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（本文） 

○概要

（麻生議員） それでは、第３回「経済財政諮問会議」を開催させていただきます。

本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。 

この度、経済財政政策担当大臣を拝命した麻生太郎です。進行役を担当します

ので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

（報道関係者退室） 

（麻生議員） それでは、まず私から本日の議事について御説明をさせていただきた

く存じます。 

本日は、今後の進め方及び景気の現状について御議論いただきたいと存じてお

ります。議事に入ります前に、前回の諮問会議議事録についてお諮り申し上げま

す。 

前回、会議終了後、議員の皆様方の御協力、御了解をいただきまして、議事要

旨及び議事録をとりまとめております。短いスケジュールだったのにかかわりま

せず、大変迅速に対応いただきまして、誠にありがとうございました。 

なお、議事録につきましては、この運営規則第８条の規定に基づきまして、会

議終了後４年を経過いたしました後、公表するという予定になっておりますので、

それまでに関しましては、取り扱いに厳重に御注意をいただきたくお願いを申し

上げます。 

○今後の進め方

（麻生議員） それでは、今後の進め方の審議に入りたいと存じます。御参考までに

これまでの会合においての議員の皆様方の御意見を表にまとめておきました。ま

ず、 初に総理の方からお願いをいたしたいと存じます。 

よろしくお願い申し上げます。 

（森議長） 御苦労様でございます。 

ダボスの会議の出席をさせていただきまして、スピーチをさせていただきまし

た。新しい世紀にも入りましたし、我が国のビジョン、特に経済、これまでの取

り得た措置、また、これからやろうとしておることなど等について、私なりに世

界に向けて考え方を説明することができた、発信することができた、大変いい機

会をいただけたかと思っております。 

その中で私は、着実に経済のバランスシート調整を進めること、規制改革によ

る新産業の創出、競争促進、教育改革を通じた人的資源の強化を行うなど、サプ

ライサイドの政策によって、潜在成長率を高めること。 

第２といたしまして、この政策の中核として、ＩＴ革命を強力に推進をいたし

たい。 

第３といたしましては、行政をスリム化し、政治のリーダーシップを確立する

ことなど、日本新生に向けた構造改革に取り組むことを明言をいたしました。 

経済財政諮問会議におきましては、短期的な課題に加えて、こうした構造的な
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課題に対して、どのように取り組んでいくべきかについて、議員の皆様方の建設

的な御議論を頂戴できればと存じますので、よろしくお願いをいたします。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

それでは、今後の進め方につきまして、テーマ、スケジュールなどにつきまし

て、御自由に御議論いただきたいと思いますが、 初に資料を御提出いただいて

おります本間議員の方から御説明をお願い申し上げます。できれば、５、６分で

よろしくお願いいたします。 

（本間議員） その前に、総括的なお話を牛尾議員の方からお願いいたします。 

（牛尾議員） 議員の方に大変御迷惑を掛けましたが、本間議員を中心に、今日欠席

の奥田議員も含めた全員でこのポジションペーパーをつくりました。 

このポジションペーパーは、まだ、いろんな論議が残っておりますけれども、

経済財政諮問会議の当面の運営については、このような考え方で進んだらどうか

という問題提起でございますので、本間議員からよろしくお願いします。 

（本間議員） それでは、今、牛尾議員の方から御紹介いただきましたとおり、４人

がいろいろ密に連絡を取りながら、おおまかな考え方及び今後の検討の必要性に

ついてまとめたのが、このペーパーでございます。簡単に御説明させていただき

ます。 

まず「Ⅰ．基本指針の策定とその具体化」ということで、ただいま森総理から

お話がございましたとおり、それを踏まえまして「わが国はバブルの負の遺産を

解消し、『日本新生』に向けた『攻めの再構築』を進めつつある。この『日本新

生』に向けた取り組みを加速化させ、スリムで効率的な政府を確立し、個人、企

業が自主性と創意を十分に発揮できる活力ある経済社会環境」をつくるというこ

と。 

「また、少子高齢化のなかで社会保障制度については、給付と負担のあり方の

見直し」、更には「持続可能性を担保する財政基盤の再構築を行い、国民が安心

して暮らせる生活インフラの実現を急がなければならない」。このような考え方

の下で「今後の経済財政運営は、景気、経済構造改革、行財政改革を敵対する目

標と位置づけず、一体的、整合的に追求すべきである。早急に、経済財政諮問会

議を通じて、総理がより明確な指針と具体策を提示し、積極的にリーダーシップ

を発揮していくことが求められる」。このような基本指針の位置づけをいたして

おります。 

「Ⅱ．整合性ある経済財政運営」「新しい経済財政運営システム」というもの

を（１）に書いております。 

「設置法に明記されている通り、新しい経済財政運営システムのもとでは、予

算編成等において、経済財政諮問会議が明確な基本指針に基づき、横断的な総合

調整機能を発揮していかなければならない」。そのために、今後の予算編成等の

ありようについては、中長期の経済財政計画、それに基づく毎年の予算や補正予

算、経済対策のあり方を位置づけ、逆に毎年の経済動向に応じて中長期的な経済

財政計画を改訂していくと。このようなフィードバック・システムをつくり上げ
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ることによって、短期の経済運営と中長期の経済運営との整合性を確保すること

が初めて可能になると、こういう考え方を述べております。 

それから「（２）新システムへの移行」。これは当然のことながら、まず平成

12年度補正予算の円滑な執行と、平成13年度予算の早期成立が重要であるという

ことは当然でありますが、それに加えて経済財政諮問会議としては、平成14年度

を新しい経済財政運営システムの初年度として位置づけ、以下に述べるような政

策課題について、総理のリーダーシップが発揮されるような仕組みを検討する。

それを踏まえて、従来、概算要求基準等予算編成のプロセス全体を通して基本方

針を経済財政諮問会議が調査審議するという、経済財政諮問会議の役割について

少し言及をいたしております。 

「Ⅲ．当面の重要検討課題」。ここでは「視点」といたしまして、先ほども述

べましたが、今後の経済財政運営に当たっては、景気の持続的回復に資する経済

構造改革、行財政改革の実現という視点が不可欠である。経済構造改革、行財政

改革の断行を通しての持続的な景気回復、経済成長率の引き上げというシナリオ

を具体的に描き、国民の意識改革を含めて、協力と共感を求めるメッセージの発

信が必要である。 

その当面の検討課題としまして、５つの項目にまとめております。 

（１）は「景気の下触れリスクの回避と自律的な回復軌道への復帰」。 

これにつきましては、経済運営の基礎的条件、これはマクロの情報精度、ある

いは速報性の向上をきちんと整えた上で、マクロ的な政策手段に加えて、ミクロ

的手段の事前準備及び発動体制を早急に確立をし、できればその場限りの対応で

はなく、きちんとした政策体系をつくり上げていくことが肝要であるということ。

２番目は、「経済新生アクション・プランの策定」。 

これにつきましては、総理のダボス・スピーチの中でも触れられております。

これについて、もう少し具体的に規制、経済法制、税制、雇用、金融市場などの

分野で経済活性化策を包括的に提示し、その際は、昨年の予算の中で議論されま

したＩＴ、環境、少子高齢化、都市活性化などの横断的課題のプライオリティー

付けというものも、もう少し明確にする必要があるであろうということでありま

す。 

「（３）公共事業の抜本的見直し」。負担と受益の明確化ということ。あるい

は、投資効率、コストの観点から、これまでの硬直的な公共事業の配分を抜本的

に見直し、成長の促進や雇用の拡大への寄与が大きい分野へ傾斜的に配分する必

要があるということを述べております。 

「（４）社会保障制度改革」。これは雇用、医療、年金、介護、福祉等を有機

的に連結させ、セーフティネットと将来展望を備えた持続可能で効率的な社会保

障制度というものを確立する。としますと、分立してなかなかわかりづらいとい

うこともございますので、国民にわかりやすい形で制度改革論議をし、実現をす

るということであります。 

「（５）地方自治、分権の確立」。これは国と地方の役割分担というもの、そ
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れに対応した国の補助金、地方交付税交付金、地方独自財源の在り方などを、そ

ろそろ本格的に議論をしていく段階にある。そのことの必要性を述べております。

これは、今後実行する上で留意すべき点でありますけれども、課題の（１）（２） 

（３）は、今述べました（１）（２）（３）は、これは各省庁の枠組みを超えて

いるプロジェクト的な要素が強うございます。この点について、早急に具体的な

取り組みを始めていく必要があると同時に、体制的にも工夫の必要があるだろう

というのが留意点の１つであります。 

それから、留意点の２は、先ほど（４）（５）のところに触れる部分でありま

すけれども、歳入面、税制とも連動するテーマでありますし、これまで既存の審

議会等で議論がなされております。あるいは政治のレベルでもその協議が進めら

れている分野でございますので、これと協力しながら、留意点１と同様に、早急

かつ具体的に取り組む必要があるということを強調しております。 

後に「Ⅳ．ロジスティックスの問題」。「経済財政諮問会議を有効に機能さ

せるためには、新システムの中で、総理のリーダーシップにもとづくマクロ・ト

ップダウン的決定とこれまでの積み上げによるミクロ・ボトムアップ的体制の整

合性をどのようにはかるのか緊急の課題である。この意思決定システムにおける

双方向性の調整メカニズムが十分に作動するよう与党、行政との関係を明確にし

ておかなければならない。また、経済財政諮問会議、および特に民間議員が果た

すべき役割とその責務を整理し、それを支えるサポート体制の整備がはかられる

べきである。専門委員会、ワーキング・グループ等の設置の必要性の有無につい

て検討を急ぐ必要がある。更に、新たなシステムの中で、予算審議日程等との整

合性を含め、何をいつまでに諮問するのかスケジュール面での管理、定型化が重

要である」。これは、今後の会議のロジの部分のところについてまとめたという

ところであります。 

以上であります。 

（牛尾議員） 少々補足しますと、２ページの一番上に書いてある３行目の従来の概

算要求基準、予算編成の全プロセスに基本方針と経済財政諮問会議が錯綜する仕

組みについては、現在の事務局体制がそのまま稼働するとは全然思えないので、

むしろ麻生大臣を中心に、どこで検討していくのか。従来、予算は初めから分解

して旧来の各省庁に任せ切りですが、今度、ＩＴなどの場合はＩＴ戦略本部がで

きておりますから、ＩＴ戦略本部がＩＴプロジェクト予算というものをつくって、

各省に流していくという形式を取るのかどうかです。 

今、就業者をどう拡大するかという非常に必要性の高いプロジェクトなども、

いろいろな省に跨りますので、どのような形で実行体制をつくっていくのかとい

う問題があります。 

同様に、吉川議員もこの前おっしゃっていた都市の再開発などのプロジェクト

や、または研究では既に文部科学省で進めているＩＴと同じくらい重要であるＢ

Ｔ（バイオテクノロジー）分野も、本当は総合的な計画をつくるべき段階に入っ

ていると思います。ＢＴ本部みたいなものをつくるのはどうか。 
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ＩＴ戦略に関しては本部をつくりましたが、他のものはそのような恒久的であ

る必要はなく、短期的なものをどうつくるかという組織は従来には全く馴染まな

いものでありますので、去年までの動きとこの制度改革で新しい予算編成の動き

が変わる過渡期の転換システムは、是非担当大臣のところで十分考慮願いたいと

思います。しかし、この作業は早急に掛からないと間に合いません。だから、２

月中くらいに、概ねどのような仕組みに民間議員が関わって議論をするかについ

ては、是非検討をお願いをしたいと思います。 

（麻生議員） これはテーマ毎に色々出てくると思いますので、政府部内の体制を。 

（牛尾議員） 各省は今度は概算要求体制という、これまでの体制で予算を準備し始

めている中に、そこへ新たな経済財政諮問会議ができて、財政運営の大綱とか政

策をそれぞれ議論するというのは、横割りで入ってくるわけですから、それがど

のように絡んでくるのかということが、早く各省がわからないと困ると思います。

この辺は仕組みとしては、十分まだ議論されていません。これは我々の分を超え

る政治と行政の問題だと思うので、その仕組みを、担当大臣を中心につくってい

ただかないと、我々働く余地がないわけです。そのような重要な問題が１つある

ので、是非この場で提起をしていただければと思います。 

（宮澤議員） 大体見当はついておりますが、普通概算要求基準というよりも、来年

度の予算の折衝の初めは、大体今年度の予算が国会で上がりましたころ、大体３

月の終わりか４月頃に各省庁と雑談という形で始まります。これは全く非公式な

雑談ですが、毎日の接触のような形で始まりまして、５月頃になりますと、国会

の通過後の議論がありますから、それをお互いに議論をし合う。その辺までは

初の接触段階と言いますか、予選とでも言いますか、そういう感じのもので、今

年はちょっと参議院の選挙が非常に難しいところにあるものですから、また後で

お諮りをしなければなりませんが、普通には７月に概算要求基準を決めていただ

くということにしておりますが、今年それが早くなるのか遅くなるのかという問

題はありますが、いずれにしても、予備の接触の段階で大体ありきたりのものは

わかってくる。 

本間先生の御提言は、それでわかっていまして、今、牛尾さんの言われたこと

は、例えば今までですと、特別枠を設けて、それは総理に、昨年で言いますと7,000 

億円お願いする。これは、官邸の方で特別のプロジェクトとして取り上げるわけ

ですが、今度はこの会議で、そういうものが幾つかお話に出てくると思うんです。 

それをどのようにして取り上げるかということを、どこかの段階から始めなけ

ればなりません。そういうものを取り入れたところで、概算要求基準というもの

ができて、それでここでも御覧いただき、閣議でも決めまして、普通ですと、８

月末までの各省の概算要求締め切りに入ると。そういう仕組みですから、今度の

場合には、従来私どもが勝手にと言いますか、別枠とかいうことで考えておりま

したことを、この会議で今、本間先生が５つおっしゃいましたが、そういうもの

の他にもあるかもしれません。それをどういうふうに概算要求の段階で取り入れ

ていくかという作業を、私どもは会議の進行を見ながら心掛けていくという、こ
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ういうことかと思います。 

（福田議員） 追加で、今の財務大臣のお話の補足ですけれども、３月、４月頃から

雑談が始まるということをおっしゃられたんですけれども…。 

（宮澤議員） 党のことを申し忘れましたんで。党との接触を申し上げるのを忘れま

した。 

４月頃になりますと、党に部会というものがありまして、これは各省庁としょ

っちゅう話し合っていますから、それが各省庁の中に滲み出てくるのが普通では

ありますけれども、党には党としての特別の要望があったり、それから、自民党

だけではありませんで、各与党がありますから、それとの接触から出るものも現

実にありまして、それも取り入れつつということをやってまいって。申し訳あり

ません、申し忘れました。 

（福田議員） ですから、党との関係というのは、これはもう 初からずっと関わっ

ているわけなんです。今までもね。それはまさに諮問会議が政治主導ということ

で、官邸主導ということでもって、どういうふうにこれから持っていくのかとい

うことになるんですけれども、その政党との関係、与党との関係、これをどうい

うふうに整理していくかということを、これから考えていかなければいけないと

いうことです。３月からスタートするということであれば、若干今月は時間がご

ざいますから、この２月の期間に、そういうことも見ながら御配慮いただきたい

と思っております。 

（吉川議員） 本間議員がペーパーをつくる際に私も参加しましたので、基本的に私

も同じような考え、要望を持っております。それに対して今、財務大臣、官房長

官からお答えいただいたことで、今日の段階で十分理解できました。駄目を押す

ようですが、財政というのは、クラウディング・アウトということをよく言われ

るんですが、キーワードはクラウディング・インだと私は思います。つまり、民

間の消費とか投資を誘い出すような呼び水になるようなものが、財政予算の本来

あるべき姿だと思っております。そうした目的に向けて、この諮問会議が働けば

いいと思っているわけです。そのことに関して、本間先生のペーパーは、その具

体的な段取りということを上げられたわけで、是非ともよろしくお願いしたいと

思っております。 

（平沼議員） 今、牛尾議員、本間議員から御説明があった基本方針で私は良いと思

います。本諮問会議の任務というのは、国民の不安感、そういうものを払拭する

ために、足下の経済情勢というものはしっかりと見極めて、適宜、適切な対応を

図ることが短期的には非常に必要なことだと思います。 

それと同時に、我が国の経済社会の中長期的な在り方を検討して、そのために

必要な政策パッケージを策定すること。この２点が私は重要だと思います。 

短期的な面についても、この前も私申し上げましたけれども、特に年度末に向

けて金融資本市場に十分注視することは、私は必要だと思っています。 

繰り返しになりますけれども、不良債権問題の取り組み状況について、やはり

本諮問会議でも、私は早急に取り組むべき大切な問題だと思っておりますので、

 7




平成 13 年第３回 議事録 

一言それを付け加えさせていただきます。 

（本間議員） 先ほど早口で申し上げまして、わかりにくい部分があったかもわかり

ませんが、牛尾議員及び吉川議員から補足していただきまして、正確な理解をい

ただけたと思いますが、民間議員の立場といたしましては、やはり国民が経済財

政諮問会議ができて何が変わるかということを非常に注視しておられますし、森

総理がどういう形でリーダーシップを発揮されるかということに対して関心が高

まっている。これを具体のプロセスの中で、ああやはり変わってきつつあるんだ

なということが自ら滲み出るような周到なプロセスづくりというのが、私は重要

じゃないかという感想を持っておりまして、そういう段階で申し上げますと、先

ほど牛尾議員からお話のとおり、横断的なプロジェクト・ファイナンス的な問題、

これをどういう具合に信任を持った形で運営していくか。これは非常に重要なポ

イントだろうと思います。 

それから、通例、非裁量的な歳出、つまり、硬直的な人件費ですとか、動かな

い部分のところに手を付けられないというイメージの中で、概算要求がともする

と、何かこれまでの延長線上の中で決まっていくという印象が国民は強いわけで

すけれども、ここもそういう硬直的なイメージを払拭するために、非裁量的な経

費についても、少し踏み込んで見直し、新規の施策との関係の中で、こちらを増

やすのであれば、既存の部分のところを削るというような、これはペイ・アズ・

ユー・ゴーというような言い方をされておりますけれども、そこら辺のイメージ

も作り上げていくということが非常に肝要ではないか。具体に総理の方針という

ものが目に見える形で出てきますのが、これは予算編成の方針でございますし、

具体化でございますので、是非その辺のところを配慮していただきながら、プロ

セス自体の御議論を行政内部で詰めていただきまして、今後どういう予算編成の

スタイルづくりになるのか、あるいは具体に我々民間人も含めて、どういう役割

が果たせるのかということが、もう少しイメージが描けますのが、早ければ早い

方がいいということで、こういうペーパーをつくったということでございます。 

（片山議員） 本間議員、牛尾議員からのこのペーパー、私も基本的には賛成です。

特に１ページに、前々回申し上げましたが、とにかく短期の景気対策だけではな

くて、中長期は、構造改革、財政再建にもしっかりと目線を置いて、二兎追うと

いうメッセージを14年度の予算編成では私ははっきり出した方がいいと思います。

ただ、構造改革や財政再建の数値目標を出しますと、景気に対する悪影響もあ

るので、言い方はいろいろ考えなければいけないと思います。しかし、少なくと

も姿勢は二兎追うということ。短期は勿論景気回復中心で、それらを是非ひとつ

考えるべきじゃないでしょうか。 

もう１つは、今も本間議員も言われましたが、今回の予算編成は経済財政諮問

会議主導で、官邸主導、政治主導でやるということなので、やはり変わったとい

う形を国民にはっきり見せなきゃいけないと思うのです。それが７月の参議院の

選挙にもいい影響を与える。 

そこで、やり方も変えなければいけませんが、今のお話のように、予算の特別
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枠だけをここで議論するんじゃなくて、根っこの議論を、今、横断的プロセス云々

と本間議員言われましたが、公共事業は基本的にこうなんだと。社会保障はこう

すると。私共の地方財政も取上げて頂いて結構です。地方財政は特殊ですけれど

も、そのことはまた後で申し上げます。それらの論議をしっかり出さないと、特

別枠の配分だけここで議論していても、変わったことに私はならないと思うので

す。 

ただ、その場合、ＩＴの場合には戦略本部があり、社会保障の場合には政府与

党の連絡会議がありますね。そことの連携をどうやるのか。それと総合科学技術

会議もできましたし、与党も含めてその辺の整理は要るんでしょうね。意思決定

の積み上げと根っこの議論をして、方針を打ち出して、そのジョイントで予算編

成ができたという格好にしないと、私は小手先みたいなことでは、結局、何のた

めの官邸主導、政治主導かということになりますので、是非そこはひとつお考え

いただきたいと思います。 

（牛尾議員） 今の片山大臣の意見に非常に私も近く、予算作成の経過を非常に困難

なことを承知の上で申し上げるのですが、やはり国民の目に透明で、議論が決ま

る道筋を見せる必要があります。幸いこの経済財政諮問会議は、新聞も割ときち

んと取り上げてくれて、議論の内容が全部新聞に記載されます。この場で、でき

るだけ大綱的なことを言って、そのために説明していくというプロセスは、変化

している感じを持つわけです。相当変わったという印象を与えるためには、道筋

を付けて、アカウンタビリティーのある論理的な説明ができるのは、経済財政諮

問会議しかないわけですから、この場でそういうことをきちんと言うべきだと思

います。 

今、本間議員が言ったように、トップダウン、ボトムアップ、中長期の方向性

と短期の必要性をどう擦り合わせるかが重要であると思います。 

もう１つは、構造改革と景気は一見対立概念だという印象があります。財政再

建とすると対立概念かもしれないけれども、民間主導型の構造改革と景気対策は

対立概念ではないのです。結果としては、財政を再建するわけですから、そうい

うこともきちっと方向付けとして言う必要があります。 

そして、一律ではなくて、この会議が軸になってプライオリティーを決めて、

大事なものに対しては予算を配分し、必要性の低いものに対しては減らしたとい

うところが、一番国民が求めていると思うので、オープンにしないといけません。

これは非常に政治的な判断で、そこのところを不明確とさせていることが却って

国民に不信感を与えます。 

そのような意味では、経済財政諮問会議は非常にオープンな場だから、ここを

通過するだけでもいいから、通して発言していく機会を持てば非常にいいのでは

ないかという気がいたします。 

（速水議員） 私も前から申し上げておりますように、やはり生産性を伸ばしていく

ということが一番大事なんで、これには構造改革をしていかなければいけない。

それが景気を引っ張り上げていくことにもなるんだと思います。財政も金融も随
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分思い切ったことをここまでやってきているわけです。これからどれだけのこと

ができるかわかりませんが、 終的な狙いは民間主導の構造改革で生産性を上げ

ていく。これが今後の中期、長期にわたっての日本経済の安定的な成長をもたら

すものだと思っております。それをここで議論することが大事なんじゃないか。 

（麻生議員） 他に御意見ございますか。基本的には皆さん方おっしゃいましたよう

に、先ほど宮澤先生から長い間の予算編成の手続というのは、先ほどおっしゃら

れたとおりですし、加えて党との交渉というか、党との話し会い等々を含めまし

て、表向き出てくるのは概算要求になるんですけれども、それまでの間、結構色々

なプロセスを経て決まっていくというところは御理解をいただいておかなければ

いけないところだと思うんです。かれこれ半年の間、みんな表には出てこないと

ころなんで、そこでやっているところを含めて、少なくともここらの中で出てき

た議論がブリーフィングを通し、いろんな形で、いろんな議論が国民側からみて

も、言って欲しいようなところはここでちゃんと議論をされた上で、かくかくし

かじかに決まっていったというものが明らかにされていくということが大事。 

そういった意味では、従来の中で、不必要・必要と、これはいろいろ意見の分

かれるところだと思いますが、そういったものから見て、世論から見て必要だか

らと言って、本当に必要かどうかは別の話ですけれども、いずれにいたしまして

も、そういったものを含めまして、優先順位を付けていかなければいけないとい

うことも、ある程度、こちらも傷を負うことを覚悟しなければいけないところか

もしれませんけれども、そういったものを含めてやっていくことが大事。 

いずれも皆さんそういった御意見だと思うんですが、そういった中にあって、

今色々おっしゃいました中で、プロジェクト以外に、片山大臣の方から言われま

したように、この種の話というものは、プロジェクトだけじゃなくて、根本的な

話もきちんと話をしないと、少なくとも何となく小手先だけで短期的な話だけで、

平成14年度の話だけでは駄目だと。もう少し中長期的な話もきちんと踏まえてや

らないと駄目というようなことを含めた中でやっていかないと、少なくとも根本

議論というものをやらないと、経済財政諮問会議としてはいかがなものかという

ことなんで、そういった意味では予算決定の道筋を含めてやっていくということ

なんだと思うんですが、そういった中で、これは皆さん十分に御存じのことです

ので、これは初めてのことをやりますので、これはかなりの抵抗が出ることは覚

悟しなければいかぬということなんだと思うんです。 

ダボス会議での発言の内容を見ましても、かなり思い切ったことを言っておら

れますので、これを現実に動き出した形というものをどうしても見せなければい

けないところなので、少なくとも決定するプロセスが変わったということだけで

もはっきりさせないと、内閣がもたないことになると思いますので、そういった

意味では私共としては、この点だけは、どこまでやれるかは別にして、少なくと

も今までとは全然やり方が違ったということにしていかなければいけないという

ので、基本方針の流れというのは大事だと思うんです。この諮問会議で予算の査

定までするということは、とてもできる話ではありませんので、それは財務省が
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担当される部分だと思いますで、そこらまではとてもできません。 

（本間議員） ですから、ボトムアップの意思決定と、トップダウンの部分のところ

をどういう具合にうまくやるかということだと思います。 

（麻生議員） ということなんだと思っております。 

（牛尾議員） 特にお願いしたいのは、これを実行するために、現在はサポート体制

は全くないわけです。議論して、ここからトップダウンをどのように下ろしてい

くのか。また、情報をどう集めるのかというところから手立てがないわけですか

ら、是非、麻生担当大臣の方でやりやすい仕組みをきちっとつくっていただきた

いと思います。 

それから、我々は既存の従来の予算編成方式と対立するのではなく、横串を刺

して、結果としては、14年度予算編成を財政効率の高い、国民が期待をするもの

としたいと思っておりますが、刺し方すら、考え方はわかっているのだけれども、

どうやって刺すのか。そこのところは、私たちは全然見当がつかないのです。 

（麻生議員） これは初めてのことをやりますので、よく言われるように、インフレ

対策はやっても、デフレ対策をやったことないやつが、何で今更できるんだとよ

く言われるところと同じところだと思いますが、初めてやりますので、政府側と

しての対応に、色々民間側から見ても、色々やきもきされるところもお有りだろ

うと思いますけれども、これは対応として、政府側としてどのように対応するか

ということは、体制…。 

（牛尾議員） 別に拙速を求めているわけではありませんから、一歩一歩慎重に、し

かも確実にやるサポート体制をつくっていただければいいと思います。民間議員

はそれに応じて、今お話のように、ほぼ考え方は一緒ですから。 

（片山議員） 勿論、財務省との協議・調整は必要です。今までは、各省庁ごとに積

み上げていった段階で全体として調整し、方向付けをしているんです。私はまず

方向付けがあって、調整があって、その基に積み上げていってきちっとまとめる

べきだと思います。 

ちょっと極端な言い方で財務省の皆さんには申し訳ないんだけれども、今迄は

まず、各省の積み上げがあって、その上をまぶして調整して整理し、方向性をそ

こで決めていたんです。私はやり方を変えた方がいいような気かするのです。外

にアピールするのには。 

（麻生議員） 何となくそれでずっと来ましたんで、曲がりなりにもやってこられた。 

（牛尾議員） 財務大臣がおっしゃった雑談風に進める中で、どの辺で我々の意見を

入れるかという仕組みなのでしょう。 

（宮澤議員） そこは執行の中でやっていけると思いますし、そうしなきゃならぬ。

そこは余り心配しないんですが、むしろロジスティックスというのをおっしゃっ

たのは、いろんなことを提言なさったりするのに、やはり役所が持っている知識

が要るとか、考え方を聞いておかきなきゃということを効果的に仕事をしていた

だくために、どういうことをしてくれるのかなとね。そうおっしゃっているわけ

でしょう。ここは官房長官にも、麻生大臣にも工夫をしていただかなきゃならぬ
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ところで、各々の役所には各々の大臣がいるわけですから、それの意見もあるか

もしれないということまで極端にしなくて、しかし、何かおっしゃるために、ち

ゃんとした客観的なものをお持ちにならないとおっしゃれないということについ

て、どういう支援体制を我々として組んでいくかという問題はどうしても解決し

なきゃならない。 

（福田議員） 今のことに関連するんですけれども、来年度予算を考えるということ

になった場合には、どのくらいの規模の予算が組めるか、それが景気とどういう

関係があるのかといったようなことは 初に考えておかないと、どの項目を議論

するにしても、中途半端な議論になってしまう可能性があることは考えられると

思うんです。 

したがいまして、今の段階で来年、再来年とか、ここ数年の財政状況というも

のは、我々としてはよく把握して、共通認識を持つということは必要なんだと思

います。そういう財政構造の中から、どういう問題点があるということも、あら

かじめ議論しておいた方がいいと思いますので、場合によったら財務大臣に次回

御説明をいただくということをされてもいいんじゃないかと思います。 

（牛尾議員） スケジュールから申しまして、皆さん大変に御多忙で、国会開催中で

はありますが、２月中にもう１回諮問会議を開催しないで１か月後になると、何

もかも間に合わなくなってしまいます。今、宮澤大臣がおっしゃったように、そ

ろそろこれから始まってくるわけですから、２月中に今言ったようなことについ

て、とりあえずこうやろうということを決めていただいて、動き出さないと、14

年度の大綱づくりには間に合いません。片山大臣が今おっしゃるように、初めに

ありきという部分が少しは出れば、国民が非常に新鮮な感覚を持つと思います。

（麻生議員） 特に御異議がないようでございましたら、今、宮澤大臣が言われまし

たように、政府部内の対応につきましては、いろいろ詰めなきゃいけないところ

だと思います。 

（宮澤議員） そのロジスティックスのところね。 

（牛尾議員） 大変に困難なことだと思います。 

（宮澤議員） これは官房長官と麻生大臣で、そうではないと、そうおっしゃるのは

もっともだという感じがします。 

（麻生議員） 政府部内の対応につきましては。 

（平沼議員） このロジスティックスの問題の中に問題提起をされておりますけれど

も、専門委員会だとかワーキング・グループ、これをどうするか。これは初回に

も牛尾議員から御意見が出ました。こういうことをやること自体は、私はいいと

思うんですけれども、例えば社会保障制度に関しては有識者の会議でございます

とか、それから関係閣僚会議とか、地方分権では地方分権推進委員会が、平成７

年から、一生懸命積み上げてやって相当程度のものができ上がっています。です

から、そういう形でやる場合には、上塗りするだけじゃなくて、まとまったデー

タをいかにうまく反映してそれを利用するか。そういう形で私はワーキング・グ

ループ、あるいは専門委員会があるべきだと思っています。 
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（牛尾議員） それは全く同意見です。だから、工夫と書いてあるのは、基本的には

ないということに重点があります。 

（吉川議員） 全く同じ考えです。 終的には、私は先ほど片山大臣がおっしゃった

ようなこと、つまり予算編成の一番初めのところから、顔とか全体のメリハリが

よくわかるようなことが行われればいいなと考えているわけです。その辺の具体

的なステップをお教えいただきたいということです。 

（麻生議員） ありがとうございました。いろいろ御意見がお有りなんだと思います

けれども、一応基本としては、概ね意見が集約されているような感じがいたしま

すので、基本としては政府部内の中の体制につきまして、検討させていただいて、

お答えさせていただきたいと存じます。 

○景気の現状について

（麻生議員） それでは、続きまして、景気の現状について御議論いただきたいと存

じますが、 初に総理から御発言をお願い申し上げます。 

（森議長） 皆さんそれぞれの御専門家でございますから、御承知のことであります

が、アメリカ経済では景気の拡大テンポが低下しているというふうに伝えられて

いること。 

それから、我が国でも生産の増加テンポに鈍化が見られること等、足下の状況

を踏まえてみますと、景気の状況はやや厳しくなっているという指摘がされてお

ります。 

「企業部門を中心に自律的回復に向けた動きが継続し、全体として緩やかな改

善が続いている」。これはここ数か月、政府部内統一して言い続けてきたことで

ございますが、さて、こういう見方で現状認識がこのままでいいのかどうか。も

う少し景気の現状認識を改める必要があるのかどうかを含めまして、どのように

とらえていくべきかを、是非今日は、議員の皆様におかれまして、御議論をいた

だければ大変ありがたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思い

ます。 

（麻生議員） ありがとうございました。今、総理の方から景気の現状については、

やや厳しくなりつつあるという御指摘をいただいておりますけれども、経済の現

状、確かにテンポが少し緩やかになってきたかなという感じがいたしております

が、先行きにつきましても、 近のアメリカの経済とか、株価等々、いろいろ先

行きに関して警戒すべき要素が出てきておるという認識だろうと思いますが、こ

ういった現状を見る上で米国経済の動向とか、雇用情勢及び消費の動向とか、輸

出及び生産の動向とかいった問題につきまして、議員の皆様に御検討いただきた

いと存じておりますが、それに関して事務方より 初に御説明をさせていただけ

ればと思いますので、岩田政策統括官の方より補足説明をさせます。 

（岩田内閣府政策統括官） 	 大臣の方から御紹介のありました３点につきまして、簡

単に御説明いたしたいと思います。 

第１点目はアメリカの景気でございますが、お手元の「日本の経済の現状」の
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２ページ目をごらんいただきますと、ここに一番 近のブルーチップのコンセン

サスが書いてございます。今後アメリカはどういう経済成長になるかという、民

間予測のコンセンサスを書いたものであります。全部で40社なのですが、2001年

は平均では2.4％なんですが、いろいろ低い方とか高い方とかの見方がありまして、

下位の方の見方ですと、平均して1.9％、高い方ですと2.8％ということで３％に

近い。ソフトランディングにかなり近いということになります。 

グリーンスパンさんがおっしゃいましたことは、2001年の第１四半期、足下は

ゼロ成長だとのことです。仮にグリーンスパンさんの言うとおり第１四半期がゼ

ロだということだとしますと、このコンセンサスの見方で言いますと、やや悲観

的な見方に近い姿、第１四半期についてはそうした姿になっているのではないか。

その後、回復がＶ字型になるか、ここに書いてありますような緩やかな形にな

るかというのは、今のところわからないんですが、全体としますと、リセッショ

ンはともかくないであろう。 

その１つの根拠は、３ページ目をめくっていただきますと、「消費者の信頼感

指数」がございます。これが急速に落ちているのですが、ただ、水準自体はかな

り高いということがございまして、第４四半期の数字も、消費はそこそこの伸び

を示しております。その反面で設備投資はマイナスになっています。消費がもっ

ている間は、リセッションは恐らくないであろう。ただし、年を通じての成長率

は、私自身は２％に近いラインで進むのではないかと考えております。 

こういう成長の減速がございますと、勿論、輸出に影響が及ぶということでご

ざいます。前回、本間議員と吉川議員の方から、マイナスの効果はどのくらいか

というお話がございました。５ページにアメリカの需要が１％増加したときです

が、今はこれが減少ということですので、マイナスを付けて考えていただきたい

と思いますが、減少した場合には、日本は、大体0.2％ＧＤＰが減るという姿にな

っております。 

ですから、現在の成長率５％から２％程度、年間の平均と言いますと３％くら

い減る。したがって、ＧＤＰで見ますと、日本にはマイナス0.6％くらいの悪影響

が及ぶということになろうかと思います。 

ただ、その影響は第１四半期、第２四半期がマイナスの落ち込みが大きいので、

前半にマイナスの影響が非常に強く出るということかと思います。 

ただ、前回も本間議員の方からお話がありましたが、円安があるので、それで

ある程度オフセット、相殺するのではないかという御議論がございました。 

12ページをごらんいただきますとドル・レートの動きが書いてございまして、

１月に入りまして120円近傍にいきましたが、 近ちょっとまた円安が修正される

ようになっております。ただ、120円程度で仮に推移するということがありますと、

10％程度円が減価するということでございますので、ＧＤＰには恐らく0.4％くら

いのプラスになるということで、ある程度は為替レートで調整するということが

あろうかと思います。 

ただ、為替レートが余り下がると、外人が日本から逃げ出して、日本売りにな
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ってしまうのではないかという懸念もリチャート・クーさんでありますとか、日

銀総裁からもそういう御発言があったかと思います。11ページをごらんいただき

ますと、この間、円安が１月に入って随分進みましたが、外人はどういう行動を

取ったかと言いますと、むしろ株の買い増しをいたしました。ドル建てで見ると

40％くらい日本の株は下がったということなんで、むしろ割安感から、外人はこ

の間、日本の株を買っているということです。 

ですから、私の判断では120円程度で推移しても、日本売りということにはなら

ないのではないかというふうに考えております。 

そういうことで、輸出が落ちましたことで、輸出は６ページに戻っていただき

ますと、輸出が弱含みと書いてございます。日本の世界向け、アメリカ向け、ア

ジア向け、ＥＵ向け、いずれも落ちておりまして、特にアジア向けが 近時点で

かなりシャープに鈍化したということがあります。これはアメリカの景気の減速

を反映して、世界向けの輸出も落ちてきたということであります。 

その輸出が鈍化したことを反映しまして、生産が７ページでございますが、夏

以降８月が高い数字なのですが、やや伸びが鈍化したような形になっております。

また、経済産業省の予想では、１、２月はもう少し伸びが高くなるのではない

かとされています。民間のエコノミストの間では、８月がピークで、日本はリセ

ッションではないかということをおっしゃる方もいるのですが、生産の増加自体

は、均してみますと、緩やかだけれども、続いている。ただ、その伸びはやや鈍

化してきたということが言えようかと思います。 

この鈍化の局面が過去を見ますと、95年の半ばくらい、やはり足踏みが続いた

時期、それから97年の初めですが、これは消費税の税率を引き上げて、これでシ

ョックがあった時期でございますが、その２つの時期がございます。私どもの見

方としては、95年の時期に近いような、つまり、やや伸びが鈍化したけれども、

その後また拡大していける力を経済はまだ持っているのではないかと考えており

ます。 

ただ、気がかりな点というのがございまして、８ページでございますが、今の

景気を支えていますのは、設備投資ということでございます。製造業の設備投資

は、機械受注が非常に伸びが高いということで、このところ伸び自体非常に高い

のですが、ただ、見通しの達成率というもの、実績とその見通しを比べますと、

それが必ずしも100％達成されていません。 近100のラインを割ってきておりま

して、それはちょうど97年のちょっと前、96年の末くらいのところがありまして、

この機械受注の伸びが今後少し鈍化していくということもあり得るのではないか。

つまり、今回の景気の回復は、製造業の設備投資だけで支えてきたけれども、既

に、この先いつまで強く続くかということについて、やや鈍化する傾向が出てく

る可能性もあるということでございます。 

もう一つ、個人消費ということについてはどうかということなんですが、個人

消費につきまして、９ページに雇用者の動きと求人の動きが書いてございます。

求人は25％、30％という非常に高い伸びになっております。これは牛尾議員の方
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から、どういうところが伸びているんだ、サービス業は伸びているだろうという

ことでありますが、おっしゃるとおりでありまして、情報サービス、あるいは医

療・教育等でそのサービスの求人数がかなり伸びております。 

雇用者の方も、今年に入りましてから伸びはわずかですが、1.3％程度というこ

とで、そのほとんどはサービス業でございます。情報関連でありますとか、医療・

教育等、そういうところで雇用者が伸びております。 

そういうことを反映しまして、消費も、10ページをごらんいただきますと、家

計調査ではやや弱い数字が出ておりますが、その反面で家電の販売額というのは

かなり高い伸びを維持しております。パソコンでありますとか、デジカメですと

か、新しい商品が出てございますが、それがかなり高い伸びになっております。

車も昨年と比べますと、伸びがあるということでございまして、その両方を見て

みますと、概ね横ばいという姿になっております。雇用の改善等が続き、しかも

賃金が１、２％で伸びているということがございますと、消費性向が下がってし

まうということがなければ、消費もある程度１－３月には、10－12月よりも少し

よくなるということも期待できようかと思います。 

ただ、大きな問題は、非製造業の設備投資が、まだ停滞したまま推移している

ことであります。この基本的な原因は、ＩＴ革命が道半ばだということと、先ほ

ど経済産業大臣からお話がありました不良債権が、建設・不動産、あるいは流通

で多く残っているということがございまして、これが景気の回復の足かせ、重荷

になっていると考えられます。 

以上まとめてみますと、これまでは緩やかだけれども、改善がずっと続いてき

たという見方をしておりましたが、私共としては、その改善のテンポがやや緩く

なっているのではないかというふうに考えております。 

以上でございます。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

それでは、続きましてもう一人、内閣府設置法の第24条第２項に基づきまして、

本審議内容の有識者として、経済社会総合研究所の浜田宏一所長に議論に参加を

お願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

それでは、浜田経済社会総合研究所長からお願いを申し上げます。 

（浜田内閣府経済社会総合研究所長） 浜田です。この度は、経済政策の根幹を議論

される非常に重要な会議にお呼びいただき、御報告できますことを光栄に思って

おります。岩田統括官からのお話がありましたように、日本経済の回復の兆しは

まだはっきりいたしません。私は、少しアメリカに住んでいるのが長過ぎて、ア

メリカびいきになってしまったのかもしれないんですが、アメリカ経済のせいで

日本の景気が悪くなるという議論には、抵抗を感じます。アメリカが非常に好況

だったときも、日本経済はよちよちと歩いていたのです。したがって、日本経済

自身が自律的な回復ができるような、整合的な財政・金融、そして構造政策を考

えていかなければならない段階だと思います。現在の日本経済は、経済学で弱気

の均衡と言う状態に陥っているのです。将来が不安だと、それで消費が伸びない。
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そのため、一層将来の見通しが暗くなるという状態です。強気の均衡とは、１年

前のアメリカのように、皆が何も収益の上がっていないヤフーなどの株を持って、

その株価が高いので、皆ものすごくリッチになったと思って消費したのです。国

民が皆使った結果、国際収支は悪くなったが、国民所得は増えて財政収支も劇的

に改善したのです。 

このアメリカの例を見ていますと、財政収支を回復させるためには、景気回復

が一番重要なのです。勿論、増税らしきものも少しは効いていますし、政府支出

も、例えば東西雪解けで、軍事支出がかからなくてもすんだという事情もありま

す。しかし、数字を見ますと、財政赤字解消の も大きな要因は景気の回復によ

る自然増収に他ならないということがはっきりしております。 

そういう意味で、「景気回復か財政再建か」という問題提起は、そもそも間違

っていて、「景気回復なくして財政再建なし」と理解すべきだと思います。 

現在の状態は、将来不安だから消費が落ち込んでいることに問題があります。

国民が消費しだせば日本経済はほとんど何も問題はなくなるわけです。対外収支

は既に黒字ですから、政府の財政収支も経済に活況がでてくれば改善するわけで

す。今はみんなが心配して消費を控えているというわけです。 

ゴルフをやりませんけれども、次のような仮想例を考えてみましょう。ゴルフ

場と生産会社からなる国があったとします。みんなは心配だからゴルフに行かな

い。そうすると、ゴルフ場の従業員も会社の製品が買えないという形で、縮小均

衡となる。そういう状態からゴルフを皆楽しみながら会社の製品も売れるような

状態にもっていかなければならないのです。 

そういう状態にもっていくためには、人々に強気と言わないまでも、将来に信

頼感を持たせなければならない。そういう意味で、ここにお集まりの指導者の方々

には、人々に希望を持たせるような政策発言を続けていただきたいと思います。 

勿論、オオカミ少年の話もありますように、全く根拠のない強気発言は困るこ

ともあります。しかしどっちかと思うときには、みんなにやはり希望をもたせ、

強気の期待が自己実現するようにするというのが、現代経済学の 先端の示すと

ころです。 

この観点からマクロ政策のことについて本日申し上げます。構造改革をうまく

支えられるような、そして弱気の均衡から強気の均衡に移行を助けるマクロ経済

政策は何かということで、財政政策と金融政策を考えてみます。 

金融政策につきましては、国会が長い論議の上苦労して確立した日本銀行の自

主性がありますので、この会議でどこまで細かな議論をされるのかわかりません。

しかし、財政政策と金融政策はマクロ政策の両輪のようなものです。したがって

その両者と構造政策との相互関係を論ずるのは、やはり諮問会議の重要な役割で

あると思います。この点について平沼大臣、本間議員が既に発言されておるので、

力づけられまして、財政・金融の両方についてお話ししたいと思います。 

それから、金融には構造改革の問題がありまして、どのように不良債権を解決

していくかという後ろ向きの問題だけでなく、将来日本の東京市場を世界の主導

 17




平成 13 年第３回 議事録 

的な金融センターに育てていくにはどうしたらいいのかなど考えなければならな

いわけですが、本日は財政・金融政策に限ります。 

まず、財政政策に関しては、政府支出で少しずつ景気を後押ししていこうとい

う政策は限界にきているといえます。それでやはり構造的税制政策を考えなけれ

ばいけないということは、皆さんが議論しておられるところです。私自身、特定

の税制とか税の優遇措置等についても意見を持っておりますけれども、まさにこ

ういう問題はこの諮問会議で決定され、議論されることだと思いますので、時間

の関係もありまして、具体的には立ち入りません。繰り返しますが、ともかく景

気を回復することにより、財政を再建しようというのが正しい道であると思いま

す。 

金融政策について考えますと、麻生大臣が度々おっしゃっておりますように、

世界中を見ましても、先進国の中には日本のように物価が下がっている国は全く

ないのです。ですから、日本は恐らく経済大恐慌だった1930年代以来のデフレ政

策の実験をやっているわけです。物価下落は、消費意欲をそぎ、景気に悪影響を

及ぼします。なぜならば、多くの契約は例えば名目金利のように名目で決まって

いるからです。デフレ下では名目額一定の債務は一刻一刻増えていきます。デフ

レを何とかして止めなければならないというのが、現在 も重要な金融政策の課

題だと思います。 

金融政策以外に、物価の上昇を止めたり、物価下落を止められる経済政策はな

いのです。日本銀行がインフレを止めることができるならば、デフレも止めるこ

とができるはずです。日本銀行がデフレにも立ち向かうという確固たるシグナル

を国民に送ってくだされば、弱気の均衡から強気の均衡への移行がより容易にな

るはずです。 

これは、株価についても同様です。株価が下がれば、投資意欲はなくなり、消

費意欲もなくなり、担保価値も下がり、傷ついた信用連鎖が一層壊れやすくなり

ます。 

対株価の構造的政策にもいろいろありますけれども、たとえば金庫株を解禁し

ても需要も供給も増えてしまいますので、それほど効果は強くありません。ＰＫ

Ｏ（株価支持政策）もどの株を買うかというモラルハザードの問題が起こります。

も自然な株価対策は、金融を量的に緩和することにほかなりません。 

そういう意味で、日本銀行が現在の短期金利の操作だけに政策手段を限らない

で、長期債の買いオペを弾力化したり、為替介入の不胎化をひかえたり、物価上

昇率の目標を設定したり、首脳の国民が悲観しそうな発言を少しやめていただく

などの政策をとっていただければ、構造改革、そして弱気から強気にという移行

がより楽になるのではないかと思っております。 

御静聴ありがとうございました。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは、景気の現状につきまして、御自

由に御議論いただければと存じます。 

どうぞ、宮澤先生。 
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（宮澤議員） 今日、本間議員からいただきました紙の一番先に、やはり「景気の下

振れリスクの回避」ということを言っておられるのは、今のような問題が我々の

非常に大きな関心だということを意味していると思うんです。 

岩田君に伺いますが、家計の統計が非常に十分でないのでわかりにくいと思い

ますけれども、限界消費性向等々を含めて、消費というものはだんだんに回復す

ると考えておられるんでしょうか。それとも、やはりそれはなかなか簡単でない

と見ておられるんでしょうか。どっちですか。 

大体、この間も横ばいのようなことをちょっとおっしゃったと思うんですが、

どういう見通しでしょうか。 

（岩田内閣府政策統括官） 10－12月と１－３月を比べますと、恐らく１－３月の方

が少しよくなるのではないかと。それは、基本的には雇用の改善でありますとか、

賃金の動向等を考え、あるいは、就職の新規の大卒者の内定状況とか、なお厳し

いようですが、前年より少しよくなっているというようなことでございまして、

そういう点を考えれば、７－９月期の消費はほとんどゼロの伸びで、10－12月も

ほとんどそれに近いが少しずつ改善するというふうに、今のデータでは考えてお

ります。 

（宮澤議員） その１－３というのは、いつも、くせとして割によくなるもんですか

ら、何となく７－９はだめでした。10－12も、もうそこを過ぎましたから、どう

もいい数字は出そうもないですね。大体、そう思いになるんですか。 

（岩田内閣府政策統括官） はい。10－12までは恐らく横ばいという考えをしており

ます。 

（宮澤議員） そうすると、７－９の見通しの改訂が行われると思うんですが、７－

９は恐らくプラスではなくてマイナスになる公算が大きいと思わなければいけな

いと思います。そうした場合に、10－12が今のようであれば、年度で1.2というも

のの達成は、かなりのものを１－３に期待しなければならぬということに。これ

は、実は７－９の改訂の数字が出ると、国会で必ず議論になると思うんです。そ

うしますと、かつては、もうあと遊んでいても1.5までいくという話は一転して、

一生懸命やってもなかなか1.2にいかないという議論になると思われるときに、10 

－12はどうも今のようだとおっしゃると、議論が非常に難しくなりませんか。 

（岩田内閣府政策統括官） その点についても簡単に計算しておりまして、７－９の

プラス0.2というのを前提にしますと、あと全く成長しないで、その水準でＧＤＰ

がそのまま推移すると、それで1.5％成長できるということになります。仮に足下

の７－９がかなりマイナスが大きいと、マイナス1.0とかですね、そういうような

かなり大きい場合に、あと横ばいになったときどうか、そのときには恐らく1.2％

というのは難しくなって、年度で１％以下というふうなことになろうかと思いま

す。 

（宮澤議員） 今おっしゃれないんだと思うんですが、７－９がマイナスだというこ

とは、設備投資なんか法人企業統計から見ると、そうだと思う人の方が多いんじ

ゃないですか。 
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（岩田内閣府政策統括官） そのように額賀前大臣も御発言になっておりまして、下

方修正される可能性が強いと。ただ、法人企業統計での設備投資の鈍化というの

は、やや過大に出ておりまして、金融・保険あるいはソフトウェアを加えますと、

実は７－９それほど、法人企業統計で見られるほどには落ちてはいないというこ

とだと思います。 

ただ、ＧＤＰ全体としては恐らく多少下方修正が、その幅がどのくらいになる

のかというのは、今のところは判然といたしておりません。 

（速水議員） 消費が、確かにマクロで見れば横ばいでございますけれども、一部に

自動車の新車登録とか旅行とか、あるいはコンビニの売上とか、サービス部門で

非常に伸びているとか、明るい部分も出てきているように思うんで、私は雇用に

ついてもあるいは名目賃金なんかも一人当たり、前年比増えていますから、そん

なに悪い方向に向かってはいないというふうに思います。 

それから、さっきいただいた資料の中で、確かに鉱工業生産は少し横ばいにな

っておりますけれども、岩田さんの８ページに雇用者数、新規求人数というのが

ありますが、これで見ますと、サービス業がぐっと増えているんです。この雇用

統計でも、確かに失業率は4.7％ぐらいで横ばいとなっていますけれども、有効求

人倍率はずっと伸びているわけですが、こういうサービス業に製造業から人が移

っていっているんじゃないかと思われる節があります。 

こういうことが、先般、牛尾議員がおっしゃった日本の雇用に占めるウェイト

がサービス、非製造部門で62％と、まだ低いということと関連しています。 

（牛尾議員） 10％少ないです。 

（速水議員） アメリカや先進国は72％ぐらいで、日本はそれより10％ぐらい少ない。

その部分が今、日本は伸び始めている。ハイコスト、ハイウェイジということを、

この間奥田さんもおっしゃっていましたけれども、競争力がハイコストで劣る部

分について、引き続き製造業を続けていくことはできないわけでしょうから、こ

ういうふうに伸びていくというのは、これ自然の成り行きかなという感じがいた

しております。そのことを８ページの雇用の数字を見ていて非常に感じました。 

先ほどちょっとおっしゃった、円安でというのは、御承知かと思いますが、こ

の間１月の中ごろに円安、株安が両方一緒に出て、ごくわずかだが、ジャパンプ

レミアムが発生したことは御存知だろうと思います。0.05。円安、株安だとやは

り日本売りということになってしまうんです。これはやはり怖いです。 

私は、円の方は後でも時間があったら数字を申し上げますけれども、そんなに

心配することはないと思いますが、今ぐらいのところで落ち着いていけばそれで

いいんだろうというふうに思っております。 

ここでちょっと、私が表を入れさせていただいたんですけれども、その表につ

いてこの間の会合の席で、米国やイギリスの10年前の動きを少し見習って、構造

改革、生産性をどうやって伸ばしていったのかということを、この表で見ていた

だきたいと思います。私の「資料５」にございますが、この表が見やすいと思い

ますので、同じ表なんですけれども、70年代から御覧いただいたらわかるかと思
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います。要するに、レーガノミックスとかサッチャリズムというのが、いかに成

功していったかと、大分時間はかかっておりますけれども。 

上が経済成長率で、下が財政収支です。これは74年から出ています。74年とい

うのは第１次オイルショックがあって、ブルーの濃いのが米国、ブルーの薄いの

が英国、赤が日本です。サッチャリズム、サッチャーが出てきたのは、79年から

90年までです。レーガノミックス、レーガンが出てきたのは81年からです。これ

で御覧いただけますように、全世紀のＧＤＰで比較してみて、アメリカというの

は20世紀、年平均の成長率は3.3％なんです。それが 近の５年は4.4％ぐらいに

伸びています。イギリスは、センチュリー平均が1.9％ですが、 近の５年は2.8％

です。日本は、全世紀3.9％、特に世紀の後半は5.8％ですけれども、それが 近

の５年は1.4％と落ちているわけなんです。その辺のところを、やはりどうやって

これから伸ばしていくのかというときに、レーガンやサッチャーがどういうこと

をやって、私もちょうど70年前後にロンドン、ニューヨークとそれぞれ、もう非

常に彼らが苦しい、悪いときに、ロンドンはどうやって生きていくかと、どうや

ってこのじり貧で立ち上がれるのかと思っていたときでしたし、ニューヨークは

双子の赤字が出始めるころで、非常に国内が荒れていたときだと思うんですが。

それがサッチャリズム、レーガノミックスで見事に立ち上がっていくんです。 

経常収支で御覧になって、第１次オイルショックからほとんどマイナスで３か

国ともスタートしたわけですが、アメリカの方は少しインフレでドルが非常に弱

かったわけです。イギリスもポンドが弱くて、ポンド支援を日本からドル預金を

日銀がしたりして助けたことを今でも覚えております。第２次オイルショックの

辺りからレーガン、サッチャーそれぞれ自分の構造改革政策を打ち出してきたわ

けです。 

その内容をごく簡単に言わせていだきますと、米国については80年代初めから

構造改革に取り組んだんですが、企業家の精神を高揚して、労働の生産性をどう

して上げていくかということをやって、折からＩＴ革命が加わって、潜在成長率

が上方にシフトしていったわけですけれども、規制緩和をこの70年代の後半から、

非製造業を中心に、サービス業ですね。従来のアンチトラスト法で抑えていた過

剰規制を、全部外していったわけです。それから、市場参入とかＭ＆Ａ、合併で

すね、これをどんどん促していったと。それと同時に、既存の企業のリストラや

スリム化が進んでいく。 

当初、80年代前半の段階で雇用減等のデフレ効果が先行したわけですが、80年

代後半になって、コスト節減で価格下落が広範化していって、需要拡大に寄与す

るようになっていったと。 

減税についても、80年前後からキャピタル・ゲイン減税といって、キャピタル・

ゲインに対する限界税率をカットしたり、あるいは年金の基金でベンチャー・キ

ャピタルの投資を優遇して、それをベンチャー・キャピタルの投資が解禁された

と言っておりますが、そういうベンチャー企業向けの投資の扉を開いていった。

レーガンの減税は、こうして各時点で伸び盛りの産業の活性化に非常に役に立っ
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たということです。 

労働についても、雇用の流動化と再訓練というサプライサイドを刺激する労働

政策を実施しております。 

財政についても、日本は86年ぐらいからぐっと景気がよくなって、税収が増え

て黒字になっておりますが、米、英はずっと赤字できて、ここへきてようやく両

方とも財政は黒字に転じておるわけです。 

金融の方も、かなり苦しいことを続けながら、ここまでやってきたということ

でございます。 

イギリスについても、サッチャーが何をやったかは御承知のように79年、これ

は従来の社会福祉重視の政策から小さい政府、スモールガバメントというのに切

り換えていったということです。それで、規制の緩和をやはり徹底的にやって、

補助金のカット、参入規制とか、そういうものを撤廃していく。それから、いわ

ゆるビッグバンという、自由化して海外からいらっしゃい、いらっしゃいという

ことで、シティーの取引を活性化していったと。これはもう見事に成功したと思

います。 

もう一つは民営化して、国で持っていた運輸・電力といったようなものを、小

口の株にして民間、庶民に買わせて、その金も分割払いで取るといったようなこ

とをして、赤字の体質を直すと同時に、従来の国有企業を効率化していったとい

うことです。 

行政のサービスについても、エージェンシーを使ってどんどん民間に代替可能

なものは移していくと。それと同時に、やはり基本的にはセルフ・ヘルプなんだ

と、政府に頼らないで自分で責任を持って競争力を付けていくということで、生

産性が上がってこういうことになってきたということでございます。 

これを見て感じますのは、成熟した経済でも民間経済のダイナミズムを十分に

引き出すことができれば、経済は必ず拡大、発展する。かなり時間はかかるかも

しれませんけれども、これはいい例を示してくれていると思いますし、特に縦の

線が引いてあるのはベルリンの壁ですが、これ以降グローバリゼーションになっ

ているわけで、当然東西南北は１つの市場なんですから、その中で競争圧力から

逃れることはできないわけですから、特に日本のように経済大国が引き続き規制

をやったり、補助、保護をやったりということはできない。一人前で競争力を付

けていくということを考えていかないと、民間中心で日本の経済はやはり伸びて

いかないということを強く感じるわけでございます。 

そのことをちょっと申し上げたかったのと、もう１つこの間総理が日本の家計

の金がどうして株や…。 

（麻生議員）  時間も押しておりますので恐れ入りますが手短にお願い申し上げます。

（速水議員） はい。「資料５」の２つ目のこの表をごらんいただきたいと思います

けれども、これで御覧いただいて、1,384兆という巨額の家計の金融資産があるわ

けですけれども、これが1970年にはわずか70兆だったのがずっと増えて、いまや

ＧＤＰの2.7倍になっておるわけです。 
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こうやって増えてきて、これが何に使われているかというのが下の左側に出て

おりますが、黒い部分です。 

これは、現預金が54％、要するに銀行に預けているのが、銀行と郵貯ですね。

これはやはり今まで銀行はつぶれないと、金利はどこへいっても同じだというの

が、いわゆる護送船団方式の遺物だと言ってもいいかと思いますけれども、直接

リスクを持って市場に運用するという債券、投資信託、株式、これはわずか14％

です。 

アメリカの方は右にございますが、逆に銀行に預金しているのは10％であって、

債券や投資信託、株式、これが市場を通じていわゆる直接金融としてやっている

のが56％ですね。この違いを、これから日本でも市場の方へ、ペイオフ解禁が来

年起こりますけれども、そういうところで家計でもいろいろ選択が始まると思い

ます。投資家がある程度リスクを取って、利回りのいいものに流していくといっ

たようなことが起こっていっておかしくないと。そのための環境づくりをしてい

かなければいけないというふうに思っております。 

近の日本へ投資してくるアメリカのファンドなどを見ましても、長銀を買っ

たり、この間の幸福銀行を買ったり、今度の東京相和を買ったり、全部アメリカ

のファンドなんです。そういうのはやはり民間の金であって、投資組合と言って

いいもんだと思うんです。 日本でも、投資組合が少し出始めておりますけれども、

こういったもので投資家の方もリスクを持ちながら利回りがよいと、その金がど

んどんこれから伸びていくものに運用されていくというふうに変えていくことが

必要であるというふうに思っております。以上でございます。 

（麻生議員） ありがとうございました。吉川議員。 

（吉川議員） ただいま総裁の方から、構造改革が非常に大切だという話が詳しくあ

りましたが、私は率直に言って議論がかみ合ってないように感じております。 

という意味は、総裁がおっしゃったことが間違っているというのでは必ずしも

ありませんが、ここにいらっしゃる方のほとんどすべてが、構造改革が非常に大

切だということについては、既に合意をしている、あるいは認識をされているん

だろうと思います。 

問題は、それに加えて財政と金融という、いわゆるマクロ政策がどのような役

割を果たすべきかというところにあります。すなわち財政金融政策が構造改革と

矛盾しない、あるいはむしろそれを応援する形でいかに運営されるべきかという

ことが問題なのだと思います。 

そのことに関して、財政につきましては、この会議の前半で内容を見直すとい

うことで既に議論されました。この場は金融政策に立ち入る場ではないかとも思

いますが、私は先ほど浜田先生の方からお話があったような、金融政策に関する

考え方に、かなり近い考えを持っております。そのことが１つ。 

もう１つは先ほどありました、景気の現況についてであります。ＧＤＰの６割

を占める消費について上がるかもしれないというお話もありましたが、率直に言

って現在われわれが手にしている統計では、むしろ消費は動いていない。勿論上
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がるかもしれないけれどもそのことはわからない。現状では消費は動きが鈍いと

いうことだろうと思います。 

そうした中ではっきりしていることは、これは前回の会議、１月18日の会議か

ら方向は変わっていないわけですが、米国経済の減速ということが、はっきりし

てきた。したがって、輸出に対するマイナスの影響というのは覚悟しないといけ

ない。 

先ほど日本の成長率に与える影響は、マイナス0.5％ぐらいあるだろうというお

話しがありました。岩田統括官は94、95年から96年に上がっていくところと現状

を比較されたわけですが、その点に関して景気動向を決める４番バッターは設備

投資だと私は思います。輸出を通した直接的な影響もともかく、輸出減を通して

設備投資が更にマイナスになるというようなことがあるのかどうか。現在、日本

経済を引っ張ってくれている機関車である設備投資が、輸出の減速を受けてどち

らの方向にいくのかというところが、現在極めて重要な見極めるべきところだろ

うと思います。 

まとめますと、輸出がマイナスの影響を与えるのは間違いないが、定量的にど

れくらいであるのかということを慎重に見極める。次に４番バッターである設備

投資、これがどのように今後推移していくのかを見極める。今のところ物づくり

のＩＴが日本経済を引っ張っているが、ＩＴユーザーである非製造業も含めて全

開してくれるのか、あるいは逆に現在引っ張っているＩＴプロダクションの設備

投資もだんだん減速してしまうのか、設備投資動向を注意深く見ることが重要だ

と考えております。 

（平沼議員） 私も先ほど浜田所長の御提言というのは非常にいい御提言だったと思

います。ですから、そういう意味で、やはり日銀総裁もおられるわけですから、

金融という面で、積極的な対策を講ずるべきであって、今、吉川先生言われたよ

うに、設備投資が日本の景気を非常に引っぱっていくという観点でいくと、年度

末にかけて、設備投資が鈍化しないような積極的な対策を金融面でも講じていか

なければならないというふうに思っておりまして、私は本当に浜田先生の御意見、

私は非常に賛成であります。 

（本間議員） 金融政策についてこの場で議論するというのは、吉川先生、ちょっと

ヘジテートされた部分があるんですが、私は幅広く議論しておくということは非

常に重要なんだろうと思います。ただ、金融の問題が日本で議論しにくい背景と

いうのは私は２つ理由があるんだろう。１つは、バブル発生における後の問題、

マネーサプライのコントローラビリティーに関する部分が、実は日銀及び財政当

局の責任関係の中において微妙に反映しているという問題。 

それからもう１つは、これは日銀と旧大蔵省との関係における垂直的な関係と

言えばいいのか、微妙な問題。この２つが非常に我々がオープンに財政金融の関

係の在り方を議論するときに実は制約になっている。例えば、今、日銀がマネー

サプライをコントロールするということ自身が、バブルの責任という問題にも実

は関連している、こういう問題があって、そういう意味における我々新しく日銀
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の自主性、独立性というものを制度的に法律的に担保したわけですから、ここの

辺りでは、むしろ私はもう少しフランクに議論をしていいのではないかという感

想を持っております。 

それからもう１つ、第１回目、私指摘させていただいたんですが、日本の場合

には、非常に国債の発行量が大きいということもありますし、財投という制度が

幅広く定着をしておる。これが利払費等における国債管理政策の自由度、あるい

は資金運用における公共部門全体の操作性に関する問題、この２つがあるわけで

ありまして、やる気になれば、財政が相当実はコミットする可能性があり得る。

これは短期国債の言わばオペレーションなのか、あるいは中・長期のオペレーシ

ョンの問題なのかということにも関連をするわけでありまして、これは今後、自

立性との関係の中で、これは私が学生のころにはやったアメリカにおける財務省

と金融当局の間におけるビルズ・オンリー政策というものがありまして、アコー

ド、つまり政策をどちらがコントローラルリードを持つかという状況の中で合意

をして、その後定着をしたということがあるわけですが、微妙な問題があるので

あれば、そこら辺の部分のところについても、もう少し詰めて議論をしていくと

いうことが供給サイドの問題を我々が幅広く自由度を持っているということを市

場に知らしめるということが、私は非常に重要なポイントなんだろうと思うんで

す。 

ゼロ金利の近傍の中で、日本は金融政策の自由度が全くないということを日銀

それ自身が表明をするということは、実は私はマイナスであって、自由度をでき

るだけ持っているということ、そして、意外性をもって市場にどのようにコミッ

トするかということを是非御検討いただけないかというのが私の考えです。 

（片山議員） 平成13年１－３月の設備投資の御心配の話がありましたが、それはそ

れで心配なんですが、平成12年度補正予算が１－３月にはかなり出てくると思う

んですね。真水でかなりの額、８兆円でしたか９兆円だったか、それが１つある

のかなと思います。 

それから、株価の動向が３月決算が近づいてくるので大変心配なので、外国人

が買っているから大丈夫だという感じのお話がありましたが、それはそれでいい

んでしょうね。このところ、少しは上がってきましたが、どうですか、岩田さん。 

（岩田内閣府政策統括官） 私は根っこには不良債権の問題がありますので、それを

やはり何か対策を打たなければと思います。 

（牛尾議員） １つだけ景気の問題で、本当に今、微妙なところであって、経営者も

個人消費も敏感です。例えば、昨日でも朝日新聞のトップに政府の景気判断下降

修正と報じられました。このような報道は本当に注意しないと、民間の見方に比

べて、やはり政府の見通しというのは非常に影響しますから、各紙が同様の報道

を４日ほどしますと、設備投資も買物も控え気味になります。景気がいいという

話は幾ら話してもらってもいいけれども、政府当局内で景気についての発言を外

へ漏らすことについては、本当に慎重でなければいけないと思います。それはま

た新聞は政府が景気がいいと言っても書かないのです。悪いときだけ大々的に書
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くのです。 

だから、そのような報道により、結局、皆で消費を冷やしていき、設備投資を

萎縮させていく傾向があるので、政府当局はきちっと現実を把握する必要があり

ます。その点の二重構造をこれからは取り締まっていかないと、本当は今日のこ

の会議の後、景気判断が正式に発表されるべきなのに、４日前からマスコミに景

気が悪い悪いと報じられてしまうのです。ですから、これはやはり本当に気をつ

けるべきだということをあえて苦言を呈したいと思います。 

（麻生議員） ありがとうございました。時間が大分押してしまいましたので、経済

と財政と金融等々の関係につきましては、いろいろ皆さん御意見があるところだ

と思いますので、日銀総裁としても、いろいろ反論もされたいところだと思いま

すので、この問題については次回以降に譲らせていただいて、この景気の現状に

つきましては、これで終わらせていただきたいと存じます。 

それでは、時間も来ておりますので、総理から御発言をいただいて。 

（森議長） 御多用の中をありがとうございました。 

率直な、また活発な御議論をいただくのがこの会の趣旨だろうと思いますが、

景気は先ほど冒頭に申し上げましたような緩やかな改善云々という考え方でいい

んでしょうかということについて、それぞれ御意見がございましたが、一層緩や

かになってきており、アメリカ経済の鈍化、生産の増加テンポの鈍化など、さま

ざまな点に留意することは必要であるということ、これはお互い皆さん認識をし

なければならないことだと思います。 

先ほど片山さんからもございましたが、この補正予算の早期の執行、それから

いよいよ月曜から審議が始まりますけれども、予算案の早期の成立ということが

大前提ということになるかと思います。 

金融政策におきましては、それぞれ御意見がございましたし、総裁からも大変

長い御説明をいただきまして、御意見もまだあったようでございますが、しかし、

豊富で状況に応じて弾力的な資金供給を行うということ、景気回復に寄与するよ

うに運営することを期待されているという御意見が大勢であったという感じがご

ざいます。 

政府としては、国会の理解を得るとともに、政府と日本銀行の協力によって、

日本経済を一日も早く自律的回復を軌道に乗せ、国民が将来に期待と安心感を持

てる状況を実現してまいりたいと、このように考えております。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは、以上をもちまして終わらせてい

ただきますが、今、総理からも御発言がありましたように、この会議の内容につ

きましては、２、３日後に発言者の氏名を明記した要旨を公表することになって

おります。それまでの間につきまして、御自分の発言以外につきましては、その

内容が明らかにされないよう御協力のほどをよろしくお願い申し上げます。 

次回の会議につきましては、改めて御連絡申し上げます。ありがとうございま

した。 

（森議長） どうもありがとうございました。 

（以 上）
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