受けられるが、

現在の景気をどのようにとらえるか、議論いただきたい。

（額賀議員） （資料２「日本経済の現状」に基づき説明）アメリカ経済は減

速しており、消費者や企業家の態度が慎重になり、金融政策も「景気低迷警戒」

に目標を変更され今後の対応が注目される。アメリカとアジア、アジアと日本

は相互依存が強く、この面でも注意する必要がある。株価については、ＮＡＳ

ＤＡＱと連動していること、外人が売り越し基調になっていることなどが窺え

る。設備投資は、増加傾向にありＩＴ関連が牽引し前回の回復局面を上回るテ

ンポで伸びた。ただし、鉱工業生産は予想よりも実際の動きが緩慢。こうした

海外経済、株価、設備投資の動向の影響に注目している。

（牛尾議員） 株式市場については、株式の持ち合い解消が急ピッチで進む中

で、個人の株式保有のシェアが低いのが問題。ＥＳＯＰ（Employee Stock 

Ownership Plan 、自社株に投資する確定拠出型年金）  の日本への導入は是非検

討すべき。株式市場を巡る制度を完備することが大事であり、アメリカのよう

に交換株（金庫株）とＥＳＯＰが並行するという発想を提案したい。各大臣や

経済団体のメッセージが市場に直接介入することはよくないとなっていること

は、日本のこうしたことに関する見解の成熟であり感銘を深くする。

（奥田議員） 株価の下落動向が続けば、悪循環に陥る可能性があり、何らか

の対策が必要。補正予算の早期執行、13 年度予算の早急な成立・執行が一番大

事であり、そのうえで政府として果敢に株価の下落に対して短期、中長期的に

取り組む姿勢を示すことが重要。

外需は、自動車については、去年の10 月あたりから悪化。特にアメリカ経済

について注視する必要。

（平沼議員） 株安は、海外の影響もあり、日本の経済の実力を反映していな

い。マクロで見れば経済の構造改革を進めることが筋。401K に関しては真っ先

にやって、確定拠出型年金の資金が株式市場に入るようにすべき。

（速水議員） 景気については、来年度にかけて民間需要主導の緩やかな回復

が続くという私どもの標準的なシナリオの範囲内の動きが現在も続いている。

同時に、リスク要因として、海外情勢、内外資本市場の影響については、注意

深く見ていく必要。アメリカは１－３月は減速するが、年をならしてみると、

２、３％の成長は可能であるとの印象。内外株式市場の動きについては、企業・

家計のコンフィデンスの悪化や金融機関のリスクテイクの能力の低下は問題で

あるが、今のところ、市場に任せ、余り当局が手を加えることはよくないとい

う感じを持つ。

（吉川議員） 株価を仮に上げるとした場合の抜本策は、経済が強くなるとい
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うことに尽き、いわゆるＰＫＯ等は、論外と考える。景気の現状については、

設備投資の動向が重要である。機械受注統計によれば投資は増勢を続けている

が、内訳を見るとすべてが明るいわけではない。夏以降についてはまだわから

ず、注意深く見ていくことが必要。外需については、米国経済はソフトランデ

ィングのシナリオが強いと思うが、アメリカの成長率が１％落ちると、日本の

方は0.2 ％くらい落ちるとみられる。来年度の政府の見通しは、マイナス0.1％  

の外需の落ち込みでシナリオが実現することになっているが、もう少し大きい

マイナスを織り込むべきだ。

（宮澤議員） 7-9 月のQE は設備投資の統計の関係から下方修正される可能性が

高いこと、その後の個人消費の動向、米国の動向等を踏まえれば、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ればならないと感じる。な

お、株について、党でも議論が始まったところである。

（本間議員） 株価の問題に対して、日本の資本市場の特殊性、税制、商法等

の問題等従来議論をされ、ある意味では対応策の整理は十分に済んでいる問題

である。問題はそれが単なる整理に終わり実効性の担保までこれまで進まなか

った点。市場が不安定化するとまた同じような議論がむしかえされ、沈静化す

ると忘れさられてほとんど前進が見られない。こういう場当たり的な対応を繰

返すこと自体がマーケットにもたらすマイナスのインパクトが気になる。政策

手段の多様性を政府がしっかり持っていること、その気になればやれるという

ことを十分に市場に認識させた上で、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。また、政策

発動についての体制をきちんと完成することが重要。

景気については、アメリカ経済の減速に伴う所得効果と現在の円安の交易条

件を通じた価格効果とがどのように作用するかという点の判断が必要。もし仮

に全体としてマイナスに作用するのであれば、特に今後の景気対策との関係に

もなるが、今までの日本の景気対策が公共投資に余りにも比重を置き過ぎてい

るので、民間の設備投資に対してどのような政策的対応があり得るかというこ

とを検討をしていく必要性がある。

（片山議員） 株価対策について、経済の構造改革、補正予算の機敏、適切な

る実施、来年の当初予算の早急な成立が重要。郵貯、簡保のＰＫＯ等があるが、

株価対策のためにやることはできない。自民党の議論を待たなければならない

が、法律の改正その他いろんな手間は掛かるものの、持合い株の交換、消却な

ど何かを打ち出さなければ進まない。

（奥田議員） 一昨日発表した、自己株式の買入消却は、現状の当社株の状況

を総合的に判断し、機動的に決定した。結果として当社の株価はストップ高と

なった。株式市場対策については、政府が、何かやるぞという断固たる姿勢を

世間に対して示す必要があるのではないか。

（森議長） この会議は、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、財政再建はどうなのか、どのようにシフトをしていくのかが一つの重要
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な議題であるが、現実にはこの時期、現実の景気がどうなのか、株価はどうな

のかということに期待感があることに留意する必要がある。株の取引がグロー

バル化していることを前提に、市場の条件や環境を考えるべき。この辺の問題

を党に議論をしておいてほしいとお願いをしている。今日の皆さんの御意見は、

経営の現場の生々しいお話であり、経済に対する深い洞察力とまさに生きた経

済をやっていることに基づくもので大変参考になった。これから十分に参考に

させていただきたい。

（額賀議員） 本日の景気状況についての認識をまとめれば、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などに十分な注意を払

っていく必要がある。その一方、日本の企業は、全体的には収益が上がり、緩

やかに改善しているというのが全体の認識。当面何をすべきかについて、本日

の議論では、補正予算の着実な執行、13 年度予算の早期成立、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おり、中長期的には株式制度のインフラをうまく

海外に合ったような形で整備をしていく議論をし、政府も対応すべきというも

の。

（牛尾議員） 株式市場における買手を増強する仕組みが弱い。401K 、金庫株、

ＥＳＯＰ等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手が持ち

合い解消によって減少しているが、それに代わるべき仕組みをつくることを積

極的に考えること。また、構造改革に向かっての景気対策をしっかりやるとい

うことの再確認が非常に重要。

（平沼議員）  ＩＴを中心とした設備投資の動向に注視すべき。年度末に向け

て金融政策面での機動的な対応が必要。また、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。不良債権問題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という姿勢を示すことが経済財政諮問

会議の１つの使命である。

（速水議員） 株式売買にはタイミングが重要であり、今後はやはり家計が出

てこなければだめ。配当についての二重課税などがいずれは問題になってくる。

（牛尾議員） 配当についての二重課税の問題などは検討する方がいい。

○経済財政諮問会議の今後の進め方について

（森議長） 諮問会議のもう一つの重要な課題は、21 世紀の日本の根本に関わ

る問題として、日本の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、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、すなわち骨太の政策を明確にすることである。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、どのように審議すべきかにつき、議員の
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皆様の御議論を是非お願いしたい。

（牛尾議員） 配布資料にある通り、2002 年の予算編成に間に合うように、複

数省庁にまたがる予算項目の企画、公共投資の効率化と新しい対象分野の検討、

特に、雇用増大に結びつく公共投資の優先付けについて情報収集及び検討を行

うべき。また、経済活性化に向けた雇用創出につき議論すべき。このため、雇

用の現状を業種別、地域別、男女別、能力別、形態別、世代別といった分類毎

に把握することが必要。これは、家計消費の動向をつかむ上でも重要。専門調

査会のようなものを設置して重点的に議論することを検討してはどうか。

（奥田議員） 配布資料にある通り、社会保障改革、社会資本整備（公共事業）、

高コスト構造の是正・民間の競争力の強化（規制改革）について重点的に扱う

べき。

（本間議員） 地方自治のあり方も一つの大きなテーマになるのではないか。

歳入歳出両面と制度的枠組みの問題を検討すべき。

諮問会議がどのような考え方、スタンスで行くのかというポジションペーパ

ーを作成しなければ、総理の明確なリーダーシップが発揮されていないと批判

される恐れがある。

（吉川議員） 諮問会議では、「予算」が一つのキーワード。政府が重点として

いるＩＴ、少子高齢化、環境、都市基盤整備という分野は、将来の重点分野と

して正しいと考える。国の予算が実効を上げる方策を考えるべきであり、少な

くともこうした重点分野については、省庁横断的な予算編成がなされるべきで

ある。その際、大学の有識者や民間企業の方の知見の活用を考えるべき。

（速水議員） 日本経済が力強い成長を遂げるためには、米英の例にみられる

ように、供給面や構造面への働きかけにより生産性を高めていくことが不可欠

である。この際、国民の間に、経済の成長の源泉にはイノベーションがあるこ

と、市場メカニズムを活用するための環境整備が重要であること、グローバル

化に適応する必要があること、といった共通の認識が必要。

（平沼議員） 諮問会議で議論するテーマの中で、従前まとまっているものは

活用すべき。不良債権問題について討議すべき。

（額賀議員） これまでの議論をまとめれば、今後の進め方について、一つは

短期マクロ経済運営について、現状と今後の見通しを含めた的確な景気認識、

それを前提にした財政金融政策などの経済政策のあり方について審議検討を行

う。また、予算編成に当たり景気との関係、歳出重点分野等について基本的な

考え方について審議検討を行い、効果的な経済財政政策の実施に役立てていく。

もう一つは、今後財政も含めた経済・社会全体をどのような考え方でどのよ

うな姿にしていくのか、言わば、構造改革をどう進めていくかという課題であ

る。その際重要なことは、日本経済の潜在的な発展可能性を充分に開花させる

ための施策と、国民が将来に安心感を持てる経済・社会の実現を目指した制度

の確立である。

その検討に当たっては、国、地方の役割分担のあり方、社会保障制度のあり
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方、社会資本整備のあり方、税制のあり方等の制度的課題について中長期的な

経済全体の姿を描いた上で、マクロ経済バランスの観点を加え、整合的に検討

を行う。

このため、その一方策として、マクロ経済モデルを作成し各議員の審議検討に

役立てていく。マクロ経済モデル等の成果等を踏まえて、5 、6 月頃を目途に、

諮問会議としての基本的な考え方やスタンスを示すことができればいいと考え

る。

また、こうした審議検討に役立てる観点から、雇用統計、消費統計等におけ

る問題点の把握、ＧＤＰなど公表の早期化等経済統計の改善、海外における構

造改革事例等の調査については、別途、事務局に対して調査の指示したところ

である。

今後、議員の御提案等を踏まえて、3 回目の会議のテーマをどうするかを考え

たい。

（以 上）
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