
平成 13 年第５回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 13 年第５回）

(開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 3 月 14  日(水) 17:32～19:18 

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 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 

臨時議員 柳澤 伯夫 金融担当大臣 

同 坂口 力 厚生労働大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)社会保障制度について 

(2)景気の現状と今後の対応について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料) 

資料 1 第４回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 坂口臨時議員提出資料 

資料 3 奥田議員・本間議員提出資料 

資料 4 社会保障関係参考資料 

資料 5 日本経済の現状 

資料 6 柳澤臨時議員提出資料 
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（本文) 

○概要

（麻生議員） それでは、ただいまから第５回経済財政諮問会議を開催をさせていた

だきます。本日はお忙しい中、御参集いただきまして、誠にありがとうございま

した。心から厚く御礼を申し上げます。 

（報道関係者退室） 

（麻生議員） 本日は予定として、19時ごろまでの予定となっておりますが、まず、

社会保障制度及び景気の現状と今後の対応について御論議をいただきたいと存じ

ますが、これらの審議事項に関しましては、本日、坂口厚生労働大臣に臨時議員

として御出席をいただいております。 

また、柳澤金融担当大臣につきましては、18時ごろまで、今、委員会に取られ

ておりますので、その委員会が終わり次第、こちらに御出席をされることになっ

ております。 

また、宮澤議員につきましては、国会の審議の都合により、やむを得ず欠席を

されることになりましたので、本日は村上財務副大臣に御参加をいただいており

ます。 

なお、牛尾議員を会長とする「サービス部門における雇用拡大を戦略とする経

済の活性化に関する専門調査会」が発足をしております。大田弘子政策研究大学

院大学助教授、島田晴雄慶応義塾大学経済学部教授、樋口美雄慶応義塾大学商学

部教授のお三方が専門委員として総理によって任命され、そのメンバーとして指

名されることを御報告を申し上げます。本専門調査会は明日15日に第１回の会合

が予定されております。 

また、株式市場活性化対策のプロジェクトも本間議員の下で第１回会合が３月

９日に既に開催されており、次回が16日に予定されておると伺っております。 

前回の諮問会議の議事録につきましては、従来どおりの扱いとさせていただき

たいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。 

それでは、社会保障制度についての審議に移りたいと思いますので、初めに総

理の方から御発言をお願いを申し上げます。 

○社会保障制度について


（森議長） 御多用の中、皆さんありがとうございました。 


社会保障制度の改革は、国政の重要かつ緊急の課題であります。現在、政府・

与党は社会保障改革協議会で大綱のとりまとめを行っているところでございまし

て、今月末まではそれをとりまとめる予定でございます。 

しかし、極めて重要な問題でございますので、経済財政諮問会議におきまして

も、社会保障制度改革の在り方について、経済と財政の相互関係の観点から活発

な御議論をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（麻生議員） 	 ありがとうございました。 

それでは、次に坂口臨時議員から提出のございました資料２というのがござい
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ますが、提出のあった資料２につきまして、御説明をお願い申し上げます。 

（坂口臨時議員）  坂口でございます。よろしくお願いします。 

経済財政運営の観点から、社会保障の在り方についての厚生労働省の考え方を

報告する機会をいただきました。初めに私から基本的な考え方を申し述べさせて

いただきたいと思います。 

まず、社会保障が経済に対し大きなプラスの役割を果たしている点を指摘した

いと思います。社会保障制度は国民の皆さんに安心を与え、消費を支えることで

経済の安定に寄与しております。 

次に、少子高齢化の急速な進展など、今後、現役世代の負担が増大することが

見込まれる中、経済財政と均衡の取れた持続可能な制度を構築することが課題で

あると認識しております。これまでも各分野における改革を行ってまいりました

が、引き続き安定的な医療や年金制度の構築、少子化対策、規制改革、サービス

内容の情報公開を推進し、国民が自ら選択できるようにするための取組など、総

合的な改革に取り組んでまいります。 

しかしながら一方、社会保障は経済の変動にかかわらず、高齢化の進展など、

社会保障を取り巻く環境の変化に対応し、給付が増大する性格を有しております。

社会保障の費用は利用者負担、保険料負担と公費負担の組み合わせによって賄わ

れておりますので、こうした改革を行っても、なお、増加する負担については、

保険料と適切な公費財源の確保が必要であり、予算面、税制面の対応が必要であ

ることは勿論であります。 

現役世代の負担を過重なものにしないための改革が不可欠でありますが、国民

負担率を抑制するため、社会保障の水準を下げるべきであるとの主張に関しまし

ては、給付の内容を見ずに負担面のみを見て論じるのは一面的であり、必要な給

付が行われない場合、私的負担が増大するとともに、社会保障への信頼を損ねる

ことになります。国民負担率が高い国が必ずしも経済成長率が低いわけではない

などの問題があると言わざるを得ません。 

今後の社会保障と経済財政の関係を考える際には、効率化してもなお増大する

負担を、経済全体の中で可能にする経済の実現や、必要な公費財源を確保できる

よう、税体系や各歳出分野の見直しが必要であると考えております。 

こうしたことを通じ、社会保障の視点から、経済財政構造の在り方を検討する

ことができるものと考えます。 

経済財政諮問会議では、マクロ的な視点から御議論いただいており、重要課題

である社会保障や、公共事業も含め、経済財政全般の視点から構造改革への御意

見をいただきたいと思います。厚生労働省としましても、密接な御協力をさせて

いただきたいと考えております。 

なお、医療・年金・介護といった社会保障各制度の改革に関しては、政府・与

党社会保障改革協議会で議論が行われております。今後、改革の理念や基本的考

え方を明らかにする大綱を３月末にとりまとめ、これに基づく具体的推進方策に

ついて、ワーキングチームを設置し、年末までに協議していくこととしておりま
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す。 

この後、厚生労働省提出資料について、政策統括官から説明させますが、なお、

当省関係のもう１つの重要課題であります雇用の問題に関しましては、経済の活

性化をテーマとする際に御議論いただくと承知しておりますので、本日は社会保

障について御報告させていただいた次第でございます。 

誠に簡単でございますが、一言だけ御説明をさせていただきました。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

それでは、石本政策統括官より補足説明をさせます。 

（石本厚生労働省政策統括官） お手元の資料の２に基づきまして、時間の関係もご

ざいますので、大臣の申し上げた点は省略させていただきながら御説明させてい

ただきます。 

まず、１ページ「社会保障制度の果たす役割」でございますが、省略させてい

ただきまして、４ページでございますが「社会保障の現状と見通し」。 

高齢化の進展や制度の充実によりまして、この30年間で対国民所得比3.5倍に拡

大し、現在、約78兆円に至っております。ご覧いただきますとおり、1970年、給

付費3.5兆、2000年、77.8兆、22.1倍。対国民所得比で3.5倍の増になっておりま

す。 

なお、国民負担率につきましては、下の方にございますとおり、2000年度で

36.9％、更に財政赤字概ね約12％ということがございまして、大体現在赤字を入

れますと、50％程度の国民負担率かなと思っております。 

それから、５ページにまいりまして、現在の少子高齢化の急速な進展の状況を

グラフとともに示させていただいております。65歳以上の人口は、2050年には

32.3％、合計特殊出生率は2.08で大体現行の人口規模を維持できますが、現在1.34

といったことでございます。 

６ページにまいりまして、今後の社会保障給付の見通しでございますが、現在、

社会保障給付費は78兆、25年後には207兆円ということで、2.7倍。 

国民所得が下の方に書いてございますが、384兆円に対して、25年後660兆円、

1.7倍。対国民所得比でも５割増しの規模に至るといったことでございます。 

それから、７ページでございますが、現在、国会で御審議いただいております

平成13年度の厚生労働省の予算案の姿でございまして、一番下に箱がございます

が、それぞれ12年度の予算を更に一定程度上乗せしていただいております。この

上乗せの経費は、専ら高齢化分を乗せた予算案ということになっております。 

８ページ以降、「改革への取組」でございますが、先ほど大臣が改革の必要性

等お触れになりましたので、省略させていただきまして、今後の改革に向けた動

きにつきまして、10ページ以降で具体的に書かしていただいておりますが、11ペ

ージに「今後の改革の方向性」ということで３点挙げております。 

１つは、給付と負担のバランスを図り持続可能なものにしていく。具体的には、

長期的に安定した信頼される年金制度を構築していくということで、当面、２行

目に書いてございますが、「将来世代の保険料水準を過重なものとしないため、
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保険料引上げ凍結の解除と基礎年金国庫負担割合の１／２への引上げが必要」と

いうことで書かしていただいております。 

次に、「持続可能で安定的な医療保険制度の構築」ということを書かしていた

だいております。 

それから、２点目は「効率的で質の高いサービスの実現」ということで、利用

者の視点に立ちまして、効率的で安心されるサービスを行っていく。科学的根拠

に基づいた医療の推進、カルテの電子化等のＩＴ化の推進等を書いています。 

なお、規制改革につきましても、今後、一番下の行でございますが、公立保育

所の運営を民間事業者に委託する。 

それから、12ページにまいりまして、ケアハウスというのがございますが、こ

の運営を企業など民間法人に参入していただく検討を行う。 

それから「社会保障の『支え手』を増やす」というのが３つ目でございまして、

１つは、子育てと仕事が両立できるよう総合的な少子化対策を推進。 

２点目は「意欲や能力に応じて働くことのできる社会づくり」といったことを

項目として書かしていただいております。 

14ページでございますが、社会保障に関する幾つかの論点がございますので、

その参考までに資料を付けておきました。 

１つは、我が国の社会保障が対国民所得比でどうか。また、国民負担率で見て

どうかということで、縦軸に社会保障給付費の国民所得比、横軸に国民負担率を

取りました。我が国、現在17.8という対国民所得比でございますが、25年後には

31と1/2という形に相なります。なお、フランス、ドイツよりは若干低いのかなと

いうふうな資料でございます。 

それから、19ページ「社会保障財源の在り方について」でございます。先ほど

大臣から申し上げた点でございますが、社会保険方式にする、あるいは税方式に

するといった場合のメリット・デメリットを書いてございまして、私どもしては、

今後とも社会保険方式を主としつつ、保険料と公費負担を求めることが必要とい

うふうに考えております。 

それから、 後の20ページでございますが、表題もおおげさですし、内容も書

き方が不十分とは思いますが、基本的には今後の低成長期の中で社会保障を更に

一段と効率化に努めていくことは大臣も申し上げたとおりでございまして、ただ、

社会保障制度がなくなるとか、あるいは年金がもらえなくなるという心配をなく

すことが大切なんだろうと思います。 

その意味で、特に税制につきまして、社会保障の財源という観点と同時に、政

策効果面での連携といったことも、これから考えていく必要があるというふうな

認識で幾つか書かしていただいております。 

以上、補足をさせていただきました。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

続きまして、奥田議員から資料３につきまして、御発言をお願い申し上げます。 

（奥田議員） 資料３でございますが、図表が付いておりますので、一番 後のとこ
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ろの図表を参照していただきたいと思います。 

（麻生議員） 図表というのは、この14ページでございますか。 

（奥田議員）  図表編です。 

社会保障改革について検討を進めていくに当たりまして、本間議員を中心に、

民間議員の間で問題意識や検討すべき論点について、これまで数回議論を行いま

した。その概要をサポートチームの協力を得てまとめたもので簡単に御説明をし

たいと思います。 

初に資料３の１ページをご覧いただきたいと思います。 

我々の問題意識は、２段落目にあるように、経済を自律的な回復軌道に乗せて

いくには、国民の将来への不安感や社会保障制度への不信感を払拭することが喫

緊の課題である。そのためには、社会保障を安心と信頼が持てる持続可能なもの

として給付と負担の明確な将来ビジョンを国民に示すことが重要であると、この

ように考えております。 

また、３段落目にあるように、改革には、乗り越えるべき課題が非常に多うご

ざいますが、国民に対して積極的にメッセージを発信して、理解と協力を訴えて

いかなければならない、そのように考えております。 

次に、２ページをご覧いただきたいと思います。 

先ほどのような問題意識から社会保障の改革を考える際に、２ページの１にあ

りますように４つの基本的な考え方を取り上げました。特に少子高齢化、低成長

の下で、社会保障制度に対して将来にわたって国民が安心感あるいは公平感を持

てるようにすること。もう１つは、経済成長と両立できるような負担と給付の在

り方を見極めること。この２つをうまくバランスさせていくということが重要で

あると考えております。 

その際に、自助・共助・公助の役割分担の明確化が是非必要になるわけであり

ます。 

また、個別の制度ごとの議論と全体の議論を組み合わせて、国民一人ひとりに

とって、将来の生活はどうなるのか。これが具体的にわかるようにするというこ

とが重要であると思います。 

この件については、図表の１、２、３、図表１は、平成９年の人口推計でござ

います。図表の２は、合計特殊出生率の推移。図表の３が、社会保障の給付と負

担の見通しということが書いてあります。 

２ページの後半の２でございますが、ここでは制度の持続可能性の論点につい

て書いてございます。この中では、１つ目の○のところにございますが、経済成

長との整合性。２つ目の○にあります世代間と世代内での公平性。これを確保し

ていくことが重要である。 

３つ目の○にあるように、単なる負担増、給付減という改革ではなくて、限ら

れた財源が本当に社会保障を必要とする人に支給されるように、医療費の効率化

など、質を維持しつつ、コストを下げるという考え方でやっていくと、こういう

視点も不可欠であると思っております。 
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図表の４に「世帯主の年齢階級別年間収入、貯蓄・負債の現在高」が書いてご

ざいます。 

次に３ページをご覧いただきたいと思います。上の３でございますが「活力あ

る経済社会の実現への寄与」ということでは、社会保障と経済財政のさまざまな

関わりについて触れております。特に重要なことは、２つ目の○にありますが、

社会保障の支える側を増やすということで、少子化対策を積極的に推進するとい

うことや、あるいは働く意欲と能力のある高齢者や女性に円滑に支える側に回っ

ていただけるように取り組んでいく必要がある、このように考えております。 

３つ目の○にあるように、少子高齢化を制約要因としてのみ捉えるのではなく

て、医療・福祉関連分野などは、新たな成長産業としても捉えていく必要がある

と考えております。 

図表の５は、「2010年における医療福祉産業の雇用規模・産業規模予測」でご

ざいます。 

４の部分でございますが、４では、制度の効率化、給付の適正化、それから透

明性の確保ということについて触れております。１つ目の○にありますように、

value for money の視点から、ＩＴを活用して、制度運営やサービス供給を活性

化、効率化していくという必要がございます。 

その前提としては、十分な情報が国民に開示されるということが重要でござい

ます。 

また、 後の○にございますが、官民の役割分担、それから民間活力の積極的

な活用と、こういう視点も重要だと考えております。 

ここに関しましては、図表６の「都道府県別の１人当たりの老人医療費の状況」。

それから図表７の「年金制度の体系」、これが追加でございます。 

以上、概括的に申し上げましたが、別紙１として「補足メモ」、それから別紙

２として、医療・年金の各論について、それぞれ論点をまとめてございますので、

時間の関係もありますので、割愛いたしますので、あとでご覧いただきたいと思

います。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

本間先生、何かございますか。 

（本間議員） 今、奥田議員の方から御説明いただいたとおりでございますけれども、

ここでまとめました提出資料の基本的な考え方、国民生活の も基本的なインフ

ラでございまして、この点に対する不透明感、将来像の欠如というものが、マク

ロ経済に対しましても、非常に今大きな悪影響を及ぼしている。特に貯蓄過剰と

いう問題がこの社会保障制度との関係の中で浮き彫りにされて、1,400兆近く資産

を抱えながら、年金から貯蓄をするという事態を生み出している。これをどのよ

うに解消し、短期的な景気との関係、あるいは中長期的な構造改革に対して、社

会保障制度全体の見直しを通じながら、メッセージというものを国民に伝え、そ

の中でできれば選択肢というような形で、例えば今日もお話が出ましたけれども、

負担率の問題等も、決定をしていくというような段取りというものを、明確に今
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からやっていく必要があるのではないか。 

その点で、これまでの議論というのは、議論のされ方というものが進み始める

と思うと中断をするとか、あるいは制度間の非常に複雑な問題がございまして、

自分の生活がどうなるかという視点からの議論というものが非常に欠如をし、そ

のことがまた不安を増幅するということになっておりますので、ここの中でも、

付属資料のところにも掲げておりますが、Ｅカバメント、これは森内閣でＩＴ化

をしていくと、政府の中でもこれを推進するということが出ております、これが

番号制度。これはどういう形で付番をするか、これは吉川議員の方からまたお話

が出ると思いますけれども、母子手帳から始まり、本来は失業、雇用の番号制度

の問題、そして、病気をしたときの医療の問題、そして、65歳以上の場合には年

金と、全部連動した形でライフデザインをこの社会保障制度の改革の中に位置付

けながら、わかりやすい問題設定をして、国民に理解を求めていくということを、

今後是非やっていかなければならないのではないかという考え方の下に、このペ

ーパーを奥田議員の方から御報告いただいたというのが、これまでの検討状況で

あります。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは、皆様方から社会保障制度につき

まして御自由に御議論をいただければと思います。 

吉川先生。 

（吉川議員） ただいま、本間先生の方から御説明がありましたが、私からは１つだ

け具体的な提案をさせていただきたいと思います。 

どういうことかと言いますと、今まで議論されてきたこと、あるいは厚労大臣

からも御説明があったことを実現するためには、やはり国民に番号を導入するこ

とが必要だと私は考えております。社会保障の改革を進める上でも、あるいは財

政のさまざまな問題を考える上でも、社会的な強者と弱者をできるだけ正確にア

イデンティファイするということが大変重要なことで、前提になるわけですけれ

ども、効率性、実効性を高める上でも、私は番号の導入は避け難いと思います。

従来は、納税者番号という暗い名前で呼ばれていたわけですけれども、先ほどか

らお話に出ていますように、例えば、カルテのＩＴ化、あるいは電子政府の実現

というようなこと、これを実効あらしめるためにも、今や番号の導入は避け難い

と私は考えております。番号は、明るい面をたくさん持っていると思います。 

重要なことは、政府がさまざまな番号をアドホックに導入するということはや

るべきでない。これは単に混乱を招くだけですから、したがって、政府として１

つの統一的な番号を導入して、その番号をすべての目的のために合理的に使うと

いうことが私は重要だと思います。いずれにしても、社会保障・財政の問題を考

えていく上も、あるいは医療体制の将来を考えていく上でも１つの重要なインフ

ラ、合理的なインフラだと私は思います。 

（本間議員） もう１つ補足説明させていただきたいと思いますが、アメリカでなぜ

納税者番号的な制度が普及したかということを考えますと、実は受益の方から入

っていったという背景がございます。社会保障番号と雇用者識別番号という２つ
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の番号がございまして、これは両方とも国民の生活の言わばセーフティーネット

として機能をするということでございますので、負担から入っていかなかったと

いうところに非常に大きな特徴がございまして、できれば、こういう形での番号

設定をし、それが個人勘定できちんと完備できるということが重要なんだろうと

思います。 

個人番号が、今、例えば、医療ですと、家族で保険証ができていて、家族が単

身赴任でやっているときなどはなかなかきちんと対応できない部分もございます

し、社会保障全体の構図を把握する上でも、今の縦割的なシステムですと、予算

の特別会計ということもございまして、重複の問題もございます。これを一元的

にきちんと効率的にマネージをしていくという点では、積極的にこれはＥガバメ

ントの言わば第一フロントランナーとしてこういう問題を積極的に、その利益を

アピールする形で打ち出していくということが、政権にとっても非常に重要な私

は国民に対するアピールの度合いが高いのではないかと思いますので、吉川議員

の提案には、私も基本的に非常に賛成です。 

（片山議員） 今、両先生から話がありましたが、一昨年の夏に、住民基本台帳法を

改正しまして、それぞれの市町村で住民票をコンピュータで処理していますが、

それを全国ネットワークでつなごうと、その核になるのは東京にあるセンターで

すけれども、今、作業を進めております。２年も経てば全国民に11桁の住民票コ

ードが付きます。 

改正法では、プライバシーの保護の観点から住民票コードの民間利用を禁止し

ていますが、ネットワークに保存する情報は氏名と年齢と性別と住所です。この

ネットワークができれば本人が住民票を出したり入れたりするのは大変便利にな

り、どこであろうが、１回窓口に行けばいいわけです。あと、行政機関が本人確

認のために、いろいろ照会が来ますがそれに答える、それ以上は使わせないとい

うことになっているんですね。ただ、個人情報保護法が必要であるということに

なっていますし、社会保険庁は社会保険庁で何かお考えのようですけれども、今

の医療や社会保障の関係でも共通にやった方がずっと効率的だとは思いますが、

これはプライバシー保護の観点から将来の課題として慎重に議論すべきと思って

います。 

（麻生議員） 奥田先生。 

（奥田議員） ちょっと話は違うんですけれども、その番号の問題ですけれども、個

人間のお祝いについて課税する。そういうのが 近ものすごく多いんです。番号

制は先生方が言われたような意味では確かにいい話なんだけれども、個人間の儀

礼交際に至るまで課税される。 

一方で、お返しについては費用として認めてくれない。そういうことが番号問

題については出てくると思います。 

（麻生議員） 村上副大臣。 

（村上財務副大臣） 両先生にお伺いしたいのは、番号制にするのは、例えば、高齢

な人は弱者とかいうふうに一律に定義するのではなくて、それぞれの収入だとか
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を見て、それぞれの負担能力だとかそういうものをきちんと差別化するためにそ

ういう番号制を導入したらどうかという狙いをおっしゃっているわけですか。 

（吉川議員） 私は、番号は多目的に用いられてよいと思います。先ほど納税者番号

に転化するのはけしからぬというお話も紹介されましたが、転化しても私は構わ

ないと思っています。 

（村上財務副大臣） その狙いとしては。 

（平沼議員） 既にお話がありましたけれども、経済産業省として、女性や高齢者を

含めた活力ある社会を創造するということは非常に重要だと私は思っています。

女性・高齢者の社会進出というのは生産年齢人口の減少による労働投入減少への

対応策として、これは我が国の経済成長につながるというふうに認識しておりま

す。 

また、女性、高齢者というものを社会保障制度の支え手との視点でとらえるこ

とも、当然、今御指摘があったように重要だと思います。 

１つ、細かい問題提起ですけれども、今、御承知のように、年収130万円未満の

パートの主婦については自ら保険料負担をせずに基礎年金が受給できるため、就

労を調節しているという実態があります。社会保障制度が労働力の供給を抑制す

るという面が一面に出ているわけです。ですから、個人の選択に中立的な社会保

障制度へ私は見直しが必要だと、これからそういう形で活力を出していくために

は。 

また、公的年金収入については実質的に課税はされていません。したがって、

世代間の公平などの視点に立って、税負担の適正化を図っていくということも、

私はやはり必要なことだと思っています。 

（坂口臨時議員） 御指摘の例の３号被保険者の問題に絡んでくるわけでございます

が、やはり、これからの社会保障、とりわけ年金など、個人単位にするのか、世

帯単位にするのかという問題がもういっぺん議論をされなければならぬのだろう

というふうに思っております。医療保険などは、世帯単位になっているわけでご

ざいますし、それから、今度導入されました介護保険などは、高齢者のところは

個人単位になっておりますし、お若い皆さんのところは、40歳から60歳のところ

までは世帯単位になっているというミックスされた形になっているものですから、

今、平沼大臣の方から御指摘のありましたような問題もまた出てくるという、こ

の辺のところも少し次の年金のときには考えなければならない問題になってくる

んだろうというふうに思っております。 

（本間議員） 情報がきちんと個人ベースでプールされておりませんから、年齢とか、

あるいは女性の場合には配偶者としての立場におるのか、個人として自分が、今、

平沼大臣がおっしゃったとおり、自立した形で経済活動を営んでいるか、こうい

うことによって随分実態と区分の乖離というのが起こっているわけですね。した

がって、番号制度を導入するということは、個人の実態を把握しながら、受益と

負担というものをフェアにしていくための手立てにしていくというのが１つ大き

なポイントだろうと思います。 
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それからもう１つは、それに個人がアクセスすることができるという制度的な

保障を与えることによって、自分が負担したものと受益というもの、そして社会

保障制度の意味というものもきちんと理解していただく、そして、そのことによ

ってこれからはどうしても保険料の引き上げというような難しいテーマ、あるい

は給付水準の引き下げという極めて厳しい選択を国民に求めていくということが

可能性として非常に強いわけですから、そういう説明責任の観点の部分からの番

号制度の活用のされ方、勿論、プライバシーの問題はございます。 

それからもう１つ、制度間の重複問題、縦割の厚生労働行政の持っている非効

率性の問題、これも番号制でやりますと、共通に今後の社会保障制度を管理して

いくマネージメントの上で非常に効果があるわけでありまして、ここの部分のと

ころは、社会保険庁等の存在というようなもの、微妙な問題があるということは

私も十分了解をしておりますけれども、将来的にはそこに向かって効率的な行政

というものを推進するために、これをフロントランナーとして活用するという考

え方を打ち出していくということは、国民にとってもわかりやすいテーマ設定に

なるのではないかと今考えています。 

例えば、この問題を考えますときに、年金重視型でいくのか、あるいは給付措

置型で行くのかという哲学の問題にも絡んできておりまして、御承知のとおり、

介護は年金から費用徴収をするという制度設定になっておりますけれども、医療

の方は年金から費用を徴収しない形になっております。ここら辺のところも番号

制がきちんと整備されますと、大阪辺りではもう介護が強制的に年金から差っ引

かれるのは嫌だと、医療がそうなっていないのに、介護はそうなっているのは憲

法違反だというような、若干モラルハザート的なそういう訴訟まで起こりつつあ

るような状況でございますので、そういう国民もやはりそういうような問題ある

行動をチェックする上でも、こういう問題をうまく活用しながら、理解を得てい

くという装置に是非考えていただけないかというのが我々の提案でございます。 

（牛尾議員） 第１は、番号制の導入の問題ですけれども、やはりメリット、デメリ

ットがあるけれども、もうここまでくると番号制の導入はやむを得ないと思いま

すが、そのときには、奥田さんがおっしゃるような悪用する部分が出てくる前に、

これをうまく使う環境を先に同時につくっていかないといけない。番号制だけ入

ればいいというわけではないので、それにプラスになるような環境をつくりなが

ら、悪用する方をどうやって除外するかということを総合的に考えることが第一

だと思います。 

それから、第２番目は、今、厚生労働大臣がおっしゃったことで、女性は本来、

専業主婦だと、そして働く人が増えてきましたね。高齢者は、本来は誰かに保護

されるものであって、だけどできるだけ働いてほしい。そういう現状認識から、

これからは、女性は基本的に働くものだと、例外的に専業主婦がある。高齢者も、

75歳ぐらいまでは本来は働くものなんだと、それで、例外的に体が弱い人は保護

するものだというふうに時代の流れを読み替えれば、制度は逆転してくるわけで

す。 
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今は女性というのは専業主婦だということを中心にして税制も考えられていま

すし、年金も考えられていますから、本来女性は働くもんだというふうに起点を

変えれば、非常に危険な発言ではありますけれども、専業主婦控除というのはな

くなって、働く女性の保育控除や、親を看る介護控除があるという方が主役にな

るわけです。だから、その辺のところはもう時代感覚から言って日本が経済活力

を持つためには、女性が働き、高齢者が働かなければ、もうこれだけの高い賃金

の文化生活はできないというふうに政治が考えて、そちらに向かって軸を変える

ということを考えないと、社会福祉を抜本的に考えるときに、やはり専業主婦は

例外であり、75歳までは保護されることは例外だということで物事を考えていけ

ば、対象も減ってくるわけです。 

しかも、今どなたかがおっしゃったように、高齢者というのは非常に大きなマ

ーケットであり、非常に経済活力の源泉であり、女性も同じようにそうだという

ことで、軸を変えて新しく考えるということが第２番目の提起です。 

３番目は、少子高齢化と使うことは絶対にお止め願いたいと、少子化と高齢化

は全然違う話なんです。少子化というのは、これは我々企業から言うと、マーケ

ットが減る話ですし、高齢化というのはマーケットが拡大する話なんです。一緒

に相殺してもらっては困るんであって、少子化というのはマーケットが減るんで

す。なぜ少子化かというのは、十分原因が追及されてない。しかし、これからの

少子化というのは、やはり幼児教育から保育から小学校、いろんな問題まで込め

て、やはり相当働く女性を前提にした、女性は働くもんであるということを前提

にして、老人も働くもんだという前提にした場合、では子どもを産んだ場合どう

いうふうにやって育児が展開されるかという絵を示さないから、働きたい女性は

みんな子どもをつくらないわけです。 

要するに、少子化を止めるためには、基本的には女性も働く、高齢者も働くと

いう前提で、それでも快適な家庭生活ができるような少子化対策というものを、

教育から家庭生活から地域社会から、全部考えていかないといけないという、そ

ういうところを従来のままに放っておいて、都合の悪いところだけを前に持って

きて議論するから、国民が付いて来ないわけです。だから、少子化問題はもう別

問題として考える。 

高齢者も。少子高齢化とセットにするのは、非常に口触りはいいけれども、全

然違う話を一緒にしているんで、これははっきり、官庁でも全部担当違うわけで

すから、そういう意味では、それをきっちり分けてほしいと、この３つを申し上

げたいと思います。 

（福田議員） 一言だけ申し上げます。今、 後の少子化問題。これは、仕事と子育

てを両立するということの社会づくりということで、いろんな提言をまとめてい

る 中です。ですから、これはこれでやっておりますので。 

（牛尾議員） 期待しています。あれは保育の部分だけやっているんであって、働く

女性が子どもをつくった、家庭を維持することについては、税制でもやはり保育

費が控除にならないとだめなわけです。専業主婦手当がなくなっても、働く女性
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の保育が控除される方が大事だという軸に変わらないとだめなんです。是非お願

いします。 

（福田議員） そういうことを含めて、幅広く討議しておりますから。 

（片山議員） 麻生大臣いいですか。 

（麻生議員） 片山大臣。 

（片山議員） 今、牛尾さんが言われましたこと、本間先生と奥田さんの資料の６ペ

ージですね。都道府県別の１人当たりの老人医療費ですが、長野県が全国で一番

低い。ところが、高齢者の就業率は一番高い。福岡県はちょうど一番医療費が高

くて、一番就業率が低い。だから、今の60歳定年、65歳まで勤務延長、再雇用を、

私は65歳までの定年で、70歳までが雇用延長なり再雇用であって、75歳までは地

域社会で活躍してもらって、本当のリタイアは75歳以上だというパターンを打ち

出すべきではなかろうかと思います。 

今、社会保障費の中で、総額が一番多くて一番伸びているのは医療費です。し

かも、それは高齢者の医療費です。だから、私は医療費を抑制というのは国民に

受けませんから、抑制するのではなくて、無駄をなくし効率化して、医療費総額

はやはりここまでぐらいでいこうという努力目標が、キャップ制じゃなくて、要

るのではないかと思います。そのためにＩＴ化が色々言われていますけれども、

カルテやレセプト審査のＩＴ化や患者にＩＣカードを使うとか、それらも導入し

て医療費の総額を抑えるのではなくて効率化する。 

それから同時に、できるだけ働いてもらうとか、予防的な健康づくりを早くか

らやるとか、都道府県や市町村で相当努力しているところがありますからその例

を参考に行う、またはみんなスポーツに親しんでもらうとか、何かそういう積極

的に医療費をある程度の努力目標を持って抑えるということが、どうしても必要

だと考えます。 

特に高齢者の医療費は、市町村は国民健康保険で受けるわけです。元気でお金

があるときは健保や共済なんです。仕事を辞めて年とって、お金がなくなったこ

ろに国民健康保険に入る、これはもう大変な財政悪化するのは当然です。一般会

計から3,000億円以上毎年繰り出しているんで、市町村長に言わせれば、本来医療

保険は国費と保険料であるべきなのに、何で一般財源を繰入れなければならない

のかと、３千何百億円も。こういうことなので、総合的な戦略が何か要るんじゃ

ないでしょうか。 

（奥田議員） やはり今、医療費のキャップということを言われましたけれども、し

かしやはり総枠で幾らというものを決めておいて、その中で努力をしていただく

ということで、努力目標が必要であると思います。だけど、キャップがないと、

何か無限に上がっていくというような懸念があるもんですから。こういったこと

は、厚生労働大臣もお考えになっているんじゃないですか。 

（坂口臨時議員） 過去、この10年ないし20年ぐらいを見てみますと、人口の増加と

高齢化による増加ですね。この両方足したものというのは、前の年の医療費の大

体２％ぐらいずつずっと伸びてきているんです。人口増と高齢化増と２つ合わせ
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ますと大体２％ぐらいで伸びてきているんです。だんだん 近、人口増の方は伸

びは鈍化してきて、その代わりに高齢化率の方がうんと高くなっているもんです

から、合わせるとやはり２％ぐらいなんです。 

これは、しばらくまだ、この２％ぐらいというのは、これから先も続くんじゃ

ないかという気がするんです。そういたしますと、いわゆる人口変化によります

伸び率というのは、大体その辺だという見当は付くと思うんですが、その他の部

分で伸びている部分が幾つかあるわけです。私は、その人口の変化によるところ

は、ある程度仕方のないところで、ここは御容赦いただきたいという我々の気持

ちがございますが、その他の部分で伸びているところは、これはメスを入れると

ころは入れていかなければいけないという、若干その辺は分けて考える必要があ

るんじゃないかという気がいたします。 

（平沼議員） 今、御指摘ありましたけれども、一人の個人で医療費が幾ら掛かった

かと言いますと、やはり終末医療がトータルで見ると４割ぐらいになっているん

ですね。このところは非常に高いわけです。ですから、それが非常に老人医療費

がアップしている主な原因になっていると思います。 

キャップというのは、さっき片山大臣が言われましたけれども、そういう電子

化によって、例えば盲腸の病気に対してはと言うんで、大体アメリカなんかは１

つそういう形でモデルができているわけです。だから、その範囲で収めていくと

いう形を、ある程度導入していかないと、これは限りがなくなると思います。 

（牛尾議員） 包括医療ですね。 

（平沼議員） ええ、包括医療。やはり、そういう概念も、余り切ってしまうと身も

ふたもなくなりますけれども、そういう１つのモデル的な概念を入れていかない

と、私はもたなくなると思います。 

（奥田議員） 終末医療ということについては、この人は、尊厳死協会の会長なんで

すか。 

（牛尾議員） そうです。 

（奥田議員） 私は会員になっておるわけですけれども、我々は、結局倒れたらも

う･･･。 

（牛尾議員） もう植物人間になったときは、３か月で抜くし。もうこれをやっても

治りっこないことは一切手術しないし、ただ苦痛を取るためだけは手当てをして

くる。それ以外全部放棄しますという宣誓を生前にするわけです。 

（麻生議員） ありがとうございました。まだ、御議論はあるんだと思いますけれど

も、次の議題もありますので。 

（村上財務副大臣） ちょっといいですか。皆さんに遠慮していたんです。 

（麻生議員） あなたは特別に。 

（村上財務副大臣） 先生方言われているように、やはり今の経済を見ると、将来の

漠然たる不安はあるわけです。そのためには、断固としてこの制度を堅持してい

くということの明確なメッセージが必要なんです。そのためには、もうどうして

も長期的な制度改革をする場合には、給付削減は避けられないということを、は
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っきり言うべきときが来たんじゃないかと思うんです。 

それから、やはり医療費の伸びと経済成長の伸びが整合性を取れるように考え

ないと、今までは人口が増える、税収が増える。それで行政サービスやって、こ

ういうものだったんですけれども、先ほど先生が言ったように、人口が減ってく

る、税収が減ると、モードは変わるわけです。そこはやはりきちっと明確にした

らいいんじゃないかと。 

先ほど、吉川先生が言われていた番号制にするのは、老人というのは弱いもん

だという既定概念があるけれども、そうじゃなくて、やはり収入だとか財産だと

かいろんなものをトータルして、それに合った、例えば能力のある高齢者が、能

力に合った自助努力を促すということが両先生の狙いじゃないかなと思うんです。

そこら辺は、きちっと言うべきじゃないかなというふうに私は思います。 

年金については、今までは賦課方式だったんですけれども、将来自分の年金は

自分で積み立てる方式に、徐々にではあるけれども変えていくということも、や

はり今から考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに考えています。 

以上です。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

（片山議員） サービスを下げるのではなくて、サービスは維持するけれども、無駄

をなくし効率化させるのです。 

（村上財務副大臣） 勿論そうです。それをやりながらね。 

（片山議員） そうじゃないと、下げると言ったら国民に受けませんよ。 

（村上財務副大臣） だけど、なかなかそれは言うのは簡単ですけれども。 

（片山議員） だから、その努力をまずしてみるべきですよ。総合的に。 

（牛尾議員） それは先送りしないで、ぼつぼつ決めるべきときですね。 

（麻生議員） 後の 後に。 

（坂口臨時議員） 吉川先生がおっしゃった番号のこと、私もそれは将来そうしなき

ゃならぬなというような気持ちでお聞かせいただいたわけですが、これ大分先生

方からバックアップしていただかないと、片山大臣がおっしゃったようになかな

かこれ政治的には大変なもんですから、例えばこの社会保障の分野で先に一本化

をしてつくり上げていくとかというような段階的にでもいかないと、なかなかこ

れ、大変かなというような気がいたしております。それはちょっと、年金だけで

は大変だというふうに、基本的にはそう思います。 

（麻生議員）  ありがとうございました。それでは、御議論が尽きないと存じますが、

次の議題もありますし、柳澤金融担当大臣もお見えでございますので、本件につ

きましては、本日の議論を踏まえまして、担当の有識者議員を中心に議論を深め

ていただきまして、他の審議会などとの連帯もございますので、その面も考慮し

つつ、骨太の方針作成に向けて検討していくということといたしたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。 
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○景気の現状と今後の対応について

（麻生議員） それでは続きまして「景気の現状と今後の対応」につきまして御議論

いただきたいと存じます。まず初めに、資料を提出をいただいております柳澤臨

時議員より、資料の６に基づきまして、不良債権問題などに関しまして御説明お

願い申し上げます。柳澤先生どうぞ。 

（柳澤臨時議員） 柳澤でございます。何分ですか。 

（麻生議員）  柳澤先生、あとの議論の時間も入れていただいて、約10分ぐらいです。 

（柳澤臨時議員） 私、今、金融を担当しておりまして、バブル崩壊に伴う金融機関

の不良債権の問題の解決に当たっているわけでございますけれども、基本的に日

本の金融機関の不良債権というのは、相当処理には拍車が掛かっているわけです

けれども、顕著な減少という状況に至っておりません。 

そういうことで、大体ＳＥＣ基準に基づいて、我が国ではリスク管理債権とい

う概念でもって不良債権の減少を図っております。 

勿論、そのほかに自己査定の分類というような、第２分類以下を公表している

向きもありますが、これは全く今は自主的にやっておると、そして各行のものを

我が方が集計して出しておるわけですけれども、こういうものを出している国は

実はないわけでございまして、基本的にはアメリカなどもリスク管理債権のよう

なもので不良債権を発表しているということでございます。 

したがいまして、この不良債権をリスク管理債権という尺度で測らせて、今、

以下の話をさせていただきますが、大体全国銀行ベースで32兆円というレベルで

変わっておりません。これは、貸出債権、貸出に対する割合は、6.44％というこ

とでございます。大手行の方は、そのうち19.3兆円でございまして、これは6.12％

でございます。 

それから、その大手行から例の前の長期信用銀行と日債銀とを引きまして、途

中で破綻していない、連続的に数字が追えるという、そういう大手行だけを取り

ますと、この比率が5.5％ということになります。5.5％の不良債権比率というの

は、実はアメリカもつい 近経験をしております。 

アメリカの場合には、ＦＤＩ加盟行という、預金保険の加盟行ですべてでござ

いますけれども、これが91年末に5.47％でございました。切り上げれば5.5％とい

うことで、ほぼ同じでございます。 

しかし、このアメリカの場合には好景気もありまして、これが急速に下がって

おりまして、同じく2000年９月では1.05とか、そういうような数字になっておる

ということでございまして、我が国の先ほど言った２行を除く5.5とかというよう

なものが、ものすごく高いというわけでもないということは、これでもおわかり

いただけるかと思うんですが、問題は5.5とか全国銀行ですと6.44という数字が減

らない、むしろ6.44なんか微増傾向にあるということでございます。これはやは

り金融機関の収益力だとか、資金仲介機能というようなものに大きな影響をもた

らしておって、日本の言わば経済の復活というものの阻害要因になっているんじ

ゃないか、こういうように考えているわけです。 
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そこで、２の「オフバランス化」ということで、とにかくこの不良債権という

ものをバランスシートから除くということを今、私呼び掛けているわけですけれ

ども、これには３つ手段があって、１つは「売却」ということがございます。２

つ目は「法的枠組みによる償却」ということでございます。３つ目は「私的枠組

みによる償却」ということでございます。 

売却は、アメリカなどでは主にこの手段でもってライトオフというかオフバラ

ンス化を図っているようでございますが、日本の場合には公的なものとしてのＲ

ＣＣとか、民間ベースではＣＣＰＣとかというようなものができておりますが、

これが大々的に機能しているということはないわけでございまして、アメリカ系

の企業が、今が底値だといったような調子で買いに来ているというようなことで、

主として売却は行われているということのように我々は受け止めております。 

法的枠組みによる償却というのは、破産法による清算型のものと、会社更生法

とか 近できました民事再生法とかによる再建型のものがあることは御承知のと

おりですが、そういうものを通じて、これは司法から民間金融機関は債権のカッ

トを命ぜられる。それを受け止めるという、受け身の償却をしているということ

でございます。 

それに対して、私的枠組みによる償却というものは、主として再建型に当然な

るわけでございますけれども、これはよく新聞で言われておるような、いわゆる

債権放棄というような形で、１つの再建計画を債務者が練り上げた場合に、それ

を実現するためにやむを得ず債権放棄をすると、こういうような形でやっている

わけでございます。 

ところが、この形が非常に 近も行われるわけでございますけれども、どうも

これが遅れがちだということでございます。それはなぜ遅れがちなんだと言いま

すと、結局見極めが遅いとか、あるいは銀行側の立場が昔ほど強くないと。むし

ろ、弱いというようなことも言われておりますし、また複数の金融機関が絡んで

おりますので、その債権者間の合意の形成というのがなかなか難しいというよう

なことで、トリガーを引くのが遅くなるということがございます。 

その背景には、私はメインバンクの役割の変化というものがあるんじゃないか。

近、非常にメインバンクというものについて、一度メインバンクというのを否

定したのに、 近になってまたメインバンクしっかりしろなんていうのは矛盾じ

ゃないかなんて大きな銀行から不満の声も上がっているんですけれども、やはり

昔だったらメインバンクが力があったし、処理すべき損失というのも相対的に小

さいものでございましたので、割とメインバンクがこういったことについては取

り仕切って、もうお前だめだということでやったということがあろうと思うんで

すが、 近はやはりメインバンク自体にも体力がなくなってきているということ

と、やはり対象となっている損失が非常に巨額だということがメインバンクの機

能がなかなか働かない背景にあるんじゃないか。 

そこで、私的枠組みの改善という３つ目のところに入るわけでございますが、

結局私どもが見るところでは、トリガーを誰が引くか。再建計画というものを本
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当に確実度というか、信頼度の高いものを誰がつくり上げるか、それから 終的

な損失の負担というものを誰が分担するか。この３つが、一番の要素であろうと

思います。 

付け加えるならば、責任問題というもの当然１つの要素としてある。こういう

ことでございます。 

トリガーを誰が引くか、トリガーが遅いということを先ほど言ったんですが、

これについては数値目標を置いて、どんどんやらせたらどうかというようなこと

もございますけれども、私どもこれはちょっと、今すぐ我々取り付くべきアイデ

アだとは思っておりません。むしろ、ディスクロージャーというものが 近進ん

でおりまして、時価会計だとか、あるいは不動産についても減損会計というよう

なものが出てきますと、私どもはディスクロージャーでもって、やはりこのトリ

ガーが働くという環境が出てくるんじゃないかというように考えておりまして、

この面については基本的には市場の監視ということにとりあえず委ねて、あとは

私ども持っております資本注入行に対しては、フォローアップ作業とかというよ

うなもので、事実上の背中を押して行くというようなことをやりたいと考えてお

ります。 

再建計画ですが、これはやはり１つの企業ということよりも、業界の中の１つ

の企業という捉え方をした方が、やはり確度の高い再建計画ができ上がるんでは

ないかという、これはもう当事者たちもそのように申しております。そんなこと

もありまして、今、平沼大臣の方で産業再生法という法律がございますが、そこ

では再建計画を事業の再構築計画というようにされておりますけれども、これは

かなり金融の方から申しますと、正常先、全く健全な企業についての再構築でご

ざいますので、私どもとしては少し債権放棄を伴うようなものも、この産業再生

法を少し拡大して、これが適用されていろんな恩典にも浴せるようにしていただ

いたらどうかなという感じがいたしております。 

会社分割法も出てきましたが、会社分割法というものでは、今は法律に明文は

ないようですが、実際は債務超過の企業をつくるということは認められていない

ようです。存続企業においても債務超過は許されないようですが、こういうのも

債務超過を許して、そして分離した、どんどん儲かるような企業をつくって、あ

とは残っている企業は債務超過でもいいというようなことができないだろうかと

いうようなことを考えておるわけでございます。 

損失の分担については、やはりこれは私的な枠組みの場合には、公正というこ

とが一番大事でございます。この法的枠組みの場合には、基本的にはプロラタで

ございますから、これはもう正義に適ったもんで、公正に適ったもんでございま

すけれども、そういうようなことで、損失の分担も債権者間でなかなか合意形成

ができない要素でございます。ここに政府系金融機関の問題がありまして、政府

系金融機関の場合は、どうも民間の債権者に比べて、思い切りというか、なかな

か制約もありますもんですから、この損失をなかなか返してくれないというよう

なことがあるようですが、その辺りも少しこれからは考えてもらいたいなと思っ
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ております。 

特に、政府系金融機関の場合には、先ほどトリガーの問題でもちょっと申した

んですが、我々仲介者というか仲立人というか、ここはこうじゃないですかとい

うようなことをやる、これは債権国の方でパリクラブというのはありますし、そ

れからロンドン・アプローチといって、国際金融において民間の債権のいろいろ

な、今、言った若干の猶予だと、リスケジュールだとか、あるいは若干棒引きだ

とかというようなことを協議するところがありますが、これはバンク・オブ・イ

ングランドが少しバックにいるようでございます。 

そういう意味で、誰かがそういう仲介役をしてくれるというのが、非常にこの

関係を円滑にしていくためには必要だということからすれば、政府関係金融機関

なんかもそういう役目も果たせるんじゃないかと思います。 

責任の問題は、経営責任と原資で、株主責任の問題ですから余り申し上げませ

ん。 

そういうようなことで、この私的枠組みを今、言ったような要素について改善

をした場合には、場合によっては法的枠組みと私的枠組みの間の第三の枠組み、

公的枠組みというような形でうまく仕組めればいいなと思って、今、作業を進め

させております。 

４番目は、中小企業の問題で、今、言ったような再建というものが現実できて、

バイアブルな部分とそうでない部分をミシン目を入れて切り分けるというような

ことが事実上できるのは、主として大企業で、中小企業はなかなかできないとい

うことで、この問題についてはもし後で御議論があれば申し上げますが、なかな

か頭の痛い問題でございます。 

留意点としては、勿論雇用だとかそういった問題についても配慮をしていかな

ければいけないということは当然でありまして、これは日銀総裁いらっしゃいま

すけれども、日銀総裁なども私どものこうした動きをバックアップしてくださる

というようなことを、累次にわたって申していただいておりますので、大変感謝

しているところであります。 

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、景気の現状と今後の対応につき

ましては、私どもの担当で岩田政策統括官の方から補足説明をさせますが、基本

的には改善のテンポがより緩やかになっていると申し上げた２月から、明後日出

します月例報告は下方修正をする必要があると思っております。 

（岩田内閣府政策統括官） それでは、お手元の資料の５を使いまして、現状、特に

不良債権との関連で御説明いたしたいと思います。 

１ページを見ていただきますと、ＱＥでの国民経済計算10－12月期の実質ＧＤ

Ｐの数字が示されています。2000年の第４四半期10－12月期は、プラスの0.8％と

いう数字なのであります。割合高い伸びだというふうに見えますが、前期、第３

四半期にはマイナスの0.6％ということでございますので、両方足してみて２で割

ると0.1％程度の、非常に緩やかな回復を年後半していたというふうに見ていいか
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と思います。 

第４四半期に0.8％になった主な理由は、ここにありますように民間設備投資が

大きな寄与をしておりまして、民間設備投資、しかも製造業の民間設備投資が牽

引力だったということが言えます。 

ところが、年が明けましてから、アメリカの景気が急減速いたしました。イン

ターネット・リセッションというふうに呼んでいる方もおられますけれども、も

ちろんリセッションというふうに公式には認められておりませんけれども、急速

にアメリカの景気が減速いたしまして、日本の輸出と生産が直撃を受けるという

ような事態になっております。 

２ページは、輸出数量の動きが書いてございまして、特に１月は大幅に輸出数

量がマイナスになりました。アメリカの輸出は前年比で12％減というような、非

常に大幅なマイナスになっております。輸出数量は夏ごろから、第３四半期から

減少傾向を示しております。 

その次をめくっていただきますと、今回の回復局面で、輸出の中でも特にＩＴ

関連が３割ぐらい寄与をしております。ＩＴ関連が生産、輸出、機械受注等に大

きな寄与をしてきたということが言えようかと思います。 

夏以降、ちょっと輸出は弱含み、8.1％減少してきたわけでありますが、そこで

ＩＴの寄与を調べますと、それほど大きくないのであります。ところが、機械受

注の方を見ていただきますと、７割ほどということでありまして、特に設備投資

には悪影響が今後相当出てくるのではないかというふうに考えております。 

もう１つめくっていただきますと、４ページは生産の動きを示しています。生

産面と輸出に、言わばアメリカの急減速が直撃をしたということだと思うのです

が、予測値と現実の１月の数値は、非常に大幅なギャップを示しておりまして、

4.6％ほど下方修正されています。予測の数字が発表されましてから、 も大幅な

下方修正ということで、そのショックの大きさがしのばれるかというふうに思い

ます。 

先月の月例報告では、この予測値に基づいて、回復のテンポがより緩やかにな

った、増勢が維持されているというふうに申し上げたのですが、現実の数字を見

ますと、むしろ生産は弱含み傾向になってきているというところが、年が明けま

してからの特徴かというふうに思います。 

続きまして５ページには、設備投資でございますが、設備投資も第４四半期に

かなり伸びを示しました。先行指標であります機械受注は、第３四半期に既にピ

ークとなっておりまして、１－３月期にかなり鈍化してきております。年後半ぐ

らいになりますと、設備投資も、やはり伸びが鈍化してくるのではないかという

ふうに予想されます。設備投資も、先行きについてやや鈍化の兆しがある。生産

が弱くなった、そういうこともございまして、雇用の面でもやはり、これまで新

規の求人数は３割近く伸びてきたのですが、ピークアウトいたしまして、このと

ころその伸びが鈍ってきているということが言えようかと思います。全体として、

やや弱い動きが、年が明けてから出ているということでございます。 
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その弱い動きの中でも物価は下落を続けておりまして、ここ２年連続して消費

者物価の方はマイナス。卸売物価も原油で幾らか上がったのですが、これも剥が

れてきて、むしろ需給の緩和によって、低下しているということであります。 

持続的な物価下落が２年続くというのは、戦後の先進国どこを見ましてもござ

いませんで、非常に異例な事態かと思います。戦後の日本の歴史でも起こったこ

とがありません。物価下落が持続的に続くという事態を仮にデフレというふうに

定義しますと、今は緩やかなデフレと言っても誤りないのではないかというふう

に考えております。 

その次が、急速に株価がこのところ下落をいたしております。これは去年の春

にＮＡＳＤＡＱでＩＴ関連のネット株のバブルの破裂というのがありましたが、

それが更にまた、ここへ来て破裂を続けるという事態になっておりまして、言わ

ば世界的な規模でＩＴ関連の株価が下がっているということでございます。 

日本の場合も、その影響の直撃を受けまして、ＴＯＰＩＸで見ましても、 高

のときと比べて34％程度下がっている。アメリカのＮＡＳＤＡＱは６割下がって

いるというような、非常に大幅な下げを示しているということであります。つま

り、物価でデフレ、それから、資産価格の方も言わばデフレという状況が両方続

いておりまして、土地の価格も 後にございますが、依然としてマイナス５％程

度の下落を続けておりまして、物価も下落、資産価格も下落しています。 

そういう中で、不良債権、先ほど柳澤大臣の方からお話ございましたが、９ペ

ージにその数字が書いてございます。先ほど御紹介ありましたように、不良債権

の額が32兆円ほど残っていて、しかも直接償却の額というのはこの右の方に書い

てございますが、29兆円これまでやってきた。ところが、まだリスク管理債権が

かなり残っているというのが実情かというふうに思います。 

こういうデフレが続きますと、基本的には実質金利が高止まりする。あるいは、

債務の実質価値が増えてしまうというふうなことで景気の制約になりますし、更

に不良債権があるということで、非製造業の設備投資が伸びない。その結果、本

当は景気回復するためには、製造業だけでなくて非製造業の設備投資も回復しな

ければいけないんだけれども、それが出てこない。こういった理由で大きな日本

経済の回復の制約要因になっているのではないかというふうに考えております。 

以上まとめますと、日本の経済、この年が明けましてから、回復の動きがより

厳しい状況になっておりまして、景気の改善に足踏みが見られるといった状況と

いうふうに判断いたしております。 

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、今、申し上げました景気の現状

と今後の対応に加えまして、先ほど柳澤先生の御発言がありました不良債権の処

理などを含めまして、景気の現状判断についてどのように進めていくべきかにつ

きまして、御自由に御議論いただきたいと思います。 

初に平沼先生。 

（平沼議員） 柳澤大臣から非常によく精査された御報告がありましたけれども、当
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省関係の産業再生法のことについて申し上げさせていただきますと、これはもう

皆さん方御承知のように、債権放棄の有無を問わず、分社化だとか増資だとか合

併など、多種多様な事業再構築を企業の申請に基づいて、客観的な基準によって

幅広く支援をしていくという仕組みでございまして、これは11年10月の法施行以

来、75件着実に成果を上げてきているところです。 

ただ、少しこの産業再生法を拡大をしてやったらどうだというお話なんですけ

れども、債権放棄の是非を行政が関与する仕組みとすれば、本来当事者間で判断

されるべき債権の可否の判断、言わば企業の生死の問題ですね。その判断を実際

上行政が行うこととなり、これ自体の是非はやはり大きな政治的な判断を私は伴

うものだというふうに思います。 

仮に、そうした考えを取るとした場合には、それに応じた判断基準というもの

を設けて、そして産業再生法の認定スキームは考えていかなきゃいけない。です

から、今の産業再生法のスキームをそのまま安易にやるということは若干問題が

あると。ですから、やはり政治的な判断をしながら、少し拡大解釈をしてやると

いうことになれば、新たなそういう判断基準というものを盛り込んでいけば、私

は対処はできるんじゃないかと思っています。 

（麻生議員） どうぞ。速水日銀総裁。 

（速水議員） 柳澤大臣が言われた不良債権問題について、金融政策の立場から４つ

のことを言わせていただきます。 

１つは、この金融システムを更に強固なものにしていくためには、不良債権を

バランスシートから切り離すということが必要欠くべからざることだということ

でございます。 

しかし、それと同時に、償却が更に必要となる可能性が出てくる不良債権の予

備軍と言われております、例のこの要注意貸出債権につきましても、内容を十分

吟味した上で、適切な引当を、銀行が講じていくということが重要だと思います。 

２つ目は、金融システム問題の解決というのは、やはり金融政策の効果を引き

出すためにも重要な前提となると思います。 

３つ目として、この不良債権の抜本的な処理がマクロ経済に与える影響と言い

ますと、次のようなことがあると思います。 

１つは、企業の淘汰が進んでいき、長期的には経済成長にプラスでありますが、

短期的には雇用面に悪影響が及ぶ恐れがございます。 

もう１つは、内外の市場参加者が納得するような方策であれば、市場環境が好

転していく可能性があると思います。私としては、これをここでやらなければ内

外市場からの日本経済の信認というのは、やはり得られないという感じがいたし

ます。これらの要素を当然景気、物価情勢の判断の中で考慮していくことになる

わけです。 

４つ目は、不良債権処理を円滑に進めていくために、法制、税制面等での環境

整備、インフラの整備を進めていく必要があると思います。この点は是非ひとつ

よろしくお願いしたいと思います。 
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例えば、債権を放棄する場合、先ほどちょっとおっしゃった、会社に悪いとこ

ろと、良いところを分割して、良いところを買ってもらうといったようなことと

か、貸出債権の売買市場というのが英米その他にはあるわけですけれども、こう

いうものをもっと大きくしていく。今、既に証券会社などから着手し始めている

ように思いますが、民間サイドで、こういうこの種の貸出債権の売買を進めてい

くような市場を大きくしていくと。これによってアセット・バック証券、ＡＢＳ

と言っておりますものなどを用いて、担保のある貸出しが売買されていくように

なっていくことが望ましいというふうに思っております。 

それから、無税での債権放棄の枠組みを明瞭化していくといったようなことも

やっていただいていかないと、こういうものは進んでいかないと思っております。

以上でございます。 

（平沼議員） 当面の経済運営に関しては、今、御報告がありましたように、特に米

国経済の空前の活況があったんですけれども、非常に米国がＩＴ関連を中心とし

て、非常に落ち込んできたと、それが非常に今、日本にもろに直撃をしています。

やはり、これからやっていくのは、今、柳澤大臣から言われたように不良債権だ

の過去の負の負債の処理、これをやはり私は積極的に取り組んでいかなければい

けない。 

それから、規制や官の独占などによる低生産部門の温存、新しい成長分野の雇

用シフトの遅れなど、我が国の経済社会の構造改革の遅れにもあると思います。

ですから、それはやはり徹底的にこの際、私はやっていかなければいけない。 

それから、先般発表されて、昨日関係者が集まったようでありますけれども、

与党３党の緊急経済対策というのは、構造改革に私は軸足を置いていると思いま

す。ですから、これを速やかに具体的に展開をしていくと、このことは私は是非

必要なことだと思っています。 

中でも今御指摘があった不良債権の処理に向けた対策。これはやらなければな

らないと思っていますし、やはり今、政策統括官の御報告では、一言で言ってデ

フレ現象が起こっているわけでありますから、そういう意味ではやはり金融緩和

というのは私は必要だと思っています。予算委員会の質疑なんかを聞いています

と、民主党の議員から資金供給が十分行われていますねと言うと、日銀総裁は、

それに対して潤沢に行なわれていますと言っても、銀行から下に降りていないと

いうことが非常に私は大きな問題だと思うんです。ですから、この年度末を控え

て、やはりそういう意味では私は金融緩和というものは是非やっていかなければ

ならないと、そういうふうに思っておりまして、併せてこの前の与党３党の緊急

経済対策に出ていましたけれども、証券市場や土地市場の活性化、こういったこ

とも私は取り組んでいかなければいけない。 

後に、先ほどの社会保障の話に出ていましたけれども、どちらかと言うとマ

イナスに見られているようなものを成長のエンジンにしていく。高齢化の問題で

ありますとか、環境制約、こういうものも私は成長のエンジンにするという形で

力強い経済対策をやっていくべきだと、このように思います。 
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（牛尾議員） 今回の柳澤大臣と岩田さんからも御説明があったんですが、確かに経

済情勢が非常に厳しいと、しかもその中に２つトレンドがあって、１つは世界的

な株安現象というものがアメリカを中心に始まって、それがヨーロッパ経済も日

本経済も踏ん張れなくて一緒に引き込まれているという状況は、やはり残念なが

ら日本の現在の状況では先が見えない。総理が訪米のころというのは、ひょっと

したら非常に緊急事態的な数字になり得るかもしれない。ＮＡＳＤＡＱが1,700

ドルぐらいになって、もしダウ・ジョーンズが10,000ドルを割れば、やはり相当

心理的に大きなものがくる。 

岩田さんや、柳澤大臣の御見解を聞きたいんですが、緊急事態だという判定を

して、クライシス・マネージメントというときに手を打つという場合というのは

どういうところに判断をするのかということは、ひとつ考えておく必要があるだ

ろう。クライシス・マネージメントを発動する時期というものがあるかもしれな

い。これはそうではないことを望みますけれども、それは一応準備しておく必要

がある。 

もう１つは、そういう全体的な流れとは別に、日本独自の固有の問題として不

況要因というものも非常にあって、それは平沼大臣もおっしゃったように、いろ

んな問題が出てくるわけですが、しかし、実はやはりデフレーションの半分ぐら

いはグローバリゼーションというものが要請する。要するに世界的な経済に日本

が巻き込まれて、安い賃金、安い土地というもので、安い物が入ってくるという

ことが地価を下げ、賃金を下げるという傾向に対しては、これはもう構造改革で、

やはり安い物は海外に出して、相当大きな構造変化で対処しないと、小さな小手

先のものでは動かせないものがあるという部分は、きちんと見なければいかん。

トレンドに時代が即応する、そこのところが、いわゆる目先の対策ばかり張り尽

くしても、やはり90年以降に始まったグローバリゼーション、世界と共通した経

済の中で生きる、しかも、もう近隣には10分の１の賃金の国があって、安い土地

の中で物をつくるというものが、いよいよ日本に逆流して入ってきたわけですか

ら、そういうものがつくる物価安というものは、ちょっといわゆる需給関係に関

わるデフレとは大分格が違うわけです。 

そういう意味では我々個別企業から言うと、円安傾向というものが何か景気を

支えてくれるということに祈るような期待があるんですけれども。しかし、これ

は長い目で見ると、それは円安というものは必ずしもプラスではないけれども、

短期というときには非常に関係的な要素があるんで、３つぐらいの要因をきちっ

と分けて、しかもそれに対処する準備をしないといけないけれども、しかし、現

場の足場は非常に厳しいと。強いて言えば、３月決算が全産業で30％の経常率が

増える。去年もそうだったんですが、来期も５％ぐらいは増えそうだという企業

の収益、これはもう上場会社だけですけれども、企業の収益の増加というものを

経済の梃子にして何か方策はないのかということを私は考えるわけですが、それ

は余り今のところは、経済対策の軸としては考えられていない。この辺は１つの

ポイントとして一応提案をしたいと、以上であります。 
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もし、差し支えがなければ御見解をお願いしたいと。 

（麻生議員） 先に見解をやりましょう。その後に吉川さん。 

（柳澤臨時議員） 緊急事態ということを考えておけという牛尾議員からのお話であ

れば、我々の方は金融機関そのものについて金融危機対応の措置がつくられてお

りますので、損があっても、それは穴埋めを税金でやるという仕組みですし、そ

れから資本が足りなくなったら資本の注入もできる。一応危機対応のシステムと

いうのはできているわけです。 

もう１つは、株価を今どう見るかなんですが、私も市場課長辺りから聞くと、

フリーフォールではないんです。制約ができつつ下がっているんです。これは専

門家から見ると、どういう事態なのかなと思うんですが、それでもどんどん下が

っていればフリーフォールじゃないかと私は素人ですから言ったりするんですが、

本当のフリーフォールというのはできないんです。うんと出来高が少なくなって

どんどん下がってくる。これが大変なパニックと言うか、そういうことなんだと

すると、今はそういう状況でなく非常に不思議なんですけれども、出来つつ下が

っているということなんです。これをどういうふうに評価するかというのは非常

に難しいことだと思うんですが、それにしても、この株価の水準というのは、私

は正直言って１万2,600円か１万2,500円というところを睨んでいたんですね。そ

れがいとも簡単にこういう状況になったと言うんで、正直言って私にとっても非

常に厳しい。銀行の決算は非常に厳しいことになります。 

（福田議員） それに関連して、ちょっと１つ伺いたいんですけれども、日本だけ消

費者物価が下がっているんですね。これが非常に妙な現象だと思うんですけれど

も、この辺の今のフリーフォールも、株の方も、マーケットも似たような話だけ

れども、何か特別な事情があるんでしょうか。消費者物価というような点から。 

（麻生議員） １つは、先ほど牛尾さんの言われたグローバル化に伴いまして、ユニ

クロを始め、ああいったようなものが出てきている。いい物価下落、悪い物価下

落、いろいろな表現がありますけれども、基本的には輸入が自由化されていろん

な物が入ってきたというのが非常に大きく消費物価を下落させていることは間違

いないと思いますけれども。 

（福田議員） だけれども、そのユニクロの商品がアメリカにも行き、どこにもヨー

ロッパにも行っているわけです。日本だけそういう現象というのを…。 

（吉川議員） 私は、よいデフレとか、よい物価下落という表現はおかしいと思いま

す。ユニクロや何かの安い物が入ってくるというのは、ちょうど生産性が上昇し

たり、技術進歩が起きることと基本的には同じことで、そうした技術進歩とか、

生産性の上昇がよいことなわけです。しかし技術進歩や生産性上昇が一般的な物

価の下落につながるか否かというのは、また別途のことなわけです。現在ＣＰＩ

（消費者物価指数）が下落傾向にあるというのは、経済全体としてやはり低血圧

状態にあると考えております。 

（速水議員） 需要サイドのデフレというのは、これはやはり心配でございますけれ

ども、日本の場合だけどうしてＣＰＩが下がっているのかという話は、日本は過
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去10年ぐらい、少なくとも財界では言われておりましたし、学者の方も言ってお

られたと思うんですが、内外価格差というのが非常に大きかったんです。それは、

やはり規制があったからです。規制をずっと続けていましたから、それを90年代

になってオープンにして随分海外の物が入ってくるし、それから技術も入る。供

給サイドのコストダウンが起こってきたと、それは製造の面でもそうだし、それ

から流通市場が自由になって、卸売商社なんか使わないで、どんどん若い人たち

がスーパー、その他ユニクロみたいなところで物が買えるようになっていったと

いう、これはもう明らかな流通革命が起こったと言ってもいいと思うんです。そ

れがまだ続いているわけですし、特に海外、中国などの安い賃金、安い土地代を

いかし工場を向こうに持っていって、向こうで必要なところをつくらせて、こっ

ちへ持ってくるというのが、今盛んに、それは貿易の量を見ても、本当にそれは

大きくなっていますから、そういうものが安く入ってきて価格を下げているとい

う面は、これは消費者にとっては確かにプラスだと思うんです。しかし、物価の

下落がどの程度需要サイドのものかが、なかなか区別が付け難いところが私ども

の問題点です。 

（福田議員） もしそうでもですね、それはよいと言うか、１つの過程として当然あ

るべき姿であると。しかし、その中には日本の人件費が高過ぎたという分も当然

あるわけでしょう。ですけれども、人件費を下げなければいかんという話になっ

てくるわけですけれども、これはやはりデフレ・スパイラルの１つの原因になる

起爆剤になる可能性があると、こう思いますと余り喜んでいられないというよう

に思えるんです。 

（速水議員） しかし、パー・キャピタ・インカム、１人当たりの国民所得というの

は日本は世界 高水準なんです。賃金が高くなっていくのはもうその反映でしか

ないわけですから、ここのところは賃金を下げろと言っても難しいところではな

いでしょうか。だから本当に日本でなければできない新しい技術を入れて、新し

い物をつくっていくとか、あるいは流通サイド、非製造部門で、サービス産業部

門でどんどん新しい仕事ができてくれば、そういうようなことで、こなしていく

しかないんじゃないかという感じがいたしますけれども。 

（柳澤臨時議員） ちょっと１つだけ、私はもうそろそろ時間だという気がしたもの

ですから、ちょっと一言だけ申し上げておくんですが、日銀総裁が、先だっての

国会答弁から要注意債権から引き当てを十分しろということを言われ始めて、私

も 初はちょっとびっくりしたんです。正直言ってお気持ちはわかります。予備

軍ですから、お気持ちはわかるんですけれども、今、一応我々は検査マニュアル

であるとか、あるいは公認会計士協会の方針であるとか、あるいは監査法人の監

査とかいうことで、一応きちっとしたメルクマールに基づいて引き当てをしてい

るんで、これを何と言うか、裁量的にもうちょっと引き当てろとかいうようなこ

とというのは、ちょっと日銀総裁が、他の素人さんが言うんだったら無視できる

んですが、日銀総裁からそういうことで正面切って言われると、私も今度閣内不

統一ではないでしょうけれども、率直に言って、ややちょっと戸惑いを感じてい
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るんです。 

（速水議員） 要注意貸出しというのは、やはり残高は非常に大きいですからね。 

（柳澤臨時議員） 32兆が要管理以下の債権ですから、ちょうど32兆分要注意がある

んですよね。ただ、それは今もう引き当てはしているんですよ、勿論。引き当て

の率はやはり１つの決められたクライテリアでやらしていただくということでな

いと裁量的にもっと積んでおけというのは、ちょっと厳しい。 

（片山議員） だから償却を29兆円もやって来たわけでしょう。それで減らない、微

増だというところが、やはり予備軍が一軍に昇格しているのですかね。だからそ

このところをどうやるかも大事ですね。 

（柳澤臨時議員） そうです。だから、それを余り言うと、実はそこのところまで論

議があって、開き直った銀行マンに言わせれば、景気が悪いから不良債権が新規

発生しているんだと、新しいのはどんどん出ているんだから、我々は一生懸命償

却しているという議論になるんです。しかし、私は、岩田先生が言ったように、

私は実際はそういうこともマクロ的にはあるんだけれども、本来処理をしなけれ

ばならないのが、長く滞っているというところが一番問題で、それはマクロの数

字的に言えば、そんなに大きな数字にはならぬかもしれないですが、実はミクロ

的には大変な問題がある。そこをやりなさいというのが、私が今、主として言っ

ていることなんです。 

（奥田議員） ちょっとお伺いしたいんですけれども、いただいた資料の10ページで

すけれども、岩田さんの資料ですけれども、この土地の価格の推移を見ておると、

これは底を打ったということは言えないんですか、この表からは。 

（岩田内閣府政策統括官） 下落率が少なくともゼロになってくれればよろしいので

すが、これを指数で書きますと、やはりだらだらと下がっている形になります。

これは前期に比べてまだ下がり続けているということであります。 

（奥田議員） ゼロにならないと、止まらない。 

（岩田内閣府政策統括官） そうです。止まらない。 

（本間議員） インフレ、デフレの問題、定義をどうするかというのは、問題を考え

る場合に非常に重要だと思うんですが、我々の今の景気の関係で言うと、景気回

復の戦略として、昨年はアメリカ経済がまだパニックを起こしていず、輸出が堅

調で、それに引きずられてＩＴ関連を中心にしながら設備投資でかさ上げをして

きた。そしてそれが消費に結び付かなかった状況の中で、さあ、どうすると言っ

たときに、これがひっくり返ってきたというのが今の流れなわけです。ですから、

デフレを考えますときに、家計部門に対する影響と企業部門に対する影響を分け

て議論をしないと非常に問題があるわけです。本来的にはデフレ的な要素になり

ますと、家計部門は実質所得が増大をするという形で、本来は消費がプラスにな

っていくという部分があるわけですけれども、ここが将来への不透明感もあって

プラスに転じない。 

ところが、企業部門は実は資本コスト、つまり投資した金額がどれだけ収益を

生み出すか、あるいは雇用した実質賃金はどうなるかということになると、両者
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マイナスになるわけで、それが不良債権の問題とセットアップされて非常に急速

にここにきて景気を減少させる方向に作用している。ここを一体どういう具合に

デフレ的な要素をマクロ的にそれをかさ上げしていくかという問題と、構造転換

をしながら、それが自主的に雇用を生み出す方向に持っていくかということを重

ね合わせませんと、なかなか次のステップのシナリオが書けないんだろうと思う

んです。 

（吉川議員） 今、本間先生がおっしゃった一番 後のことと関係しますが、不良債

権の抜本解決のためには、土地が本当に意味のある活動に使われるようになって

いくということ、やはり成長の芽を育てていくということ、そのためにはさらに、

いかにプラスのところを伸ばしていくかということがキーになるだろうと思って

います。 

ですから、そういう意味で皆さん方がおっしゃっているとおり構造改革あるい

は規制緩和も必要でしょうし、あるいは私は毎回申し上げているんですが、財政

歳出の効率化というようなことを進めていくべきだ。成長のビジョンと整合的な

形でこうしたことを進めていくのが非常に重要だ。くり返しになるが政策手段が

限られている中では、こうしたことが数少ない政策手段だと思います。 

（村上財務副大臣） 後です。発言権をありがとうございます。今、吉川先生がお

っしゃることについて私見を申し上げようと思いますが、先ほど牛尾議員が言わ

れたように、1985年のプラザ合意に始まったボーダレス化、グローバル化、それ

からメガ・コンペティションという波と、それからバブルの崩壊の処理の先送り、

そして金融不安と景気対策のために目いっぱい財政出動して財政が大変な状況に

なってきた。この３つが重なってしまったわけです。 

それに対して私が今一番心配していますのは、国民が将来にそこはかとない不

安を持っているのに対して、何か弥縫策なんです。あるいは 後吉川先生が言わ

れたように、そのバランスシートの調整については、不良債権の処理、過剰設備

の償却、それから雇用のミスマッチ解消を本気にやるんだと、そうしませんとい

つまで経っても、資産デフレと信用収縮は直らないから、瓦礫の山の上に建物を

作ってまた崩れるという状況なんです。 

それから財政構造改革が、今日は正直言って社会保障が初めて議題に取り上げ

られたんですが、やはり公共事業と地方財政をどうするか、一番重要なのは私見

としては、アメリカもイタリアもスウェーデンもマイナス経済成長のときに、財

政再建に取り組んだ。そして財政再建をして経済自体も立て直した。それをどう

いうふうに他山の石として学んでいくのか。 

それから３番目に、その経済構造改革なんですが、日本としては持株会社制度

解禁や、企業分割とか制度はつくったんですが、基本はやはり各企業の私は努力

だと思います。やはりボーダレス化、グローバル化したわけですから、株価も例

えばトヨタさんとか、ソニーさんとか、ウシオさんのように、欧米の企業と比較

して100％の生産性があったら株価は落ちないんです。ところが、標準にすると我

が国産業は、欧州の63％の生産性しかないという指摘を読んだことがありますが、
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そうだとすれば、経済のボーダレス化の中では当然そうした企業の株に魅力はな

いです。 

今までは先生方が言われているように、アメリカの経常収支は赤字を出しなが

ら、アメリカが日本だとか、アジアから物を買ってくれて何とか世界経済を引っ

張っていた。その御本尊のアメリカが経済に不透明感が出ているわけですから、

当然我が国経済も影響を受けざるを得ない。 

しかし、私は構造改革を痛みを伴いつつ必ずやり遂げるんだという明確なメッ

セージを今こそ発信するのが、我々政治の一番の重要な責務じゃないかなと思う

んです。特に私は、経済の巡航速度は重要であると思います。日本もバブルがな

くて巡航速度でやっていれば、隆々たる国家だった。アメリカも外国のお金でバ

ブルを立て直して、また外国のお金が集まりまた再びバブルになっていたような

印象があります。 

それから、先ほど 後吉川先生が言われたように、今、奈良で野辺焼きが行わ

れるんですけれども、やはり上のものを燃やして、新しい芽が吹き出しやすいよ

うに野辺焼きをしますね。やはり今こそ、それが我々の置かれた一番の状況じゃ

ないかなということを、総理以下、日本政府がはっきり言うべきではないかなと、

私はそう思います。 

（麻生議員） それでは、ありがとうございました。御議論はまだあろうと思います

けれども、ちょっと時間も超過しておりますので、総理から御発言をいただきた

いと存じます。 

（森議長） 長時間ありがとうございました。何か、もうちょっと続けたいような感

じもするんですが、予定の時間が過ぎました。活発な議論を伺いました。 

不良債権問題の迅速な解決を図ること等によって金融の正常な機能を取り戻す

ことが、本格的な景気回復のための必要条件であることを改めて確信いたしまし

た。しかしながら、金融システムの機能が正常化する過程においては、長期的に

好ましい効果と短期的なマイナスの影響も生ずることが考えられますので、経済

が今、踊り場的な状況にあることも考え合わせますと、その実施方法や、タイミ

ングについて検討することも必要であろうと考えます。 

このところの、この厳しい経済情勢、株式市場の動向に鑑みまして、昨日政府・

与党一体となって緊急経済対策本部を発足させることにいたしまして、明日その

第１回の会議をいたすことになりました。先に与党３党から提示されました緊急

経済対策をしっかりと受け止めて、断固とした対応を取ってまいりたいと、この

ように私から申し上げてあるわけであります。今後の経済財政運営に万全を期す

ためには、この経済財政諮問会議を的確な政策運営を実現するための「知恵の場」

として活用させていただきたい、このように考えておりますので、今後ともよろ

しくお願いを申し上げます。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは御発言のとおり、政府としては今

後の経済運営につきまして、昨日、党大会でも発言がありまして、断固とした対

応を取ってまいらねばいかぬということで、諮問会議におきましても株式市場活
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性化対策プロジェクトなどを活用させていただき、引き続き議論をしていただき

たいと存じます。 

以上をもちまして、本日予定しておりました議事につきましては終了いたしま

すが、牛尾さんの方から御発言があるそうです。 

（牛尾議員）  先週、今井財政制度等審議会会長と意見交換をしました。一応、歳出、

歳入を一体として検討するということは、いよいよチャレンジしないといけない

だろう、主税局、主計局が別々ではなしに、一体として議論するということをし

ないといけないだろう。 

国民負担率は経済財政の枠組みとして非常に重要であるし、そのときには官民

の分担をもう一度考え直して、経済財政の基本的な考え方を検討する。今日の厚

労大臣の話もそうで、やはりアメリカなんかは私的なものが相当公的なものを支

えている、その分担の見直しというものが大事であるということがありました。 

３番目は、国と地方の役割分担というものを本当に議論しないといけない。何

か無条件に中央から地方にいったらいいという話ではなくて、本当にこれは国、

これは地方ということを総括的に議論することが大事になっていて、何かをつく

ると地方、地方へと、片方は中央、中央と。そのさじ加減を議論するという微妙

な日本的な英知が働かないようになっている。 

だから国、地方の役割の分担はそういうことでトータルで考えるような議論を

しなければならないし、それに従って公共投資、社会保障、経済構造改革等につ

いて引き続き検討するということで、そういう下に我が国のグランドデザインの

基本的な絵を描いて解決の道筋をつくって、そういうもので14年度の各省の政策

というものを考えるようにしていきたい、５月、６月の課題とそれをしたいとい

うことで大体合意をしました。 

引き続き23日に総合科学技術会議の人たちと会いまして、今、吉川議員がおっ

しゃったように、新しい技術による経済活性化という糸口を、経済財政諮問会議

と総合科学技術会議で打ち出して、そういうものを各省で分担してお願いする。 

今、各省がいいものは奪い合って、各省でやっているやつをどうまとめたら有

効かというところで率直に議論をしたいということを第２弾で考えております。 

以上、これは報告事項として申し上げました。 

（麻生議員） それでは以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了とさせて

いただきます。本日の議論につきましては毎回申し上げますが、３日後の議事要

旨の公表までの間、御自分が言われた発言以外は対外的に明らかにされることの

ないよう、村上先生よろしくお願いを申し上げます。 

次回は、社会資本整備について議論をすることをいたしております。その際、

内閣府設置法第22条第２項に基づきまして、審議事項に特に関連の深い大臣を臨

時議員として会議に招くことが適切かと存じますので、御了解のほど予めお願い

を申し上げておきます。本日はこれにて終わらせていただきます。 

なお、総理の御配慮で小食堂にて軽食の用意がありますので、時間の許します

方は御参加をいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたし
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ます。 

本日は誠にありがとうございました。 

（以 上） 
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