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第 3 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（開催要領）  

1．  開催日時: 2001 年 2 月 2 日( 金) 16:31～18:10 

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 麻生 太郎 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 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) 今後の進め方

(2) 景気の現状について

(3) その他

3．  閉会

（配布資料）  

資料 第２回経済財政諮問会議議事要旨

資料 内閣府設置法（抄）及び経済財政諮問会議令

資料 経済財政諮問会議において検討すべき事項についての各議員の意見

資料 日本経済の現状

資料 速水議員提出資料

資料 本間議員提出資料

資料 経済社会総合研究所長報告要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（概要）  

○麻生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２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。
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○今後の進め方

（森議長） ダボス会議に出席し、スピーチをしたことは、新世紀の我が国の

ビジョン等について世界に向けて考え方を説明することができた大変いい機会

であった。その中で、着実に経済のバランスシート調整を進めること、サプラ

イサイドの政策により潜在成長率を高めること、この政策の中核としてIT 革命

を強力に推進すること、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した。経済財

政諮問会議においては、短期的な課題に加えて、こうした構造的な課題に対し

て、どのように取り組んでいくべきかにつき、議員の皆様の建設的な議論をお

願いしたい。

（本間議員） （資料６に沿って説明）本ペーパーは、諮問会議の運営の大ま

かな考え方、今後の検討の必要性について4 人で連絡を取りながらまとめたもの。

I ．として、経済財政運営における基本指針の策定とその具体化が重要。今後

の経済財政運営においては、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。早急に、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するこ

とが望まれる。

II．(1) として、内閣府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、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する必要がある。このため、中長期的な経済財政

計画と毎年の予算や補正予算、経済対策との間のフィードバックシステムの構

築による整合性確保が重要。

II. (2) として、平成14 年度を新しい経済財政運営システムの初年度と位置づ

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出来

るような仕組みを検討すべき。それを踏まえ、諮問会議は、従来の概算要求基

準等予算編成プロセス全体を通して基本方針を調査審議する。

III. の当面の重要検討課題は、(1) 景気の下振れリスクの回避と自律的な回

復軌道への復帰、(2) 経済新生アクション・プランの策定、(3) 公共事業の抜本

的見直し、(4) 社会保障制度の改革、(5) 地方自治、分権の確立、の5 項目。なお、

検討に当たっては、(1) 、(2) 、(3) について、各省庁の枠を超えた横断的、複合

的な検討を要するものであり、早急に具体的な取り組みを始める必要性、(4) 、

(5) については、歳入面等とも連動するテーマであり、既存の審議会等での議論、

政治のレベルでの協議等を踏まえながら、早急かつ具体的に取り組む必要性、

につき留意すべき。

IV ．のロジスティックスの問題として、諮問会議を有効に機能させるため、

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との整合性確保

のため、諮問会議と、与党や行政との関係の明確化が重要。また、諮問会議、
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及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

ト体制の整備が重要。専門委員会、ワーキング・グループ等の設置の必要性の

有無につき検討を急ぐことが必要。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。

（牛尾議員） 今回の改革に伴う新しい予算編成のシステムにおいて、民間議

員がどのような仕組みに関わって議論するかについては、政治と行政の問題で

あり、担当大臣のところで2 月中にも検討願いたい。

（宮澤議員） 来年度の予算折衝は、３月の終わりから５月頃までにかけて、

各省庁と予備の接触の形で始まる。その後、概算要求基準を閣議決定し、８月

末に各省庁からの概算要求締切となる。また、例えば今までであれば、特別枠

を設け、総理、官邸の方で特別のプロジェクトとして取り上げる。党も４月頃

から関わってくる。私どもは、諮問会議の進行を見ながら、概算要求段階でど

のように取り入れるかにつき心がけて行くこととなろう。

（福田議員） 諮問会議が、政治主導、官邸主導としたときに、与党との関係

をどのように整理するかに留意すべきである。

（吉川議員） 本間議員のペーパー作成には私も参加しており、同様の考えを

持っている。財政のキーワードはクラウディング・イン、民間の消費や投資を

誘い出すものであるべき。諮問会議がこうした目的のために働くことを望んで

おり、具体的な段取りについてよろしくお願いしたい。

（平沼議員）牛尾議員、本間議員の基本方針でいいと考える。諮問会議の任務

は、足元の経済情勢に対して適時適切な対応を取ること、我が国経済社会の中

長期的なあり方を検討して、そのため必要な政策パッケージを策定すること、

の2 点。前にも言ったが、不良債権問題について諮問会議で取り組むべき。

（本間議員） 国民は諮問会議が出来て何が変わるかということを非常に注視

しており、具体のプロセスの中で変わったことがにじみ出るような周到なプロ

セス作りが重要。行政内部で詰めてもらいたい。また、非裁量的な経費につい

ても、硬直的なイメージを払拭するため、新規の施策の予算を増やすのであれ

ば、既存の部分を削るという、ペイ・アズ・ユー・ゴーというような仕組みを

作りあげることが非常に肝要。

（片山議員） 本間議員のペーパーに賛成。14 年度の予算編成では、短期の景

気対策だけではなく、中長期の構造改革、財政再建にも目線を置いているとい

うメッセージをはっきり出すべき。また、諮問会議主導、官邸主導、政治主導

で実行することにより、予算編成が変わったということを国民に見せる必要あ

り。こうした点からは、予算の特別枠だけをここで議論するのではなく、公共

事業、社会保障などにつき根っこの議論をし、方針を打ち出してその上で予算

編成を行うことにすべき。

（牛尾議員） 予算作成の経過を、国民の目に透明に示すべき。また、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諮問会議の場しかないため、

この場できちんと言うべき。諮問会議はオープンな場であり、国民に見せてい
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くのがよい。民間主導型の構造改革と景気対策は対立概念ではない。

（速水議員） 生産性を伸ばしていくことが大事であり、これには構造改革が

必要。それが景気を引っ張り上げ、今後の中期、長期の安定的な成長をもたら

す。それを諮問会議で議論することが大事。

（麻生議員） 予算編成の手続は、概算要求までにいろいろなプロセスを経て

決まっていくもので、その過程の議論を国民に明らかにすることが大事。中長

期的な視点を踏まえて、根本的な議論が必要だが、かなり抵抗が出ることも覚

悟したほうがよい。決定するプロセスが今までとは全然違うということを、は

っきり示す必要。

（本間議員） ボトムアップとトップダウンをどう組み合わせるかが重要。

（牛尾議員） 現在はこれを実行するためのサポート体制が全くない。諮問会

議の意思を反映させる仕組み、情報の収集など、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ほしい。従来の予算編成方式と対立するのではな

く、横串しを刺して結果として14 年度予算編成が財政効率の高い、国民が期待

をするものとするためのやり方を考えてほしい。

（宮澤議員） そこは執行の中でやっていけると思うが、ロジスティックスと

して、各議員が様々なことを提言するために客観的な材料を持てるよう、どう

いう支援体制を組むかという問題については、各々の役所に各々の大臣がいる

という制約があり、それを前提に解決する必要があり、官房長官にも、麻生大

臣にも工夫をしていただきたい。

（福田議員） 来年の予算を考える際に、規模、景気との関係などを最初に考

えることが必要。今の段階から来年、再来年およびここ数年の財政状況をよく

把握して、共通認識を持つことが必要。財務大臣に次回御説明をいただいても

よいのでは。

（  牛尾議員） スケジュール的には、２月中にもう一回諮問会議を開催しない

と間に合わないのではないか。２月中に動き出さないと14 年度の大綱づくりに

間に合わない。

（平沼議員） ロジスティックスの問題として、専門委員会だとかワーキング

グループのあり方も検討する必要。社会保障や地方分権など、過去の議論の成

果をうまく利用すべき。

（牛尾議員） 全く同意見。

（吉川議員） 予算編成の一番初めから、全体のメリハリがよくわかるように

する、その具体的なステップを詰めてもらう必要。

（麻生議員） 各議員いろいろ意見が出たが、おおむね意見が集約されている

と思う。政府部内の体制については、検討した上で答えたい。

○景気の現状について

（森議長） アメリカ経済の景気拡大テンポの低下、我が国生産の増加テンポ

の鈍化等、景気の状況はやや厳しくなっているという指摘がある。「企業部門
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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」とする政府の現状認識がこのままでいいのか、あるいは改める必要があ

るのかを含め、御議論をいただきたい。

（麻生議員） 経済の現状は確かにテンポが少し緩やかになってきた感じであ

り、先行きについても警戒すべき要素が出てきている。それに関して事務方よ

り補足説明させる。

（岩田内閣府政策統括官） （資料４に沿って説明）アメリカの景気は、民間

予測のコンセンサスでは2001 年は平均2.4 ％であり、消費者の信頼感指数は急

速に落ちているが水準自体はかなり高く、全体としてリセッションはないとみ

ている。

アメリカ経済成長の減速は輸出に影響が及ぶが、アメリカ経済の成長率が5％  

程度から２％程度へ３％くらい減速すると、日本にはマイナス0.6 ％くらいの

悪影響が及ぶと考えられる。ただし円安がある程度相殺するという議論があり、

仮に120 円程度で推移すると、ＧＤＰは0.4 ％くらいプラスになると考えられ

る。為替レートが下がると日本売りにつながるという懸念があるが、円安が進

行した１月に外国人はむしろ買い増した。

輸出が弱含みになっている点では、特にアジア向けが最近鈍化した。輸出の

鈍化を反映して、生産もやや伸びが鈍化。ただし生産の増加自体は、緩やかだ

が続いている。設備投資の伸び自体は非常に高いが、最近機械受注の見通しは

必ずしも100 ％達成されておらず、この先いつまで強く続くかに懸念。

求人の動きは、情報サービス、あるいは医療・教育等で求人数がかなり伸び

ており、非常に高い伸び。雇用者も、伸びはわずかだが、求人と同様サービス

業で伸びている。

これらを反映して、消費も家電、車など好調で、おおむね横ばい。雇用の改

善等が続き、賃金が伸びているので、消費性向が下がらなければ1－3 月期はあ

る程度よくなると期待。

大きな問題は、非製造業の設備投資が停滞したままであり、この原因として

ＩＴ革命が道半ばだということと、不良債権が残っているということがあり、

景気回復の足かせ、重荷になっている。

以上まとめると、改善のテンポがやや緩くなっているのではないかと考える。

（麻生議員） 続いて、内閣府設置法第24 条第２項に基づいて本審議内容の有

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。

（浜田内閣府経済社会総合研究所長） 日本経済の回復の兆しはまだはっきり

していない。アメリカ経済の状態によらず、日本経済自身が自律的な回復を図

るよう、整合的な財政金融構造政策を取る必要。現在の日本経済は「弱気の均

衡」に陥っており、将来の不安で消費が伸びない。それに対する手段をとって、

みんなが消費し出せば日本経済は何も問題はなくなる。景気回復によって、財

政収支も回復する。そういう「強気の均衡」にもっていくためには、人々に信

頼感を持たせる必要。
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弱気の均衡から強気の均衡に移るための経済政策としては、財政政策につい

ては、政府支出で少しずつ後押すという政策は息切れしつつあり、構造政策も

入れる必要。「景気回復」か「財政再建」の選択ではなく、景気回復が財政再

建の条件であると考えるのが正しい。

金融政策については、先進国の中で日本だけが物価が下がっており、現在は

デフレ政策の実験をやっているような状態。デフレを何とかして止めるのが、

現在最も重要な金融政策上の問題。金融政策以外に、物価下落を止められる経

済政策はなく、日本銀行がデフレにも立ち向かうというシグナルを国民に送る

ことが必要。株価についても同様であり、最も自然な株価対策は、金融を量的

に緩和すること。

日本銀行は短期金利の操作だけに政策手段を限らず、他の政策手段も行うこ

とが、日本経済の構造改革、弱気から強気にという移行に資すると考える。

（宮澤議員） 岩田氏に尋ねるが、消費は徐々に回復すると考えているのか。

（岩田内閣府政策統括官）  10－12 月は、７－９月と同様にゼロの伸びに近い

ものの、恐らく１－３月は、雇用の改善、賃金の動向等を考慮すると、少し良

くなるであろう。

（宮澤議員） 法人統計をみると７－９はマイナスの可能性が高いのでは。

（岩田内閣府政策統括官） 額賀前大臣もその可能性が強いと示唆していたが、

法人統計における設備投資の鈍化は、やや過大に表れており、７－９は法人統

計ほどには落ちないと思う。ただ、ＧＤＰ全体としては、多少下方修正になる

だろう。

（速水議員） 消費は全体では横ばいだが、一部に明るい部分が出てきている

ように思う。また、雇用も悪い方向に向かってはおらず、雇用者数、新規求人

数はサービス業で増加しており、製造業から労働が移動しているのではないか。

１月中旬に円安と株安が両方一緒に起こり、ごくわずかだが、ジャパンプレ

ミアムが発生した。円安、株安だと日本売りということになり怖いが、円安に

ついては、今ぐらいのところで落ち着けばそんなに心配することはない。

（資料５：レーガノミックス、サッチャリズムについて）

米国は、80 年代初めから構造改革に取り組み、規制緩和を非製造業中心に行

った。また、キャピタル・ゲイン減税等や、サプライサイドを刺激する労働政

策を実施、財政も黒字に転じた。イギリスは、サッチャーが小さい政府に切り

換え、規制緩和を徹底的にやり、ビッグバンを実施してシティーの取引を活性

化した。さらに、民営化により国有企業を効率化し、行政サービスも可能なも

のを民間代替に移していった。

（資料５：金融資産について）

日本には、1,384 兆にのぼる巨額の家計の金融資産があるが、現預金は54％  

で、直接リスクを持って市場に運用する債券、投資信託、株式はわずか14 ％で

ある。これに対して、アメリカは、現預金は10 ％、債券等は56 ％である。日本

でも、投資家がリスクと利回りをみながら投資を行うための環境づくりが重要
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である。

（吉川議員） 構造改革の必要性については認識が一致しており、問題は、財

政金融政策を構造改革と矛盾しない、むしろ応援する形で運営することである。

財政については、会議の前半に内容の見直しが議論された。金融政策について

はこの場で立ち入るべきではないが、浜田氏の考え方に同調する。

景気の現況については、消費は統計によると動きが鈍い。

輸出は米国経済の減速によりマイナスの影響を受けることは間違いないため、

マイナスの影響を定量的に慎重に見極めることが重要。また、輸出の直接的影

響もともかく、輸出減を通して、現在ＩＴ中心に景気を引っ張っている設備投

資もマイナスになるかどうかを見極めることも重要。

（平沼議員） 金融面で積極的な対応を講ずるべき。特に年度末にかけて設備

投資が鈍化しないような金融面での対策が必要。

（本間議員） 金融政策について、幅広く議論することは非常に重要。

ただ、金融の問題が日本で議論しにくい背景の１つは、バブル発生時のマネ

ーサプライのコントローラビリティーに関する問題が、日銀及び財政当局の責

任関係に微妙に反映していること。もう１つは、日銀と旧大蔵省との垂直的な

関係とも言える微妙な問題。この２つがオープンに財政金融の関係の在り方を

議論するときに非常に制約になっているが、日銀の自主性が法律的に担保され

ているので、むしろフランクに議論してもいいのではないか。

日本の場合、国債発行量が大きく、財投制度が定着しているため、国債管理

政策の自由度、資金運用における公共部門全体の操作性に関する問題がある。

やる気になれば、財政が相当コミットする可能性があり得るが、これは国債の

オペレーションにも関連する問題である。

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ことが非常

に重要である。ゼロ金利の近傍の中で、日銀が金融政策の自由度がないことを

表明をするのはマイナスで、自由度を持ち、意外性をもって市場にどのように

コミットするかを検討して頂きたい。

（片山議員） 設備投資は心配だが、平成12 年度補正予算の効果が１－３月に

はかなり出てくるであろう。株価は３月決算が近づき大変心配であるが、一方

で外国人が買っているから大丈夫という話も出た。岩田氏の見解如何。

（岩田内閣府政策統括官） 根本には、不良債権の問題があり、何か対策を打

つ必要がある。

（牛尾議員） 現在、微妙なところにある景気だが、政府の見通しはマスコミ

に多大な影響を与えるため、政府当局はきちっと現実を把握するとともに、外

への出し方に慎重でなければならない。

（麻生議員） 時間の制約上、経済、財政、金融等々の関係の問題については

議論を次回または別途の機会に譲りたい。

（森議長） 景気は改善のテンポ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の点に留意する必要があると思う。補
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正予算の早期執行、予算案の早期成立が重要である。金融政策については、豊

富で状況に応じて弾力的な資金供給を行うなど景気回復に寄与するよう運営す

ることが期待されているという意見が大勢であった。政府としては、国会の理

解を得るとともに、政府と日銀の協力により、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たい。

（麻生議員） 次回の会議の日程等は、改めて御連絡する。

（以 上）
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