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第 18 回経済財政諮問会議議事要旨 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 
1．開催日時: 2001 年 9 月 4 日(火) 16:30～18:10 
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  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 
臨時議員  扇 千景  国土交通大臣 
 

（議事次第） 
1．開会 
2．議事 

(1)基本方針のフォローアップについて 
(2)景気の現状について 
(3)その他 

3．閉会 
 

（配布資料） 
資料 1 扇臨時議員提出資料 
資料 2 日本経済の現状について  
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣より本日の議事及び臨時議員として扇国土交通大臣が紹介
された。 

 
○小泉内閣総理大臣から、「わかりやすい説明をお願いする。」と挨拶。 
 
○基本方針のフォローアップについて 
（扇臨時議員）（資料１－２に基づき説明）今日はお金を使わないで経済効果を上げられ

る、幾つかの例を参考までに説明する。 
（「新規観光創出のための高速道路料金スーパー割引の導入」について） 
中国自動車道の利用状況について調査したところ、大阪から 150 キロ以上の区間に
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ついては交通量はほとんどなかった。従って 150 キロまでは有料であっても 150 キ
ロを越えれば幾ら走ったとしても無料にすれば、非常に多くの国民が利用できるよ
うになる。ちなみに料金の徴収については、ETC やプリペイドカードの利用が考えら
れる。これから考えたが、「周遊エリア内の高速道路を３日間乗り放題のスーパー割
引」だ。例えば、初日に大阪市内から出発して、岡山の後楽園から岡山城まで、２
日目には大原美術館やチボリ公園をまわり、３日目にも各所を巡ったあと大阪市内
に帰る場合、現在の制度下では１万 2,750 円かかるが、そのうち 4.750 円が先ほど
の制度下では無料になる。 
（「大学を核としたまちづくり事業の推進」について）  
これは国土交通省が文部科学省との壁を乗り越えておこなうもので、大学の移転に
伴い、移転先のまちづくりを国土交通省が担うものである。普通であれば大学を設
置する場合、大学整備の予算で非公共事業の施設整備費扱いをされるが、国土交通
省が公共事業でまちづくりを大学整備と一体に行おうというもので、費用の削減と
なるばかりか、留学生の住宅を造成したり、大学のキャンパスと公園を共用するこ
となどを通じて国立大学と地方公共団体とが連携できるという効果が期待できる。
しかし、地方財政再建特別措置法 24 条では地方公共団体が国立大学に何らかの援助
をしてはならないとなっており、問題がないわけではないが、構造改革の壁を破る
という意味で、私は是非実行したいと考えている。 
（「国土管理用ファイバネットワークと大学ネットワークの連携」について） 
現在、国土交通省が携わっている全国３万キロの光ファイバー網を全国 537 の国

あるいは公共団体、私立あるいは短期大学を含めた 753 機関に設置する。すでに一
部は平成 13 年 4 月に実施しているが、より大きなネットにしていきたい。実行に当
たっては併せて国土交通省の所有する様々なデータ網も無料で大学に提供したい。
この結果、例えば地震の観測データなどの膨大なデータが大学に送信することがで
きるようになり、地震の災害予防にも活用できることになる。 
（「公的住宅団地の民間開放による地域雇用の創出」について） 
10 年間で今後 500 団地、少なくとも 30 万戸の公的住宅の建替を行わなければならな
い。この建替えの際には厚生労働省と協力して、保育所を設置したり、IT の技術を
用いてひとり住まいの人たちの安否がいながらにして判るようにしたいと考えてい
る。 
（「公共事業コスト改革の推進」について） 
公共工事のコストが高いという感覚があるのは、年末に公共工事の注文が集中する
ためであり、これは工事の平均化の促進によってコストダウンがはかれる。つまり、
例えば２年間にわたっても安く資材や労働者を調達できる時期にフレックスに工事
を行えばコストをもっと下げることができるであろう、ということだ。また、電子
入札を１年間前倒しして完全実施することによっても平均化されてコストダウンに
なる。このように民間の建築コストが安いといわれているが、公共工事のコストダ
ウンも平均化を通じてはかれるのではないかと考えている。 
（「道路特定財源の見直し」について） 
特定財源による低公害車の研究開発に対する支援を 14 年度の概算要求で行っている
ところ。先ほど東京都の石原都知事との話し合いをしたが、国、地方、民間が一緒
になって低公害車の研究開発を促進しようということで一致した。また、道路特定
財源の中から、鉄道と道路の立体交差を促進するため、無利子で民間鉄道会社に融
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資していきたい。 
（「交通の低公害革命」について） 
総理は官庁の車はすべて低公害車にするといっているが、それ以上の目的として２
０１０年までのできるだけ早い時期に 1、000 万台低公害車化を進めたい。というの
も、ＣＯ２の排出量が９０年から９９年の間で、５，８００万トンから７，１００
万トンつまり約２３％増加しており、３大都市圏で排出される窒素感化物の４１％
は自動車に起因しているとの背景もあり、是非、実行したい。 
 例えば、５年間で、３大都市圏における集配用のトラックの３万１，０００台と
バス１，２００台を低公害車に代替することで、トラック、バスからの排出される
窒素酸化物や粒子状物質が少なくとも 25%削減されるとのことである。 
（「交通系 IC カードを核とした情報プラットフォーム社会実験の実施」について） 
そして、日本では、現在国民の２人に１人が携帯電話を持っているが、携帯電話と
IC カードが一緒になれば支払時の混雑解消など、あらゆる面で経済効果が上がると
考えられる。 
 特に、来年のワールドカップサッカーを観戦するために来日する若者が、円を持
っていなければ物を買えないという状況を解決するためには、この 1 枚を持ってい
れば、それでたばこも飲み物も全部買えるという IC カードが有用であり研究を進め
て参りたい。 
（「首都圏の国際空港の機能強化による国際交流の充実」について） 
少なくとも今できることは、東京から成田まで行くのにタクシー代 2 万 3,000 円に
別途高速道路代が 2,350 円かかるので、これを成田－東京間は一定料金にすること
ができないかとか。国際的にはこの高い交通運賃は恥ずかしいということを認識す
べきである。 
なお、以前、財投から借りたものを財務省に繰上げ償還できないと話したが、財

投で高利で借りた部分、つまり７年間で借りた部分については７年間で全部返し終
えている。この繰り上げ償還を認めてもらえれば、国家からの補助金が要らなくな
る。したがって「聖域無き構造改革」というのであれば、財投の繰り上げ償還も基
本的にはある一定部分では認めるべきと考えていることを一言付け加えたい。 

（竹中議員）扇大臣からの報告について、自由に討議いただきたい。 
（奥田議員）12 月に公共工事の注文が集中するのでコストが高くなると言われたが、我々

大多数の国民は、逆に予算消化のために 12 月あたりから工事が上がってくるのでは
ないかと理解している。間違いか。 

（扇臨時議員）間違いではない。単年度予算であり事業別予算を組んでいないため、年度
内ということになる１２月頃まで様子を見て注文が殺到し、コストアップになる。
全部が単年度予算ではいけないとは言わないが、単年度予算では年末になったら道
路工事ばかりするなど努力しなくなる。余った分は来年度予算では切るよと言われ
たら一生懸命やれない。米国のように、努力して余った分で次にできなかったもの
をやるという方式にするなど、小泉内閣が「聖域なき」と言うのであれば、そこま
で切り込むということが姿勢として重要だ。 

（塩川議員）「公共工事コスト改革の推進」の資料は誰がつくったのか。 
（扇臨時議員）私が秘書と一緒になって集めた。どこにも出していない資料だ。 
（塩川議員）工事の平準化促進というが、既にかなりのものに繰越明許を認めており、ち

ょっと違うのではないか。国庫債務負担行為も、平年度化するためにある程度認め
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ている。ただ、繰越明許を割と制限しているのはソフトの面で、これは安易に認め
ると何に使ってしまうかわからないからである。 

   扇議員に一番主張してほしいのは入札の競争性の向上である。これは是非やってほ
しい。例えば、山梨県の琴川ダムは、政府と県とで予定した予定価格の 146 億円が
入札により 95 億で落札されたが、これは競争原理が働いている。したがって、公共
事業のコスト改革の推進で入札時の競争性の向上をぜひ制度的にやって欲しい。 

（扇臨時議員）指摘の点については、電子入札が可能になれば透明性が向上し、競争原理
が働くため、本来予定の平成 16 年度から１年前倒しして、平成 15 年度に電子入札
を４万件実施することとしている。 

（塩川議員）指名入札制は廃止するということか。 
（扇臨時議員）いきなりの廃止はできない。電子入札では、入札している会社が間違いな

いかという保証が必要である。１年間に、国土交通省で例えば電子入札が 2,000 件
あるとした場合、入ってくる会社が一つ一つ実績に間違いないかという問題がある。 

（塩川議員）電子入札というのは入札の仕方にすぎない。私が言いたいのは指名競争入札
の指名制をやめるのかということだ。 

（扇臨時議員）一遍にはやめられない。電子入札してくる会社が間違いないとの保証のあ
る会社なら大丈夫だが、それ以外の、小さな会社が果たして間違いないかどうか、
問題があるので一遍に廃止できない。 

（竹中議員）この件はＩＴ戦略本部でも議論をしており、ＩＴ入札を行うと、一般競争に
自然になってくるので、財務大臣がおっしゃる姿にかなり近づけることはできるの
ではないかと思う。総理のお膝元の横須賀市で実験をしており、その方向を目指さ
なければいけない。 

（本間議員）公共投資に関しては、単価の問題と量の問題の決定の仕組みに、国民が非常
にうさん臭さを感じている。政治的な意思決定の中でどの程度合理化されるのかと
いう問題や行政が政策立案と現業執行の分離という利益相反をコントロールできて
いるかという問題がある。これらが単価並びに公共投資のボリュームの決定に対し
て資源配分上、問題ないか検証することは非常に重要だと思う。 

   この問題は日本だけの問題ではなく、各国でも問題となり、ニューパブリックマネ
ジメントという新しい行政手法の導入が行われた。 

    例えば、1999 年から 2000 年度予算で、オーストラリアではチャーター・オブ・フ
ィスカル・オネスティ・アクト（財政正直法）をつくって、効率的な政府調達方式、
ボリュームの決定等について歪められないような法制を確立し、極めて科学的な形
で対処しようとした。これは予算編成システムの問題で財務省とも関連する問題で
あり、公会計の問題、発生主義への転換の問題、事前事後における費用対便益分析
の導入を本格的に財務省と国土交通省を中心に検討し、包括的な改革案を早急にま
とめていく必要があると思う。 

    第２点は長期計画の問題である。道路５か年計画が来年度問題になるが、今後ど
のように取り扱うのか。道路公団の問題とも絡んで、意思決定があいまいな状況で
いいのか、長期計画の有り様についてもぜひ御検討をお願いいたしたい。 

      もう一つは地方の有力な知事から話を聞くと、公共投資に関しては地方に任せて
くれた方がいいという人がいる。例えば道路の普及率について国と地方の統計を突
き合わせると非常にギャップがある。道路も農水予算も総合メニュー化の方がずっ
と地方にとってはやりやすいという議論がある。この点についても国と地方の役割
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分担、機能分担との関係において検討いただきたい。                        
（扇臨時議員）まず、地方に一括配分という問題だが、全国の知事に会ったときにいわれ

たことが、各県それぞれの受皿がまだできていないとのことだった。道路とか鉄道
とか港湾とかに関し、各県が権益を越えて、国のために、あるいはブロック、地域
のためにという考え方を持てば、今回も国土交通省は補助金は一括配分で渡すこと
になっており、そういう意味では地方分権に一歩近づいたと思っている。地方分権
の基本は、権限だけではなくて財政が伴わなければ地方分権ではないと肝に銘じて
おり、それに近づけていきたい。 

   コストの話に関しては、塩川大臣が公共工事の前倒しもできるとおっしゃったが、
それは、国庫債務負担行為の中で大規模工事のことだけである。一般的にコストを
削減するためには、工事を平準化することにより、平均して仕事があるようにすれ
ば、人件費も資材費も安くなるということを申し上げたもの。 

（塩川議員）私は繰越明許について言ったのだ。国庫債務負担行為はおっしゃるとおり少
ないが、それよりも繰越明許を公共事業は相当認めている。年末になるのは、地方
自治体の決議、予算措置が遅れてしまうからだ。むしろ、繰越明許の国と地方の配
分の仕方、国と地方との連結をどうするかということが問題であり、地方の補助事
業で相当部分繰越明許を認めている。 

（扇臨時議員）関連して、コストダウンを目的とする新技術開発について工事の何％かを
その技術を活用することで、皆でコストダウンを図るということも重要であり、官
民挙げて行っていかなければならない。民が安いというが、工事数を減らさないた
め、赤字覚悟でコストダウンしてでも行っていることも理解して欲しい。 

（竹中議員）長期計画に関してはよろしいか。 
（本間議員）長期計画の問題については、農林水産省のヒアリングの際にも指摘したが、

来年また大きな問題となるので、集中調整期間にコミットするのかどうかという問
題も含めてきちんと議論しなければいけないと思う。 

（扇臨時議員）６公団等の民営化か廃止かあるいはどうするかという長期計画案に関して
は、現在検討を行っているところであり、20 日までに出したい。また、平成 11 年に
決定した道路事業化の数字については、今度は閣議でもう一度白紙に戻すのか、ど
うするのかということも含めて私は答えを出したいと思っているので、あえて申し
上げなかった。 

（吉川議員）同じ長期計画の問題だが、国としては、道路、港湾に関して、どういったも
のが必要か－扇大臣が以前おっしゃったグランドデザイン－を長期的な視野で考え
ておくことは、当然であり必要なことと思う。しかし、事業の実際の額や実行のタ
イミングまで、予めすべて決めてしまうのは合理性がないのではないかと思うのだ
が。 

（扇臨時議員）指摘の通りだと思う。正直申し上げて政治家が悪かったと思う。本四架橋
で３本も橋をつくれと言ったのも、47 都道府県１県１空港と言ったのも政治家であ
った。だから、いけなかったことはいけない、政治家が悪かったなら政治家が改め
ようということだ。 

    そういう反省も含めて、今、小泉総理がおっしゃっている聖域なき構造改革は、
今の時代に 21 世紀に何が欠くべからざるものか、あるいは欠いてもいいものかとい
う、その選別が我々に課せられた大きな問題だと思う。長期計画として国の主体的
なものを削るばかりが能ではない。希望を持つために、どこまでやるかを示してい
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きたい。濃淡をつけ、しなければならないものと、削るべきもの、その選択を私た
ちが今、苦しみながらしているというのが国土交通省の現状である。 

（塩川議員）すると、扇大臣が報告した中で、何を重点にしようとしているのか。 
（扇臨時議員）それをこれから出すということだ。というのも、飛行場、高速道路、新幹

線のどれをどれだけつくるべきかについては政治判断と行政の判断によるべきだと
思う。 

（塩川議員）９月の末までに２兆分の相当なものは出てくるということか。 
（扇臨時議員）そのとおりである。 
（本間議員）財投の問題について、資金運用部審議会の会長の立場も踏まえてお話をさせ

ていただきたい。一般会計のところで 30 兆という枠組みをつくった時に、技術的な
手法として財投をどう使うかという問題は、いろいろ考える部分だろうと思う。そ
の際に、繰り上げ償還の問題だけを取り上げられて、自分のところの懐が少し潤う
ような形で調整をしろというのは、ちょっと余りにも都合のいい話だ。財投全体を
どのように今後活用していくかという議論なしにこの問題を取り上げるということ
は若干危険なのではないかと思う。 
国土交通省の特殊法人に関しては、道路関係については事業評価のコスト計算を

している。事業を差し止めても、どれぐらいの費用がかかるかということを精査し
ているのだが、差し止めも極めて厳しい状況が出ている。したがって、計画づくり
も経済的な合理性から精査をし、計画を推進していくということが必要になってく
る。 

（扇臨時議員）財投の話をあえてしたのは、何も財投が要らないと言っているのではなく、
国全体で財投は 414 兆 2,700 億円、国土交通省関係では、130 兆 8,100 億円の財投
融資残高があるからである。今の国の財政の厳しさということを考えると、国から
借りておいて、またその利子の補完のために、国からもらうことを何とかできない
かということから、私はあえて言っている。少なくとも、この借りているものを健
全化したいという思いから、あえて申し上げた。 

（塩川議員）住宅金融公庫の話のことか。それならば、民営化の問題と絡めて考えていく
べき問題ではないか。 

（扇臨時議員）ただ、現実を皆さんに申し上げておかないといけない、というのが私の気
持ちだ。 

（牛尾議員）資料を見ると、例えば「高速自動車国道の未事業化区間について採算性等を
精査し、整備手法を見直し」とあるが、これは「事業化区間というものは別に置い
て、未事業区間から考える」という話か。それならば、今の事業化区間のところま
ではどんどんやるということなのか。ということは、事業化区間（約 9300km）のう
ちまだ共用に至っていない分（約 2000km）については検討せず進めて、未事業化区
間からは検討するということになる。そのようなことで財政再建ができるのか。来
年のものも場合によってはやめようかという議論をしているときに、こんな議論を
していて良いのか。このような発想は、単に国土交通省の問題ではなく、他の行政
分野の発想にも多く見られる。この点を政治的にどう改めさせるか、経済財政諮問
会議でどう考えるか非常に難しいところだ。行政主導で計画期間が全部決まりそれ
を前提でものを議論するということでは何でも 10 年後の話になってしまう。こうい
うことは、総理の在任中に片づけないといけない。 

（塩川議員）行政の案は施行命令が出ている範囲かと思っていたが、そうではなく、第３
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次全国総合開発計画に基づいて決めたものが生きている。 
（扇臨時議員）平成 11 年に決定しているため、それを覆すにはどうするかということが

ある。また、そもそも日本の公共工事の社会資本整備の水準をどこまで持っていく
のかという議論がある。欧米先進国に比べて公共工事の費用が多過ぎると言われる
が、欧米先進国とスタートが違うのだから。 

（牛尾議員）決めたことは行うのか、決めたことでも覆すのか、その判断だ。 
（扇臨時議員）手続をどうするのか。総理の一言でするのか、もう一度これをやめるとす

るのか。 
（塩川議員）当時の状況と違うということを謳って、見直さなければいけない。 
（牛尾議員）過去に決めたことでも、国民に支持された総理が否定したのだから、覆して

来年に一からやるのか、一度決めたことは全部やってこれから決めることだけを変
えようというのか、このような議論が至るところにあるのが問題だ。 

（扇臨時議員）テレビで 20 年かかると言ったのは、既に決めているから。それを見直そ
うというのが今である。 

（牛尾議員）どうするのか、９月中に決めないといけない。 
（小泉議長）今までの国交省の理由だと民営化できない。現状維持でなく現状打破だ。ま

ず民営化ありきで、30 年以内に税金を投入しない案という前提で考えさせ、判断す
る。 

（牛尾議員）その場合、過去決めたこともひっくり返すだけの決意が必要だ。 
（小泉議長）ひっくり返すべきはひっくり返す。 
（扇臨時議員）だからひっくり返すのに、どういう手段が必要かと言っているのだ。 
（小泉議長）今までの国交省の考え方では民営化できない。民営化すると私が決意したの

だから、来年の通常国会に法案を出すような準備をしてくれということを言ってい
る。そのつもりでやっていただきたい。 

（塩川議員）２つの法案、計画法を見直して縮めるというやり方でいくか、あるいは財源
の面でできないかということになってくる。財源の面でできないということになる
と、それは特定財源の使い方を変えるということだ。そうしたら、財源の面からは
不可能になって見直していかざるを得なくなってくる。どっちの方法をとるかだ。 

（牛尾議員）閣議で決めたことを覆すというのは、政治的には非常に大変なことだが、そ
れをやるかどうかが非常に重要。 

（小泉議長）必要があればやる。 
（扇臨時議員）これまでは、審議会を経てこうしろとか、国会で審議してこうしろとか法

律の中には全部手順が書いてある。聖域なき構造改革のためには、今までのものを
全部ゼロにするんだという１本の法案でやらないと、法案ごとに全部変えていくの
はえらいことになる。その辺のすみ分けは今後ぜひやっていただきたいし、私達も
一緒になって頑張っていく。 

（竹中議員）ありがとうございました。非常に重要な議論であるが、流れの変え方の問題
だと思う。流れを変えると意思決定の仕組みと手続論の両方をしっかりとやってい
きたい。 

（小泉議長）低公害車の問題は、経済産業省と尾身科学技術担当大臣によく相談してほし
い。 

（扇臨時議員）承知した。 
（竹中議員）扇大臣、今日はありがとうございました。これで扇大臣は御退席となります。 



 

 8

 
（国土交通大臣退席）                            
 

○景気の現状について 
（竹中議員）残された時間で、景気について御討議いただくが、11 日に開催される次回

の経済財政諮問会議においては、これまで各大臣に御説明いただいたこと、イニシア
ティブを国民にわかりやすい形で整理したものを踏まえて、工程表の中間報告を行い
たい。そこでは、中身、時期の問題等について、議論を深めていただき、それを踏ま
えて工程表の完成を目指すこととしたい。 

 （岩田政策統括官から補足説明） （資料２に基づいて説明）４点に絞って政策課題の
観点から今の景気の現状を御説明する。１点目は、世界同時不況の中心であるＩＴ関
連の産業の先行き、２点目は今非常に高い水準の失業率、３点目はデフレの問題であ
る。４点目は不安定な状況を示している金融市場についてである。 

    アメリカの現実の実質ＧＤＰについては、４～６月の数字が従来の前期比年率で
0.7 ％増が改訂になり、0.2％に低下ということで、ほぼゼロに近くなった。マイナ
ス要因として大きいのが設備投資で 14.6％減。これはＩＴ関連の産業で過剰設備が
非常にあるということだ。先行きについては、来年には３％台の成長に順調に上がっ
ていくというのがこれまでの標準的な見方だったが、ここへ来てやや弱い数字が出て
いる。 

   （パソコンの出荷台数及び半導体の出荷数量について）年明けから世界のパソコン
の出荷台数がマイナスになっている。半導体出荷数量が３割ぐらいマイナスになって
おり、非常に大幅な落ち込みがみられる。この回復の時期が世界、日本の経済の回復
にとって非常に重要だ。従来は年末には戻ってくると言われていたが、現在の時点で
は来年の夏ぐらいにずれ込むのではないか。アメリカの景気の回復も後ろにずれてい
るというのが実情だ。 

   （日本におけるパソコンの販売額について）最近、７月は 20％減と大幅に落ち込
んでいる。今年は酷暑でエアコンがかなり売れ、10％ぐらい伸びたが、両方合わせる
と販売額としてはマイナス。以上がＩＴ関連の話だ。 

   
（日本の失業の問題について）次に失業率の話。失業率は５％という戦後最高の水

準になっている。内訳は、男性で 15～24 歳の若年層が非常に高く、次いで高いのは
55～64 歳の中高年層である。 

   失業と雇用については若年と中高年の問題を区別して、若年については、特に教育
訓練、高齢者については現在勤めている会社のあっせん、紹介等が重要ではないか。 

   ただ、失業率が高いといっても、職種別に見るとかなり過不足がある。専門技術職
等は、求人の方が多い。特に教育訓練によってミスマッチの問題を解決することが重
要だ。失業１年以上の失業者がかなり増えている。失業中の人のうち 25％、80 万人
近くが１年以上失業しており、なかなか再就職が難しい。  
 失業率が高くなっている理由について、１つの理由として、日本の企業が国内で投
資をせず海外で投資するということがある。特にアジアで工場を作る動きが 90 年代
に入り大きな動きになっている。これは、ある意味で、地方経済も含めて空洞化をも
たらすような要素として働いているのではないか。 
特に中国が伸びている。中国の賃金は、日本と比べると 10 分の１、20 分の１であ
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る。最近は、中国労働者の技術も向上し、賃金格差を主因として、中国から日本への
輸入が、90 年代で３倍ぐらい増えている。 
（次に物価水準について）海外で生産された安い品物が日本に入って、国内の物価

水準にも影響が出ている。今回、総務省で消費者物価の基準改定を行い、特にパソコ
ン、携帯等新しい品目の入れかえ等を行った。その結果、消費者物価の下落幅が従来
よりも 0.2 ％から 0.3 ％ほど大幅になった。７月は 0.7%減 だったが、現在は 0.9 %
減となっている。 
（消費者物価の下落の要因について）過去には輸入物価のマイナス幅が大きいので、

消費者物価が下がるという時期があった。2000 年ないし年明けからは、輸入物価は
10％ぐらい上がっており、現時点では、輸入物価はむしろデフレを妨げるような要因
だ。輸入物価が上がっている理由は２つあり、為替レートが年が明けてから円安方向
になったこと。エネルギーの価格が 2000 年はかなり上がったということがある。今
のデフレの主な原因は国内要因である。ＧＤＰギャップは現在、－5.1 ％となってお
り、デフレギャップが拡大している。その結果、物価が下がっていくメカニズムが現
在、働いているのではないか。 

   金融市場について。現在、株式市場の株価が下がっているが、これは企業の期待収
益や日本経済全体の先行きで影響を受けているもの。 
（６～７月の時点で見た民間の成長率予測の平均について）４－６月期のＧＤＰの数
字が９月７日に発表になるが、これについて民間がどう予測しているかについては、
民間シンクタンク 26 社の平均で、－0.9%で、悲観的な下位３社が－1.2%、少し楽観
的な上位３社が－0.3%と、これまでの見方からは、相当下振れしている。私、個人の
見通しは、やや悲観的な－1.2% に近いが、まだ数字は出ていないので何とも言えな
い。これは日本経済の先行きの見通しが暗くなっていることを反映している。さらに、
企業業績がこのところハイテク関係を中心に大幅に下方修正されている。 

   （株価指数の動きについて）世界的なＩＴ関連の不況、国内でのハイテク産業の業
績の下方修正、将来の期待収益率低下を主に反映し、通信業あるいは電気企業、ハイ
テク産業株が大幅に値下がりを続けている。銀行株は、水準相当低いが、横ばいの状
況だ。 

   誰が株式を売却しているのかについては、現時点で主な売り手は金融機関である。
株式の持ち合いを解消するために売っている。今、大きな金融構造の変化の中、買い
手不在のマーケットを、どうしたら買い手となる、個人投資家が出てくるマーケット
になるのか。これは大きな政策課題だ。 

 (速水議員)日本銀行は、先ほど説明のあったような経済情勢を踏まえ、３月に決定した
金融政策の枠組みのもとで、金融面から景気回復を支援する力をさらに強化するとい
う立場で、８月 14 日に一段の緩和措置に踏み切った。すなわち当座預金残高を５兆
円程度から６兆円程度に増やし、毎月の長期国債の買い切り額については、2,000 億
円ずつ２回の 4,000 億円を、３回、6,000 億円にし始めた。日本銀行としては、物
価の継続的な下落を防ぎ、経済が安定的かつ持続的な成長軌道に復帰することを支援
するために、中央銀行としてなし得る最大限の努力を続けていく方針だ。 

   今回の措置に期待している効果は３つある。１つ目は、ターム物のユーロ円等の一
層の金利低下で、これは、少しずつ実現しつつある。２つ目は日銀当座預金は、ノー
リスク、ノーリターンだが、市場参加者がそれを運用する資産を選択して、企業のＣ
Ｐとか、社債とか、外国の資産等の多角的な運用を行うことを促す効果である。３つ
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目は物価の下落を防いで、景気回復の基盤を整備するという日本銀行の断固とした決
意を示すことでマインド面でのプラス効果をねらった。金融市場では、期末越えの短
期市場金利が下がってきて、かなり流動性についての不安感が消えている。 

   株価は世界的な低下がみられるが、経済に様々な影響を与える面も大きく、引き続
き重大な関心を持っていく。株式の全体の残高の少なからぬ部分は企業間で持ち合っ
ており、こうした部分について少しでも株価が上がったら売りが出て、株価がなかな
か上がらない一因となっている。自社株買いや、預貯金が株、国債へシフトしていく
ための環境づくりを一刻も早く整える必要がある。 

（平沼議員）景気は、極めて厳しい状況。足腰は極めて弱く、とりわけ生産に関しては、
第１次オイルショック時に匹敵するほどの急速な落ち込みがあって、デフレも進展し
ている。４－６月期の実質ＧＤＰ成長率はマイナスとなることは必至で、このままで
は 13 年度のゼロ成長すらおぼつかない状況と認識している。 

   このように将来に対する期待が持てない結果、企業によるリストラ計画が相次いで
おり、負のスパイラルが懸念される。例えば、オイルショック後の生産減少幅は－
15.3％であったが、今回これが-14.4%となっており、ほぼ同じ水準だ。このまま実体
経済が推移すると、更なる不良債権の発生の恐れがあり、構造改革そのものが進まな
くなる懸念すらある。世界同時減速のおそれもある中で、ここ２、３年の経済運営が
まさに正念場。従来型の対策を講じても効果は限定的で、セーフティネットの充実を
図るとともに、雇用の受け皿となる新たな雇用需要、投資市場への創出に向けて、あ
らゆる政策手段を動員をしていかなければならない。 

   小泉総理の言われる構造改革は、もちろん第一義的にやらなければならない。日本
経済はポテンシャリティがあるので、新しい発想に基づくある面の景気刺激策も行わ
なければならないのではないか。 

（竹中議員）ありがとうございました。９月７日に４－６月期のＧＤＰの速報値が出る。
次回諮問会議で、これまでの議論の要約、工程表の中間になる暫定取りまとめのよう
なものを出して国民にメッセージを出す。今日も含めた議論を踏まえて、政策を具体
化させる大変重要な会議になろう。今日の話では労働に関しては職業訓練が地道だが
重要という指摘が印象的だった。物価の話では、円安とは言わないまでも、極度な円
高にならないような仕組み、努力が必要だと感じた。株に関しては、銀行の株式ない
しは自社株、その中には金庫株の問題も入ってくると思われるが、そういう仕組みに
ついて次回、議論されなければいけない。次回は、いつもにも増して重要な会議だ。
それまでに、ぜひそれぞれの考えをまとめて欲しい。 

（牛尾議員）７日の総理コメントは非常に大事で、消費者心理とか、投資家心理を十分考
えた上で発言して欲しい。 

（塩川議員）コメントはあらかじめ十分に練っておくべき。 
（牛尾議員）先行きの不安が非常に強く、消費者心理や投資家心理が必要以上に引っ張ら

れている。 
（塩川議員）潜在的な成長力が、十分にあることは、しっかりと言う必要がある。 
（奥田議員）もともとこの改革を進めるに当たって、低成長を甘受すると、初めから覚悟

したことだから、今更ここでたじろぐことはない。問題は雇用で、雇用の不安を取り
除くセーフティネット、それを中期のものと、短期のものと、そういうような形で国
民に対して示し、失業してもすぐには困らないというような対策を立てて、ここ２年
間ぐらいは乗り切っていかないといけない。そして、２年ぐらいはそれで頑張ってい
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くしかない。 
（牛尾議員）国民があまり驚かないように、総理が「構造改革を行っても必ず見通がある

から大丈夫」とか「雇用もセーフティネットをつくる」というようなことをきちっと
言えばよい。ここにいる閣僚の方々にも同様の姿勢でいてもらいたい。 

（牛尾議員） 大変だ大変だというのはやめた方がいい。必要以上に不安をあおることに
なる。こういうときこそ、毅然とした態度で臨み、各大臣にも役割分担をお願いした
い。 

（奥田議員）枕詞で国民を安心させることが一番大事だ。 
（牛尾議員）とにかく閣議の前によく相談して、各大臣の役割分担を決めて発表して欲し

い。いまは、各大臣がぶっつけ本番で言っている感じだ。 
これからも毎週大事ですから、気を引き締めてやって欲しい。 

（竹中議員） 昨日コロンビア大学のジェラルド・カーティス教授が総理を訪れ、総理の魅力
は、大胆さとその先にあるオプティミズムであるとおっしゃった、そういう総理の魅
力と、それと塩川大臣、我々の役割をうまく散りばめて難局を乗り切りたい。 

  
 


