
平成 13 年第 15 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 15  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 8 月 9 日(木) 19:30～20:10 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)「平成 14 年度一般歳出の概算要求基準の考え方」について 

(2)景気判断について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1 第 13 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 「平成 14 年度一般歳出の概算要求基準の考え方」 

資料 3 日本経済の現状について 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） ただいまから第15回の経済財政諮問会議を開催いたします。本日はお

忙しいところ誠にありがとうございます。 


（報道関係者退室） 
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（竹中議員） それでは、まず本日の議事について御説明いたします。本日は２つテ

ーマがあります。「平成14年度一般歳出の概算要求基準の考え方」、いわゆる概

算要求基準についてであります。第２は、景気判断について御議論をいただきた

いと思っています。 

なお、本日の議題であります概算要求基準については、明日の閣議了解に向け

て政策立案の大詰めにありますことから、公表の仕方は慎重である必要があると

考えます。具体的には、本日の議論のうち概算要求基準に関する具体的な内容に

関わる議論については、これを公にすると意見の交換もしくは意思決定の中立性

が不当に損なわれるおそれがありますことから、この要求基準の閣議了解までは

公表しないことにしたいと思います。また、資料２についても同様の扱いとした

いと考えております。記者会見の公表の仕方については、会議の最後に述べたい

と思います。ここでの議論は公表することになっておりますけれども、３月の経

済対策のときなどもこういう措置を取ったと聞いております。 

なお、本日の審議時間は全体で40分と限られていますので、効率的な議事進行

に御協力をお願いいたします。なお、先週行われた第13回の会議の議事録につい

ては従来どおりとさせていただきます。 

それでは、本日の議題であります概算要求基準についての審議でありますが、

まず塩川議員から資料２につきましての御説明をお願いいたします。 

○「平成 14 年度一般歳出の概算要求基準の考え方」について

（塩川議員） どうも御苦労様でございます。前回で大体概算要求の基準の枠組みを

決めていただきました。御承知いただいた後、各省大臣や事務方との間で係数面

での調整作業を進めてまいりまして、先ほどほとんどまとめることができました。

それで、問題となっておりました社会保障枠あるいは当然増、あるいはまた、Ｏ

ＤＡの扱い等につきましても、ほとんど全部話し合いがつきました。本当にいろ

いろお世話をかけまして、申し訳なかったと思っております。御協力いただきま

した。つきましては、その内容は主計局長から報告いたしますので、どうぞよろ

しくお願いします。 

（林財務省主計局長） 表をごらんいただきたいと思いますが、公共投資関係につき

ましては要望上限を前年同額10兆4,000億円とし、最終的な予算措置は、前年度比

率▲10％にあたります９兆3,000億円になります。この措置の要望の期限は８月末

といたしますが、重点７分野に該当するものにつきましては、９月末までの間、

経済財政諮問会議と内閣の会議、本部等と調整を行っていただきます。 

社会保障関係費につきましては、大臣からお話がございました高齢化等による

自然増等を医療制度改革などにより削減合理化し、全体の増加額を抑制するとい

うことで、13年度予算比7,000億円増の18.1兆円といたしました。14年度の義務的

経費等につきましては12.0兆円、13年度予算比プラス500億円でございます。 

一般政策経費につきましては10％の削減、14年度概算要求ベースですと▲8,500

億円になりますが、これを行った上、基本方針の重点７分野への予算の重点化等
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によりまして、構造改革の促進を図るため、構造改革特別要求を設けます。この

特別要求につきましては、ＯＤＡを除く一般政策経費については前年度予算の

10％相当、図の中の楕円の大きい部分ですが、更に科学技術振興費につきまして

は、前年度予算の５％相当額の加算を更に認めるということでございます。特別

要求の対象には、ＯＤＡ特殊法人等向け財政支出は含めないことといたします。 

また、この構造改革特別要求につきましては９月末を要求の提出期限とし、そ

れまでの間、内閣の会議、本部等と施策の調整を行っていただきます。このため、

各省庁は８月末までに特別要求の２倍の範囲内で要求素案を内閣官房に提出いた

だくことにいたします。この概算要求基準によりまして、国債発行30兆円以下の

目標に向け、歳出削減に向けた大胆な目処を付けつつ、５兆円を削減して２兆円

をつけるとの精神でメリハリづけを行うという基本方針を実現してまいりたいと

思います。 

こうした結果、お手元の半ペラの紙でございますが、14年度のフレームがござ

いますが、14年度のただいまの概算要求基準に基づきました14年度予算の一般歳

出の総額は、47.8兆円ということになりまして、中期展望の49.5兆円に対しまし

て1.7兆円の減額となります。要処理額約3.3兆円の約半分が削減できるというこ

とになります。 

これらを文章に落としまして明日の閣議了解文にいたしますが、閣議了解文に

はこのほか、これまでの諮問会議での御議論等を踏まえまして、各省庁が要求、

要望に当たって民間需要や雇用に適切に配慮することとし、特に構造改革特別要

求、公共投資重点化措置につきましては費用対効果分析に加えまして民間需要創

出効果、雇用創出効果を明らかにする。また、特殊法人等向け財政支出につきま

してはゼロベースから見直し、大胆な削減を目指すこととする。そのため、特殊

法人等改革推進本部での個別事業の見直しの検討を可能な限り、14年度予算の要

求、要望に反映させる。地方財政につきましても、基本方針を踏まえ、国の取組

と同様に歳出を徹底的に見直し、地方財政の健全化を図る等の趣旨を盛り込む予

定でございます。その概要は、お手元にございますとおりですので省略をさせて

いただきます。 

なお、今後のプロセスといたしましては、本日、政府与党政策懇談会にて報告

を行った後、閣議了解文として準備をいたしまして、明日の与党手続を経た後、

臨時閣議において閣議了解をいただく予定でございます。以上、簡単でございま

すが、説明に代えさせていただきます。 

（塩川議員） 以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、どうぞこれについて自由に御議論

をいただきたいと思います。 

（牛尾議員） 前回、総理の御決断で５兆円無駄なものを削減して２兆円を増やすと

いう予算編成の基本の方向が決まったわけであります。この概算要求基準は私な

どの民間人から見ると割とわかりにくい文章で、どこが実態なのかはっきりわか

りませんけれども、一番大事なのは11月、12月の最後の仕上がりで、それを見た
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ときに、５兆円無駄なものが消えて大事なものが２兆円増えたなということがか

なり素人にもわかるように演出をする必要があるし、そういう実態をつくらない

といけない。 

それで、今日の第１段階では１兆7,000億円ぐらいしか減っていないというよう

に一般の人は見ると思うし、前回の会議の翌日の新聞に、本間議員の御発言や総

理の御発言の中でのキーワード（30兆円、５兆円、２兆円）が掲載されたので、

ものすごいメリハリのついたことをやるんだなというように、みんなが思ってい

ると思います。しかし、これは非常に専門的な行政上のものですから、そこまで

は読めないし、読み方によっては余り変わりないじゃないかと見る人もいるかも

しれませんから、それはやはり、８月末の概算要求、工程表と予算の並行的な進

捗、10月、11月のキーポイントで財務大臣等から、着々と総理の方向に向かって

やっているぞというメッセージ性をできるだけ頭に入れて、最後の仕上がりまで

に機会をとらえてわかりやすい発言をしていくということを是非努力願いたい。 

私も20年前から臨調をずっとやってきていますけれども、行政的な話はものす

ごく見えにくいのです。特に一般の素人から言うと、公共投資では、国土交通省

と農水省で93％を占めているものが、今度の改革により、そこのところが10％前

後減るかもしれない。これは全部削減に向かいますが、残りの７％は10％増えて

も0.7％しか増えないわけですから、結果としては0.7％しか動きません。それは

従来の慣例からすると大変に大きなことだろうが、一般の経営環境から言うと、

10％位動くような期待がありますから、最後の仕上がりではそのようなことが納

得できるような流れをどうつくるかということは従来と違った工夫をする必要が

ある。やはり「改革なくして成長なし」ということが主役であり、また重点分野

の２兆円は、経済活性化のために使うということが主役でありますから、そのよ

うなことを意識しながらメッセージ性を考え、談話を発表していただきたい。最

終の仕上がりが勝負なので、従来の慣例から言って基本的なものについては、で

きるだけ省庁間の移動も省内の新旧の移動も明確にわかるような仕上げ方を、是

非意識してつくってほしいということをお願いしたいと思います。 

（塩川議員） おっしゃるとおりで、これから説明の仕方が非常に難しい。説明をわ

かりやすくしてやらぬとわからない。一番的確な人といいますと、記者会見をや

りまして、それでは３兆3,000億であとはどうなっているんですかということで、

シーリングという考え方がわからないから、そうなっている。そこで、あとは１

兆5,000億円ほどは、例えばＯＤＡを10％切るとか、地方行政のために何1,000億

切るとか、あるいは一番大きいのは特殊法人でこれだけ切るんだと。そうしたら

全部で３兆3,000億になる。それはいつですかと、こうくるんです。これはこれか

らの交渉の中で12月までに切っていくんだ、わかりましたと、こういう話になっ

てくるんです。だから、それは承りましてよくわかりましたので、私のところで

もさせていただきます。 

（牛尾議員） わかりやすく的確に説明をして、大衆に対するアカウンタビリティー

を果たす必要がある。これは行政に対するプロからプロへのメッセージですから。
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（竹中議員） ありがとうございました。平沼大臣、お願いします。 

（平沼議員） 本当にいろいろな問題があったわけですけれども、皆さん方でよくお

まとめいただいたと思っています。これは言うまでもないことでありますけれど

も、経済財政諮問会議というのは、従来のように各省庁の枠内にとらわれないで

連携をしてやるということが、そもそも目玉であったわけでございますから、や

はり当然各省庁の連携、それから財務省との連携を密にして効果の上がる予算に

していかなければならない。言うまでもないことでございますけれども、そう思

っております。 

それから、経済産業省といたしましては、やはり痛みを伴う改革という前提の

中でいろいろ痛みが出てくるわけでございますので、私どもといたしましては、

新規産業をいかに興していくか、そして、いかに雇用を吸収していくか、こうい

うことに力点をおいて作業を進めさせていただきたいと思っております。具体的

には、中小企業などが非常に大きな波をかぶるおそれがございますので、巷では

特別保証制度をもう一度やってほしいというような声がありますけれども、今、

検討しておりますところは、それぞれの企業が持っている売掛債権に着目をして、

それの売掛債権の中で我々が融資をし、保証をしていく。今こういうことも考え

ておりまして、これも14年度の予算の中で、我々力いっぱい取り組んでいきたい

と思っています。新しい保証制度を創設していきたいと思っております。それで、

不動産担保というのが従来の手法でしたけれども、そういうことにとらわれない

形の売掛債権に着目をした保証制度をつくって万全を期していきたいと思います。

（片山議員） 牛尾さんが言われたのと絡むんですが、30兆、５兆、２兆というのが

大変わかりいい言葉で、これはかなり浸透しているんですね。国債を単年度30兆

円以下にするということはクリアしていますよね。それで、５兆何を削ったんだ、

２兆何を伸ばすんだ。こういうことにはわかりやすい説明が要りますよ。 

そこで、問題は構造改革要求の２兆伸ばす方です。そこで今、政府に置かれて

いる本部や会議が４つか５つかあるでしょう。それは、そこである程度伸ばすも

のの調整をやることになるんです。ただ、その７項目の中で、そういうことに関

係ないところがありますよね。例えば教育、人材だとか、地方の活性化だとか、

都市再生でそこまで読むのかどうか知りませんが、それはどこでカバーするんで

すか。ここでやるんですか。あるいは、財務省と内閣府に任せるんですか。 

（竹中議員） 基本的にはその議論を前回の議論に引き継いで言うならば、これは内

閣官房に予算が提出されるわけで、内閣官房、内閣の組織をどのように強化する

か。そのうちで、この諮問会議がどの程度のことを引き受けなければいけないか

ということは、官房を仕切っておられる官房長官と御相談しながらこれから詰め

ていくという段階になるわけです。それで、今回決まっているのはその予算の枠

組みでありまして、そのプロセスをどうするかという片山大臣の御指摘は…。 

（片山議員） でも、もうすぐですから。９月ですからね。 

（竹中議員） そのとおりです。８月末に出てきますので、８月中に決めます。 

（片山議員） 世間が納得するように決めていただければ結構です。それで、５兆、
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２兆のところは何か説明が要りますよ。1.6兆になっているから、それだとどうな

ったんだと。 

（塩川議員） 片山さん、この前、閣僚懇談会をやりましたが、その問題は当然出て

きますよ。そうすると、それらの所属している所属機関の中で調整をしてもらう

ということがひとつあると思うんです。具体的な例で言ったら、裁判官の問題で

すね、司法要員の問題などですね。これはやはり定員の問題が引っかかってくる

から、定員の問題で片付いてきたら、それでは差し引き金額として幾らだと出て

くる。その幾らかの金額は、まず法務省の中の調整をやってもらって、それでど

うしてもできないというんだったら、また別に考えるけれども、そこのやりくり

でメリハリをつけてもらうということをしなければ、その分だけ膨れ上がってし

まう。それが１つあります。 

それからもう１つは、警察官、ＣＩＱ、それから純粋の司法ですね。そういう

のを１回総務省の方で人員の行政改革の問題、組織の問題として結論を出しても

らって、その結果をこちらに相談してきてもらうと。 

（牛尾議員） 減らすところは減らさないといけないでしょう。 

（塩川議員） これは現局と主計当局との相談でやっていかないと片付かないと思う

んです。こんなものを諮問会議にかけてみても結論は出てきません。だから、そ

れはそれぞれのところで詰めたものとして、その結果として報告する。その報告

をこの諮問会議にちゃんとして了解を得ると、こういうことになるかと思います。

（牛尾議員） ５兆円減らす方が、もの凄く説明しにくいのです。増やす方は説明し

やすいのです。５兆円はどこで減らしたのかという説明が必要。 

（平沼議員） 今のことと関連しまして、もう少し具体的に言うとＩＴ分野、これは

ＩＴ戦略本部があります。しかし、そこはそういう機能がありませんから、両方

やっている総務大臣と私のところで、まずそういう叩き台で両方で協力し合って

つくって、そこで諮るという、おっしゃるのはそういうステップでしょう。 

（片山議員） ＩＴはいいんですよ。ないのが難しいんですね。 

（牛尾議員） 人材育成費、科学技術振興費などは調整が難しい。 

（竹中議員） 議論が混乱するといけませんので整理させていただきますと、片山大

臣の御指摘は要求素案の部分ですね。それについては内閣の組織を活用するわけ

ですけれども、活用すべき組織がないところがありますから、これは内閣官房の

仕事ということになっておりますので、官房長官にも御尽力いただいて８月中に、

この中で議論をするということじゃないかと思います。それよりも何よりも財務

大臣がおっしゃっているのは、それぞれの部署において精査するということがす

べての原点であると。この２点が今、出されたのだと思います。ほかにいかがで

しょうか。 

（塩川議員） 平沼大臣、昨日この問題があったんです。ＯＤＡの枠は幾らかでも突

出させておこうと。それは何だと言ったら、シルバー人材の派遣なんかあるんで

す。これはやはり重点項目に入るじゃないかと雇用対策をやっている。ならば、

雇用対策としての効用ということを１回考えて、そこの本部で意見を出してくる
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ことが１つ。 

それから、その問題はＪＩＣＡとの関係がありますから、何もＯＤＡの問題と

して扱わなくてもＪＩＣＡとして扱えるじゃないかという話なんです。だから、

何もＯＤＡでなくてもいいということで外したんです。そういうことはできると

思います。 

（本間議員） 30兆、５兆、２兆というキーワードが世の中に浸透すればするほど、

仕上がりが従来とどのように変わるかということが非常に重要なポイントで、過

大な期待が実は恐らく起こっているんだろう。特に５兆を切って２兆増やす。 

ところが、公共投資の部分のところ、先ほど牛尾議員の方からもお話が出まし

たとおり、コンマ以下の変化しか起こらない。そして、それと連動する形で構造

改革のところの一応20％という形で認めていただきましたけれども、これが省庁

別的な分野で、シェアでどのような変化を起こすかということも今の段階では必

ずしも定かではないということですから、仕上がりベースでどのようにそのメリ

ハリをつけるかということを、是非きちんと見てまいりませんと、羊頭狗肉的な

状況を生み出し、小泉総理の構造改革が実はほとんど機能しなかったという世の

中のコメントすら起こり得るのではないかという感想を持っておりまして、是非

ここら辺の部分については、大胆な見直しをしていただきたい。実務者レベル、

内部的な状況の中で、コンマ以下の調整は大きいという具合にお考えになるかも

わかりませんけれども、世の中の見方、期待というものはそんなオーダーではな

いんだろう。１けた違うんじゃないかという感想すら持っておりまして、是非そ

の辺のところを御留意いただきたいと思います。 

それからもう１つ、総務大臣がおっしゃった人的な問題は非常に重要だと思い

ます。公取委の問題は出ませんでしたけれども、公取委もこの辺のところは非常

に大きな問題になろうかと思いますので、是非御考慮いただきたいと思います。 

（吉川議員） 前回も申し上げましたが、要するに重点分野を掲げたわけですから、

これから先は、ただ看板をかけ換えただけではなくて、本当にいいものであると

いうことをいかに実行していくか。これは結果が大切だという今、本間議員がお

っしゃったことと同じですが、そのことに尽きると思います。 

それと関連して重点分野の施策、例えば都市再生といったようなことは政府が

金を使う。予算ということだけではなくて、規制改革等々も関係してくるわけで、

そうした金を使う予算と連動して規制改革その他をいかに有機的に実際に実行し

ていくか。これを前から議論になっている工程表と合わせて、是非とも早く具体

化して、そして、とにかく重点分野へのシフトというのが、ただ看板のかけ換え

だけに終わらないように実行することが非常に大切だと考えます。 

（速水議員） 私は、小泉内閣の構造改革は何をやるのかということを、みんな今、

内外等も注目しているわけで、それをやはり総理にはっきり決めていただいて、

我々のところで議論することも必要かもしれませんけれども、これとこれとこれ

に重点をおいて予算を付ける、そこで初めてこの構造改革の内容が出てくるんだ

と思うんです。そういう意味では、総理に方向を決めていただく必要があるよう
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に私は思います。素人ですけれども。 

（奥田議員） 私も皆さんと大体同じ意見でございまして、結局最後は、総理談話と

いうのが多分出ると思うんですけれども、総理談話の中で今の筋道といいますか、

それを余りクリアにせずに、また余り漠然ともせずに、是非うまいこと一般の方

に説明しないと、確かにこれを見ると５兆と言っていたのがこれだけかというよ

うな感じを受けますから、それはやはり総理談話しかないんじゃないかと思いま

す。 

（塩川議員） それに関連しまして、私は５兆を削るという方は非常にしんどいけれ

ども可能なんですね。進めていけるんです。２兆の方の、これをどういう具合に

提示していくか。この新政策が各担当者のところに出てくるかどうか。どうして

出していくか。その意味において、この５つの本部がありますね。これを早急に

開いて、充実して、ここでしっかりと政策を捻出してもらわぬと、削る方の私な

どは憎まれてもやりますけれども、それでは、その２兆の方が何なのかというこ

と、これが出てこないとなかなか削る方も納得しないと思うんです。ですから、

これは官房長官のところで１回、対策本部を受けて、これからあなたの出番なん

だから、そこで急いでもらわないとなかなかまとまってこないと思うんです。 

（牛尾議員） 今、塩川大臣がおっしゃるように、どちらかと言えば５兆円削る方は

ボトムアップの歩兵のような仕事だと思いますが、２兆円増やす方は、そのボト

ムアップとトップダウンを上手につなげないといけない。特に、項目的な比重な

どはやはり総理談話の中でこのような順序で行うという方向性ぐらいは、トップ

ダウンで出された方がメッセージ性はあると思います。それとボトムアップのも

のをうまくつないでいくということですから、その辺は、官房長官ということで

あれば、官房長官が事務局になって、それを明日の総理談話と、８月の末ぐらい

にもう１回総理談話を出して、それを少し前に突っ込んでいって、半分ぐらいは

トップダウンだということを見せた方が国民には納得性があると思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。これまでの議論を総括しますと以下のように

なるのかと思います。メリハリ予算、それの中身を実効あらしめるためには、や

はり予算と制度改革を一体化したような工程表の中で、どういう構造改革をやる

のかということをはっきりさせていくということがまず基本である。それで、予

算も予算素案も８月末が要求の期限でありますけれども、大体時を同じくしてこ

の工程表をつくるわけでありますから、それとの一体化が大変重要であるという

ことかと思います。 

それで、今回の場合、更に重要になってくるのは、これは片山大臣からも出ま

したけれども、内閣の諸機関で予算を最初の精査をするわけでありますから、そ

の仕組みづくりというのが初めての試みとして大変重要になってくる。しかし、

何よりもやはり重要なのは、これは総理が以前おっしゃったように、とにかく結

果を出すことである。結果を出せという厳しい御指示がありましたけれども、結

果を出すようにするためには、一部議員が懸念されたように省庁間のシェアがな

かなか変化が見えないという問題もありましょうから、そこら辺も踏まえて、総
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理談話で明確なメッセージを出していただくということ。更には、それをわかり

やすく国民に示すというメッセージ性のある開示をしていくということが、従来

以上に重要になってくるということではないかと思います。 

更に、この予算に合わせて、人の問題、公正取引委員会等というお話が出まし

たけれども、人の問題を合わせて一体的に構造改革を進めていくということが皆

さんの御趣旨ではないかと思います。 

以上のようなポイントを踏まえた上で、概算要求基準について、この考え方を

経済財政諮問会議として了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） 異議がないようですので、本議題については原案どおり経済財政諮問

会議として了承することといたします。 

では、あとは景気の問題がありますが、その前に総理からここでごあいさつを

いただくことになっております。 

（小泉議長） 短期間のうちに精力的にこの難しい作業を進めていただき、概算要求

の成案をまとめていただきまして、本当にありがとうございます。 

今、言われたように、30兆、５兆、２兆、このキーワード、確かにこれは１兆

6,000億円がなぜ５兆円、２兆円なのかというのはわかりにくい。これをうまく表

現で、この1.6兆円が、５兆、２兆になるんだという一工夫をお願いします。国民

にわかりやすく、そういう過程なんだということを、この表を見て、今の説明だ

け聞いたのではプロはわかるかもしれないけれども、国民にわかるように、この

1.6兆円が、５兆、２兆にこういうふうにつながるんだというわかりやすい表現を

考えてください。 

それで最終的には結果が一番大事でありまして、これはやはり相当変わったな

というのを結果で示していかなきゃならないのですが、それは私の一番の責任で

ありますので、皆さんもよろしくお願いしたいと思います。今日は本当にありが

とうございました。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。 

○景気判断について

（竹中議員） 続きまして、時間が限られておりますが、景気判断について簡単に議

論をしたいと思います。景気の現状に関しては、これまでも景気は悪化している

というふうに認識してまいりましたけれども、実質生産が引き続き大幅に減少し

ておりまして、明日開催される月例の経済報告等関係閣僚会議においては、景気

は更に悪化しているという形で、現状認識を下方修正する旨、報告したいと考え

ております。また、先日行われた景気動向分析・検討チームの第１回会合におい

ては、民間エコノミストの間からも景気は厳しさを増しているという認識が大勢

でありました。こういった点も踏まえて、事務局から資料３について説明をさせ

ていただきます。 

（岩田内閣府政策統括官） それではお手元の資料３「日本経済の現状」をごらんい
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ただきたいと思います。 

最初に１ページ目、国内需要の動きが日本とアメリカ、ユーロ圏、ヨーロッパ

でありますが、これをごらんいただきますと、2001年の第１・四半期ほぼゼロと

いうことになっております。日本はまさにゼロでありますが、アメリカはプラス

0.7、ヨーロッパはプラス0.5というようなことで、１からゼロの間にほぼ収束し

ている。アメリカは第２・四半期の数字が出ましたので出ていますが、やはり同

じような状況です。言ってみますと、先進国で同時的に景気が減速しているとい

うことかと思います。 

続きまして２ページですが、アジア諸国についてどうか。これも前期比の年率

で、これはＧＤＰの数字で書いてございますが、いずれも韓国、シンガポール、

香港、タイ、これはごらんいただきますと、ほとんどゼロのところに収束してい

る。特にシンガポールは輸出の比率がＧＤＰの1.4倍から1.5倍あるというような

経済でありまして、第１・四半期、第２・四半期マイナスの10％上回るようなマ

イナスになりまして、もうリセッションだと言っております。韓国もシンガポー

ルも財政で何か手を打たなければいけないというような議論が行われております。

続きまして、３ページは株価の方はどうかということなんですが、株価の方は

やはり世界全体の景気の原則というのを金融市場で表しているというふうに言っ

てもいいかと思うんですが、この株価の方は、既に2000年の初めごろにピークを

告げまして、それがその後下落を続けてきている。ニューヨークダウもあるいは

ＴＯＰＩＸ等で見ましても、2000年の最初にピークがあって、その後下落基調で

きているということであります。特にその中心になりましたのが右側のナスダッ

クでありますとかジャスダック、ヨーロッパのナスダック、こういうようなハイ

テク関係が春にネット株のバブルの崩壊というようなことがございまして、かな

り大幅に下がっている。つい昨日、今日と、実はニューヨークのダウあるいはナ

スダックがシスコシステム等の通信関連の株がかなり下がったということを反映

しまして、日本の株がまた1,200ポイントをＴＯＰＩＸで見て割るというような状

況が生まれております。そういうことで、世界経済の同時減速というようなもの

を反映した動きになっていようかと思います。 

次に４ページでありますが、特に在庫がこのところ日本で増えておりまして、

特に、第１・四半期、第２・四半期は在庫が増えております。第１・四半期は半

導体等を中心にしてＩＴ関連が非常に多かったんですが、第２・四半期には半導

体等は既に在庫減らしが始まっておりましてマイナスになった。しかしながら、

全体としてはＩＴ以外のものが、かなり増えてきてしまっているということであ

ります。 

それから消費につきまして、今年は夏が非常に暑いので消費が強くなるのでは

ないかという期待も一部ございます。確かに94年は夏が暑かったのでありますが、

そのときにはこの細い実線で書いてありますけれども、電気代、ビール等が増え

ております。ただ、現実に家計の消費支出全体がどのぐらい増えたかということ

を見てみますと、上の欄なんですが、余り大きなプラスにはなっていないという
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ことなので、これは余り期待できないかなと思っております。 

続きまして消費なんですけれども、６ページをごらんいただきますと小売業、

これは１－３月期は少し回復といいますか、持ち直しがあったのですが、その後

また少し沈んでいる。車は、依然として堅調だということが底難い１つの動きを

示しております。 

もう１つ、今回下方修正しました理由は、第２・四半期に設備投資が大幅にど

うも減少しているということでありまして、これは実質機械受注でありましても、

あるいは資本材の出荷、これが前期比で８％ほど減少しておりまして、恐らく設

備投資は相当第２・四半期は落ち込むのではないかと思います。 

続きまして８ページは公共投資なんですが、公共工事も１－３月期に少し補正

の影響で上がりましたけれども、現在またそれが下がっているということであり

ます。 

時間の関係上、９ページ目を省略しまして10ページのところだけ御説明してお

しまいにしたいと思います。日本の経済の今年度の見通しというのが民間でいろ

いろな予測が行われております。ここでは、四半期ごとに発表している民間シン

クタンク10社を取ってあります。10社の平均を取りますと、この実線で書いてあ

るのが平均の姿でありまして、ゼロ％ということが平均の予測であります。 

ただ、楽観派と悲観派と両方ありまして、上位３社、下位３社と取りますと、

下位の方はマイナス0.5だ、楽観的な方は0.8だということであります。今、説明

いたしましたように、４－６月の数字が特に設備投資がはっきり減少に転じてお

りますので、どうも恐らく点線で書いております方に近いような形で、日本の経

済は動いているんじゃないか。民間のエコノミスト80名の方から今ヒアリングを

行っておりますけれども、その方々に伺っても、どうもどちらかというと点線の

方の動きでもって日本の経済は今後進んでいくのではないかというような見方が

多くなっております。以上、簡単でございますが、御説明ということにさせてい

ただきます。 

（竹中議員） 今日は時間が大変限られておりまして、あとお１人１回ぐらいの発言

で終わらなければいけません。何かございますでしょうか。 

（速水議員） 景気判断につきましては、今おっしゃったことと私どもも大体同じで

ございます。要するに、輸出の落ち込みを主因にして生産が大幅な減少を続けて

いるということ。それから、日本の景気はやはり調整が非常に深まっているとい

うこと。私どもが３月にやりました金融緩和措置というのは、かなりよく浸透し

て効果が上がっているように思います。金融市場を中心に着実に浸透しつつあり

ます。長短市場金利の貸出金利が大きく低下しております。それから、社債とか

ＣＰ、これが新しく市場で随分大きくなりまして、社債は数10兆、ＣＰは20兆を

超える市場になっておりまして、そういうものを直接家計からも買っているとい

う変化が起こってきております。 

これからの金融政策運営につきましては、日本銀行としましては、以下の点を

注意深く検討しながら適切な金融政策運営に努めていく方針でございます。１つ
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目は、ＩＴ関連分野を中心とする世界経済の動向。２つ目は、調整圧力の家計部

門への波及度合い。３つ目は、構造改革の進展に伴って予想される影響。この３

つでございます。私はかねてから構造改革を早くやらなければグローバルな競争

市場から日本は取り残されるということを言い続けてきておりますもので、よう

やく動き始めました構造改革を金融面から後押ししてまいりたいと考えておりま

す。そのやり方についてはお任せいただきたいと思います。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。現状の認識、更には政策の在り方については

大いに議論すべき点があると思います。今日は時間がありませんけれども、引き

続き、さまざまな形で議論を深めて適切な対応をとりたいと思います。 

以上をもって本日の経済財政諮問会議は終了しますが、規則に基づいて会議後、

私の方から審議の内容を記者発表します。ただし、本日の議論のうち先ほど申し

上げましたように概算要求基準の具体的内容にかかる議論、数字、例えば一般政

策経費何％削減とか、そういった議論についてですけれども、こういうものにつ

いては公にすることにより問題が生じる可能性がありますので、記者会見では公

表しないことといたします。また、資料２についても同様の理由により明日の閣

議了解までは非公表といたしますので、そのように取り計らいと思います。以上

についてはそういうことでよろしいでしょうか。 

それでは、各委員におかれましても自らの発言については言及してくださって

も結構ですけれども、今、申し上げた点につきましてはくれぐれもよろしくお願

い申し上げます。 

ありがとうございました。 

（以 上） 
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