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第 6 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（開催要領）  

1．  開催日時: 2001 年 4 月 2 日( 月) 18:00～19:37 

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 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


（議事次第）  

1．  開会

2．  議事

(1) 当面の政策運営について

(2) その他

3．  閉会

（配布資料）  

資料 第 5 回経済財政諮問会議議事要旨

資料 景気の現状について

資料 速水議員提出資料

資料 柳澤臨時議員提出資料

資料 平沼議員提出資料

資料 有識者議員提出資料

資料 本間議員提出資料

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（概要）  

○麻生経済財政政策担当大臣より本日の議事の紹介が行われ、柳澤金融担当大

臣が臨時議員として出席すること、現在、経済対策のとりまとめ中であり、政

策立案中であることから、本日の議論のうち経済対策の具体的内容に関する議
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論は、公にすることによりマーケットに不測の影響を与えるおそれがあること

から、経済対策とりまとめまでは公表しないこととし、資料についても同様の

扱いにすること等が説明された後、第 5 回諮問会議議事録が諮られた。

○当面の政策運営について

（森議長） 先般、ブッシュ大統領との日米首脳会談において、私は引き続き

適切な経済政策を遂行するとともに、企業の過剰債務問題及び不良債権問

題に効果的に対処することを含め、日本経済の新たな成長と発展及び金融

システム強化のために必要となる構造改革及び規制改革を精力的に促進す

る決意を改めて述べ、これに関しブッシュ大統領とも意見が一致した。政

府としては、先に与党三党において「緊急経済対策」がとりまとめられ、

これを受けて、政府・与党一体となって経済運営に万全を期すため「政府・

与党緊急経済対策本部」を設置し、目下検討を続けている。私は、この検

討結果を緊急経済対策として、４月上旬を目途にとりまとめるよう麻生大

臣に指示した。そのため、本日は、緊急に対応を要する課題であると考え

る不良債権処理、株式市場活性化等の具体化につきどのように進めていく

べきか、緊急経済対策の大きな方向づけにつき経済財政諮問会議として議

論していただきたい。

（麻生議員） 総理から発言があったが、緊急経済対策のとりまとめに向け重

要な課題である不良債権処理、これと一体化した産業再生、株式市場活性

化につき議論をいただきたい。議論の前提として、景気の現状につき岩田

政策統括官から補足説明をさせる。

（岩田政策統括官より補足説明）( 資料２に沿って説明) 生産は、2000 年第４

四半期から鈍化傾向が出て、2001 年第１四半期は予測も含めると前期比マ

イナス 3.3 ％という大幅減。特に、これまで回復の主導力となってきた電

気機械が悪くなっているなど先行きは厳しい。過剰雇用は約 110 万人で、

建設業、不動産業、卸・小売業の３業種ではほぼ 60 万人。ここ 10 年間の

就業者の推移をみると、製造業では 180 万人ほど減少し、３業種を除いた

非製造業では 435 万人増。長期債務のキャッシュフロー比率は、製造業、

３業種を除く非製造業は低いが、３業種は高い。リスク管理債権は３業種

で 54 ％を占める。直接償却に直接減額を加えたいわゆるオフバランス化さ

れた金額は約 45 兆円。その過程で、97 、98 年の経済情勢もあるが、97 年

以降、50 万人程度非自発的失業が増加。

（速水議員）	 ( 資料３に沿って説明) 本日発表の日銀短観の特徴は、企業の

業況判断が全般的にかなり悪化。企業収益は本年度も引き続き増益基調だ

が、昨年度に比べると伸びが大幅に鈍化。設備投資の伸びは、本年度中堅、

中小企業を中心にマイナスの計画。日本銀行は３月 19 日に金融緩和に踏み

切った。ターゲットを金利から日銀当座預金残高に変更し、当面残高を５

兆円程度に増額する。消費者物価の前年比伸び率が安定的にゼロ％以上と

2




なるまで継続。こうした施策が市場ではおおむね前向きに受け取られてい

る。

（柳澤議員） （資料４の１ページ目に沿って説明） １. の不良債権の抜本的

なオフバランス化については、主要行に対し、オフバランス化実績を毎期

公表するように要請する。破綻懸念先以下の債権は原則として、新規案件

は 3 年以内、既存案件は 2 年以内にオフバランス化する。金融庁は、その

進展状況を特に資本注入行を中心にフォローアップする。主要行の破綻懸

念先債権以下の債権は約 13 兆円程度であり、2 年でオフバランス化するこ

とはかなり厳しい措置。ただし、このうちの中小企業は、良い部分と悪い

部分を分けることが難しい場合はあまり厳しくすることは控えたい。また、

要注意先債権を正常化すること、将来的にはプロジェクトファイナンス的

な貸出を最初から行うことの二つも不良債権発生の予防策として重要。２. 

の企業再建の円滑化については、企業再建及び債権放棄に関して、調整手

続についてのガイドラインの検討を要請する。また、産業再生法を活用し、

建設産業の再編等を図る。３. の金融機関の債権放棄等の円滑化は、インセ

ンティブに関するもの。まず、企業の再建計画策定中の融資（ＤＩＰファ

イナンス）を官民で円滑化し、その際の債権に優先弁済を受けさせるよう

にする。債務の株式化（デットエクイティスワップ）の活用、公的金融機

関等による対応、税務上の円滑な対応、金融検査マニュアルの明確化につ

き検討している。４. の債権の流動化については、整理回収機構等が、民間

金融機関より信託の形で受け持つこと等を検討中。最後に、雇用及び関連

の中小企業に対するセーフティネットを考える必要があると考える。

（平沼議員） （資料５に沿って説明） 民需中心の力強い経済再生を図るた

めに緊急に必要な措置は３つ。

第 1 に、不良債権の円滑な処理に向けた方策。不良債権処理の抜本的な

解決のためには、柳澤議員が述べた金融サイドの不良債権処理の促進方策

の確立、表と裏の関係にある産業サイドの債務リストラクチャリングの円

滑化、不良債権の処理に伴う痛みを最小限に抑えるためのセーフティネッ

トの整備が重要。このうち、産業サイドの取組としては、これまでも企業

組織再編の弾力化、柔軟な雇用システム、ベンチャー・創業支援等を逐次

行ってきた。こうした取組に加え、今般、不良債権処理の解決に向けたし

っかりとした道筋をつけるため、新たに３つの方策を検討。産業再生法の

活用、ＤＩＰファイナンスの円滑化、倒産法制の改善の３つ。

第２に、個人投資家の拡大など、証券市場の活性化対策が必要。我が国

の個人資産は欧米諸国に比べ、預貯金に偏在し、個人投資家にとって魅力

のある証券市場の実現に向けた構造改革が急務。このため、金庫株の解禁

など、商法改正の早期対応を図る一方、主として個人投資家の株式市場参

入を促すための税制措置を講ずることが必要。

第３に新たな市場や雇用が創出されるような環境整備が重要。官から民
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へ、規制から自由へ、独占から競争へ、といった価値転換の下、ＩＴ、介

護、保育、環境分野を中心に思い切った経済政策の展開が必要。

（奥田議員） 本日の新聞に経済財政諮問会議の「株式買上機構に関する提言」

の記事が出ていた。これは、我々の考え方・アプローチとは違うもの。

（本間議員） （資料７に沿って説明） 本資料は、ＰＫＯ的な発想ではなく、

構造改革の視点から株式市場がどのような役割を担うべきか、その点から

日本の株式市場が現在どのような問題点を抱えているのか、更に、それを

克服するために、いかなる改革をすべきかについて民間議員の意見やヒア

リング等を通じとりまとめたもの。構造改革の視点で重要なのは、資金が

十分に設備投資に回るという十分性の観点、生産性の高いところに資金が

供給されるという効率性の観点、資金市場の安定性の観点の 3 つ。

日本の金融市場の特徴は、(1) 公的資金需要が国際的に見ると非常に高い

こと、(2) 公的金融の割合が相対的に高いこと、(3) 民間金融のうち間接金

融のウェイトが高いこと。３番目の特徴を補うため、株式持ち合い制度が

発達した。

こうした状況の問題点として、第一に株式の持ち合いの金額が非常に高

くなり、金融機関の経営の脆弱さ、安定性の欠如となって十分性が担保さ

れていないこと、第二に、金融機関の同質的な行動により資本市場のボラ

ティリティーが高まり、投資が振れやすくなっていること、第三に、メイ

ンバンクのガバナンス機能の低下とともにモラルハザードを生みやすい構

図になって資本市場の効率性が低下していること、が挙げられる。

我々が指向すべき株式市場の条件は、株式市場の透明性の向上が担保さ

れるような制度的な枠組みに基づくものであること、コーポレート・ガバ

ナンスをチェックするメカニズムが担保されたものであること、銀行の行

動と株価との連動性が切断されたものであること、個人投資家が直接に自

らのリスクとリターンの判断によって市場に参加できる健全な市場である

こと。

株式保有状況を大きく変えて株式市場が健全な市場機能を発揮する枠組

みを作るために、このまま放置すれば起こり得る危機的状況へのバッファ

ーとして、「株式保有解消機構」といったものを必要があれば検討するこ

とも一つの立場ではないかと報告の中で述べている。

できるだけ速やかに、関係各省庁においてこの基本的考え方の具体化に

つき検討いただきたいと有識者議員側からお願いしたい。

（柳澤議員） （資料４の２ページ目に沿って説明）まず１．として、我が国

金融システムの安定性を高めていくために、銀行の株式保有を例えば自己

資本の一定割合にとどめるための制度を整備し、株式の保有に伴うリスク

を減らす必要。

２．として、このような規制に対応して銀行の株式放出を円滑に進める

ため現物拠出型の上場型株式投信や、一時的には株式買上機構といった方
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式も検討されるべき。

しかしながら、３．として、銀行の株式保有の具体的水準については、

銀行の健全性、銀行の産業支配力及びベンチャーを含む企業への資金供給

など多面的に検討する必要があり、金融審議会等の場で幅広く意見を聞い

て慎重に検討を進める必要。

また、４．として、銀行の株式の放出についてのルールをどのように決

めるかは、銀行を不当に優遇することのないようにすることが必要。銀行

の任意の処理放出によると、有望な株等を選択的に留保することとなって

しまう。一番公正に行うとすればあらゆる銘柄を同じ比率で放出するやり

方もあり、落としどころをどうするかという問題がある。

うまく一時的な株式買上機構といった受け皿に引き渡されたとしても、

市場を歪めたり、市場参加者に悪用されることがあり得る。自分の利を追

うことにのみ熱心な市場参加者もおり、そうした活動を封じ込めるような

方式を考えることが必要。

株式市場へのインパクトや、公的負担を最小限にすることも併せ考える

必要がある。昭和40 年代に比べると、株式の実質的な価値が上がる可能性

について簡単には考えられず、一時的にはともかく10 年も持つような方式

は難しい。

これらを考えると、だれが運用の担当者になるのかも難しい問題。適切

なスキームを細部にわたって十分詰める必要がある。また、何らかの公的

支援を行う場合、銀行救済との誤解を招かないようにすることが必要。

したがって５．として、この構想については多岐にわたる検討が必要で

あり、周到に取り組むことにしたいと考えている。

（吉川議員） （資料６に沿って説明）日本経済は今年度大変に厳しい局面を

迎えるのではないかと考えており、有識者議員４名から改めて以下の４点

を政府にお願いしたい。１番目は、不良債権の処理をすみやかに行うこと。

２番目は、社会的弱者に対するセーフティーネットを強化し、雇用の流動

化に対する環境整備を進め、新規分野における雇用の拡大を図ること。３

番目は、株式市場の改革、経済構造改革のための諸制度のあり方を検討し、

施策を着実に実施すること。４番目は、平成14 年度予算編成に向けて、新

たな経済発展の芽を育てる分野へ歳出の重点化、効率的かつ透明性の高い

予算編成プロセスの実現、中長期的な財政・社会保障の姿を明確化するこ

と。

不良債権、株価、あるいは雇用、いずれも最終的には実体経済のパフォ

ーマンスに依存する。経済成長には、社会のニーズに新しい技術を結び付

けることが重要であり、民間企業がやるべきことをやるのに加え、政府と

しても、予算、規制緩和、適当な法整備など、できることを常に心掛けて

いく必要がある。

（牛尾議員） 今の状況下では企業経営者は先行きの見通しが見えず、様子を
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見ている状態。個人消費ももう少し先が見えるのを待っている。今大事な

ことは、先行きが、たとえ厳しい見通しでも、ある程度見えるようにする

こと。一番困るのは見えないことであり、そのため経済構造の動きが止ま

っている。

株式市場の問題でも、一時的でも公的資金が入って、銀行の持ち株を持

つのであれば、きちんと考え方が提示できればよいが、提示できないと完

全に株価ＰＫＯと見られてしまい、政府に対する不信感を市場が持つ。

今、市場や経営者が求めているのは、いろんな措置に対するきちんとし

た説明である。今は為政者側も市場も、またそれを構成している経営者も

消費者もじっとしてながめて、方向性を見つめており、経済政策にとって

大事なとき。

（柳澤議員） 銀行の株式保有についてはアメリカ型とドイツ型があり、銀行

の企業に対する支配力の問題と、銀行の健全性の問題とをどう組み合わせ

てセットするかが肝心であるが、アメリカ型とドイツ型との間で日本は一

体どこにセットするのかが問題。

（牛尾議員） 経済政策を議論するときに、日本とアメリカ、日本とアジアで

考え方を常に連動させつつ議論する必要。日本だけで決められなくなって

おり、政治の国際的なコミュニケーションが大事な時代となっている。

ドイツ型は制度がきつく、自由な経営活動にとってはマイナスと考えら

れる。一方アメリカ型については、アメリカはトップリーダーであり、ア

メリカと同じ制度にしても意味が違ってくる。日本独自の第三の道もある

と思うが、日本だけでは決められない問題と考える。

（柳澤議員） 決めた途端に、アメリカの金融当局が否定的なことを言うよう

では成り立っていかない。きちんと理解し合っておくことが必要。

（宮澤議員） 本間議員の話に関して、日本の銀行がどれだけ株を持つべきか

は、その水準を国民の納得できるところへ決めるのには、金融審議会など

の手続が要るのではないか。本間議員は行政としてはかなり慎重に運ばな

いといけないという意見か。

（本間議員） システムの不安定性を生み出す危険性があるときに、事前に政

策の考え方を整理しておき、マーケットに対し常に政策の手段として担保

しておくことが重要。慎重さと大胆さをどのように組み合わせていくかと

いうことが、効果的にマーケットと対話するために必要であり、資料７は

両面から読めるような気持ちが出ていると考えてほしい。

持ち合いを解消していくときに家計部門が株を吸収していくことが重要

であり、企業間だけでの振り替えでは資金市場の効率化の点で問題。今の

過剰貯蓄に対して過小投資になっている状況に対し、家計部門の預貯金、

保険を株式市場に誘導するような制度的な枠組みをどのようにつくってい

くかということが重要。

株式の少額的な部分に優遇措置を付けるという発想だけにとどまらず、
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抜本的な政策論議を行い、戦前・戦後を通じてずっと続いてきた制度をこ

こで全般的に見直していくことが必要。

（宮澤議員） 投資信託は一つの知恵だろう。

（吉川議員） 本間議員の報告書でも強調されているように、株式市場改革は

構造改革の一環であり、中期的な課題に応えるもの。

短期的な観点では、個人の投資家はリスクを非常に嫌がるがリターンに

ほとんど関心がない。これを中期的に、構造的に変えていくのも一つ大事

なこと。いろいろなことを政府として考えてもらう必要がある。

（平沼議員） （資料５－２、３ページを参照して）個人投資家が株式市場に

参加しない原因については、株式投資を行ったことのない個人が７割もい

るが、これは知識を十分持っていないこと、株取引に悪いイメージを持っ

ているということによるもので、そのため個人の資産が参入してこない。

（牛尾議員） 株式投資に対する悪いイメージの原因について、行政の人と政

治家が株式投資をすることが決定的に悪いというイメージに対して、透明

化してルールさえ守れば株式投資をやってもいいということを考えるべき。

（平沼議員） （資料５－２、４ページを参照して）個人投資家の株式市場参

入の条件を列挙してあるが、これを一つ一つやっていくことが大事。

（奥田議員） 個人の株式の購入者はサラリーマンで言えば部長や役員位の人

が結構いるが、そういう人はインサイダーに引っ掛かる可能性があって躊

躇しているケースが多い。

（牛尾議員） 関係会社の株を社員が買うとき、総務部などに聞くと、何か重

要な発表があるなどして今は待てと言われ、１年間のうち１週間単位で５、

６回しか買う機会がない場合もある。これはルールがはっきりしていない

ことが原因。

（柳澤議員） これは証券取引法に重要事項ということがあり、割にインサイ

ダー取引についてははっきりしていると思う。

（本間議員） 株の持つ胡散臭いイメージは、今までの株式市場の不透明性と

も関連している。企業等に比べて個人投資家を軽い扱いにしてきたことで、

アンフェアであると感じる気分が国民、家計に根強く残っている。これを

どのように解消していくかが重要。

第２番目の問題は、日本の場合には金融機関が株を持っており、預貯金

の信用性は金融機関の経営能力にかかってくる。金融機関の経営上の安定

化が、預貯金等のリスク解消にも重要という外部効果を強調すべき。そし

て国民自身も自分がリスクを取るのか、間接的に取るのか、いろいろ学び

ながら理解していくことが重要。

（速水議員） ３つ問題点があると思う。第１に株価対策としての買上機構に

ついては、出資、株価変動リスクの負担を誰がやるのかという問題があり、

市場の健全な成長のためには、余り無理して作らない方がいいのではない

か。第２は、銀行が株を持つことについて、自己資本の何％ぐらいまでな
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らいいのかなど、何か規制のようなものが必要ではないか。

第３は、家計の金融資産を活かして、間接金融から直接金融に切り換え

ていくようにする必要。家計がどう金融資産を運用していくか考える時期

に来ており、例えば家庭に馴染みのある投資信託、ミューチュアル・ファ

ンドとか、投資組合というようなものが一つの方向性として考えられる。

（  片山議員）  株式の買上機構について、一般の国民からみて銀行の救済であ

ると見られ、株式に対する悪いイメージが拡大することを個人的には懸念。

相当なウェイトを占める外人投資家の評価も気がかり。プラス、マイナス

のきっちりした評定がないと、マイナスになることを心配。

（平沼議員） 片山大臣の言うとおり、確かに外国人投資家の評価は気がかり。

本来の構造改革を抜きにしてやって、相当なウェイトを占める外国投資家

が評価できないようなものであれば、元も子もなくなる可能性もある。や

るとしても非常に慎重にやらねばならない。

（牛尾議員） 人々は政府に対して何らかの動きを期待している。透明性の確

保、対外的な評判等を考えると非常に困難な状況ではあるが、動かないわ

けにはいかないことははっきり言える。

（奥田議員） 持ち合い会社同士の時価による相対取引は政府では検討してい

ないのか。

（柳澤議員） 銀行は、自己資本比率という別の角度からの規制が働いており、

銀行は自社株の消却が難しい、という問題がある。

（森議長） 現下の厳しい状況に鑑みれば、不良債権の的確かつ迅速な処理、

株式市場活性化等についての効果的な具体策を早急にとりまとめる必要が

あること、また、これらの措置は短期的にはマイナスの影響が生ずること

もあるものの、日本経済の活性化には不可欠であることについては、皆様

と同意見であると受け止めている。株式買上機構の問題についても、いろ

いろと御議論いただいた。本日の諮問会議の議論は、与党との連携も図っ

た上で、政府がとりまとめる緊急経済対策に十分反映させ、効果的な施策

を講じてまいりたい。

（麻生議員） 経済対策の具体的内容に関わる議論については、政策立案中の

ことでもあり、公にするとマーケットに不測の影響を与えることも考えら

れるので、この後の記者会見では公表しない。資料４、５、６、７につい

ても同じ扱いとする。同様に、議事要旨は今回例外として経済対策とりま

とめ後に公表することとする。以上御了解いただきたい。各議員において

も、経済対策の具体案に関わる議論については、経済対策とりまとめまで

の間は自らの発言をも含め公表しないようお願いする。

次回は、今月中旬にも社会資本整備、国地方の役割分担等について議論

を予定したい。

（以 上）
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