
平成 13 年第 27 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 27  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 11 月 20 日(火) 17:35～18:39 

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 

臨時議員 柳澤 伯夫 金融担当大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

デフレ対策と不良債権処理 

3．閉会 

（配布資料） 

○不良債権問題早期解決・デフレ阻止のために必要な政策対応(有識者議員提出資料) 

○速水議員提出資料（デフレ対策関連） 

○当面の金融行政について(柳澤臨時議員提出資料) 

○市場関係者からの意見とりまとめ 

○高齢者資産の有効活用について（平沼議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから第27回の経済財政諮問会議を開催いたします。

本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 
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（プレス退場） 


（竹中議員） それでは、本日の議事でありますけれども、本日も、前回に続きまし

て集中審議形式で、「デフレ対策と不良債権処理」について御審議をいただきま

す。なお、本日は柳澤金融担当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、この集中審議でありますけれども、特に本日は個別企業の名前等々が挙

がる可能性もありますので、他の方の発言はもとより、自らの発言についても対

外的に明らかにすることのないよう、非公開の集中審議ということでお願いを申

し上げます。 

関連しておりますけれども、 初にデフレの問題、次に不良債権の問題という

ことで少し議論をしていきたいと思います。 

○デフレ対策と不良債権処理

（竹中議員） では、吉川議員からデフレについての御説明をいただくことになって

おります。 

（吉川議員） それでは、お手元に「有識者議員提出資料」というのがございます。

これが実は不良債権問題とデフレ、両方一緒に論じているんですが、不良債権問

題につきましては、テーマとして後半でということなので、初めにデフレについ

てお話ししたいと思います。 

現在、御承知のとおり、日本経済は、マイルドではありますけれども、デフレ

状態が続いている。このデフレをめぐってはいろいろな議論がなされております。

１つは、高コスト構造を是正しなければいけない。高コストを是正すれば、物価

が下がるわけですからデフレが起きるかもしれない。こうした中から、よいデフ

レ論といったような議論もなされております。しかしながら、デフレの問題を考

えるとき重要なことは、高コスト構造の是正と全体としての物価が下がっていく

というデフレをはっきりと区別すること、これが大変重要なことであります。高

コスト構造の是正ということ、あるいは日本の賃金が少し国際比較で見て高い、

こうしたことは是正しなければいけない。これは１つあります。これはそれでい

いわけですが、全体の物価が下がり続けるというデフレは、細かいことは申しま

せんが、経済にとってよくないということであります。また後半のテーマの不良

債権処理にとっても、このデフレ状態というのは大変不利な条件であります。こ

れは経済にとって問題であるというふうに認識すべきだと思います。 

そこで、デフレはなぜ起きるのかということになるわけですが、これはいろい

ろな議論がありますが、私は、全体として言えば、実体経済が冷え込んでいると

いうことが大きな問題だと思います。したがって、変な比喩ですが、実体経済が

犬、デフレがしっぽとすれば、犬が東を向いているためにしっぽが西を向くとい

うような結果としてのデフレという面が強いと思います。そこでどうすればいい

かというと、実体経済が悪いというわけですから、ここのところを立て直さなけ
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ればいけないということになるわけで、その１つが不良債権の問題、これは今日

の後半の問題になるわけですけれども、様々な問題がもちろんございます。 

しかし、その中の１つとして私が挙げたいことは、不安とかリスクといったも

ので経済が冷え込んでしまっているという問題があると思います。そうした中で、

デフレというのはまず第一によくない。経済が冷え込んでしまっているのを政府

として責任をもって何とかするということをしっかりと宣言するということは、

世の中に対して安心感を与えるという意味でも必要なことではないか。その具体

策として、ここではデフレが悪いという認識のもとに、政府、日銀がマイルドな

インフレ、こうしたものを我々政策目標として目指すんだというようなこと、こ

うしたことをやってみる必要があるのではないか。私自身の個人的な意見として

は、いわゆるインフレターゲティング論的なものは、それだけではいい薬という

ふうには考えておりません。しかしながら、デフレがとにかく経済にとって悪い

問題だと、経済が冷え込んでいるところでは、不安とかリスクと呼ばれるものが

大きくのしかかっている問題がある。 

もう一つだけ、私、個人的に挙げさせていただければ、そういう意味では、今

日のテーマ、デフレと違うテーマのようですが、医療保険の改革といったような

ものに関しては、はっきりとした道筋をつけるというようなことが、これが回り

回ってといいますか、余り回らなくても、ある意味では実体経済、消費といった

ようなところに冷え込みをさますという意味でも重要な政策ということになると

思います。いずれにしても、ほかの議員の方からも補足していただけるかと思い

ますが、重要なことは、デフレは問題だ、これを政府としてストップするような

政策を、今日の後半の議題も含めてパッケージとして考えることは大切なことな

のではないか、こういうことであります。 

私からは以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、速水総裁にお願いします。 

（速水議員） それではお手元の資料を中心に短く、物価下落の背景、金融政策面で

の対応などについて簡単に説明させていただきます。 

１ページをごらんください。現在の物価下落の背景としましては、流通の合理

化あるいは規制緩和、さらには近年の工業化が進んでアジア諸国からの安い輸入

品が増加して、この面から内外価格差の是正圧力が働いているということが指摘

できます。同時に、景気が厳しい調整局面にあって、需給バランスが悪化してい

るということも物価の下落要因となっております。 

次のページをごらんください。これは消費者物価ですが、輸入品と、それに競

合関係にある商品、それが下の下がってきている2.2 ％と書いてあるのがそうで

す。それから、それ以外の商品、これは一番上の細い0.2 ％、その他商品、それ

からサービスです。このように消費者物価の下落のかなりの部分は、しばしばユ

ニクロ現象と呼ばれるような安い輸入品の増加や、それに対抗した国内品の値下

げによるものであることがわかります。前年比で0.6 ％から0.8 ％ぐらいのとこ

ろを今続けて動いているというのが現状です。昨年の末ごろから、ごくわずかな
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がら、それ以外の商品やサービスの下落化も拡大してきております。これが需給

バランスの悪化による物価低下圧力、この辺が一番の問題だと思います。 

次に３ページの物価と景気の関係、今、御説明もありましたが、需給バランス

に大きく左右されると思います。我が国の場合、成長率が高まってから一、二年

後に物価が上がり始める傾向がございます。決して物価が先に上がるわけではあ

りません。したがって、物価の下落を止めるには、民間の前向きな経済活動を促

して、需要を引き出していくことが大事だということになります。 

ちなみに、次の４ページに、成長率と２年後の物価上昇率、過去20年にわたっ

て、両者の間にはかなり明瞭な相関関係があることがこれでわかります。 

日本銀行の金融緩和策ですが、５ページをごらんいただきたいと思います。細

かい説明は省かせていただきますが、日本銀行は、デフレを許容しないという断

固たる決意のもとに、内外の中央銀行の歴史に例を見ない金融緩和措置をとって

おります。特にそうした決意を２の「物価安定のコミットメント」、これを通じ

てはっきり示していることは再度強調しておきたいと思います。 

   次に、６ページをごらんください。これは過去５年間の平均をとったんですが、

日本銀行が出していく通貨の量、経済物価の変化率を日米で比較して図にしたも

のでございますが、これで見ますと米国においては、これらの伸び率が大体そろ

っておるわけですけれども、日本の場合は思い切った金融緩和のもとで7.8％、

近では14％も出しているんですけれども、通貨の量はかなり伸び率を示しており

ますが、金融緩和の効果が銀行貸出とか経済活動、物価の面には十分に伝わって

おりません。次の７ページをごらんいただいて、これは 近の動きでございます

が、そうした傾向が一段と強まっていることがおわかりだと思います。これは不

良債権問題を背景にして、金融機関の信用仲介機能というのが低下してしまって

いることです。産業構造の再編が遅れているために、企業が前向きの投資に踏み

切れないということもあります。さらには、将来の年金などに対する家計の不安

が根強くて、消費に慎重であるということも影響しているように思います。 

次に８ページに、構造改革と物価の関係をまとめてございます。ただいま申し

上げましたような、金融緩和効果の素材要因を取り除いて、民間の前向きな経済

活動を引き出していく上で極めて重要であり、ひいてはデフレを是正し、持続的

な成長を達成していくために不可欠だと思います。この点、総理も、構造改革な

くして景気回復なしとおっしゃっておられますが、私も全く同感でございます。

同時に、構造改革は短期的には物価を下げる方向に働くものと思います。 

まず通信費の例でご覧になれるように、規制緩和が経済の高コスト体質の是正

を通じて様々な価格を下げていくことが挙げられます。また集中調整期間の間、

低めの成長が続くとすれば、先ほど述べました成長と物価の関係から見て、物価

が弱含みになることも避けられないように思います。したがいまして、その間の

政策運営課題としては、そうした物価の動きをデフレスパイラルにつなげないと

いうことが も重要となるように思います。日本銀行は引き続いてデフレ防止と、

経済の本格回復実現のために中央銀行としてなし得る 大限の努力を続けてまい
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る所存でございます。 

しかし、経済が様々な構造問題を抱えて、金融政策面でも既にぎりぎりの対応

を行ってきているもとで、金融政策だけで経済の物価下落を食い止めることは難

しいと申し上げざるを得ません。何とぞ、ここにおられる方々をはじめ幅広い方々

の尽力によって、構造改革への具体的な取り組み、とりわけ、そのプラス効果を

なるべく前倒しして引き出すような政策対応を力強く進めていかれますことを強

く願っております。 

この週末に、オタワでＩＭＦの、昔、暫定委員会と言ってＩＭＦＣとＧ20、10

か国の先進国と10か国のＭＩＧカントリーの大蔵大臣と中央銀行の総裁が集まっ

た会議がございまして、そこでもいろいろございましたけれども、９月11日のテ

ロ以降、世界的な経済減速の影響が強まっているということを背景に開かれたも

のですが、主な主題は、テロ資金対策、どうやってマネーランディングをやるか

といったようなことでございましたけれども、特に目立ちましたのは、ＩＭＦを

中心にした世界経済のサーベイランスにおいて、日本経済の停滞が世界経済に与

える影響は大きいということをＩＭＦは盛んに言うものですから、小国までもそ

れを引き合いに出して、小泉内閣による構造改革の進捗状況、不良債権処理の本

格的な取組の開始時期等について、多くの参加国から関心が寄せられ、コメント

を求められました。その点は、皆が見ているということを、御承知のとおりと思

いますけれども、特に今回は感じられた次第でございます。 

グリーンスパンとも話しましたけれども、彼も中央銀行の立場で、銀行部門と

いうのが信用仲介機能を果たしていない。非銀行部門、市場の直接金融、資金の

配分機能を発達していない現在の状況の中で、金融政策の運営というのは極めて

難しいことだと思うと。同情とも激励ともつかないお言葉を頂きました。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。吉川議員からは、まずデフレを問題視しろと、

政策の重要なテーマとして位置づけろという話と、それに対してパッケージを示

す必要があるという御指摘。速水総裁からは、日銀は、物価のデフレストップに

ある意味で既にコミットメントしているんだという話、しかし金融仲介機能、こ

れは不良債権問題ですけれども、それに問題があるということと、構造改革が進

んでいないということであろうというような御指摘だったと思いますので、今の

ような論点を踏まえて、どうぞ御自由に御議論いただきたいと思います。 

（平沼議員） 皆さん方のお話は、それぞれごもっともだと思うんですけれども、デ

フレというのは、経済規模が収縮していく中で非常に大きな問題は、債務が減ら

ない、こういう点で我が国経済運営上の大問題だと思います。例を申し上げます

と、現在のマイナス1.5 ％程度のデフレでも、国と地方の債務残高、これは666 兆

あると、こういうふうに言われていますが、年間で10兆円、実質負担増をさせる

ことになる。というのは、言ってみれば債務が減らない。666 兆ということを考

えると、年間で10兆円ぐらいの負担増に響いてくる。10兆円というと消費税と同

じぐらいのダメージ、そういう負担が増える、こういうことにつながります。先
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ほど吉川先生から緩やかなデフレに入っている。こういうお話がありましたけれ

ども、デフレスパイラルに陥ってしまいますと手遅れだと思っておりますし、財

政構造改革どころか、我が国の経済と財政が壊滅する問題にもつながりかねない

非常に厳しい状況だと思っています。 

したがいまして、デフレ対策というのは、もはや待ったなしだと思っておりま

して、金融から財政までありとあらゆる対策を講ずべき時期にきているのではな

いかと思います。端的には、吉川先生も言われましたけれども、資金が経済全体

に回るようにすることと、やはり需要を引き出すことの２点が非常に必要だと思

います。 

そういう意味でこの前ちょっと申し上げましたけれども、お手元に「高齢者資

産の有効利用について」という表がありますけれども、高齢者が保有する個人金

融資産を有効活用するポイントは私は２点にあると思います。 

第１は、高齢者の老後の不安を払拭することによりまして、高齢者の消費を喚

起する方策を講ずること。１つ例を申し上げますと、規制緩和によりまして、民

間介護事業への参入を促進することで介護施設に待機している高齢者50万人が介

護施設に入所できるようにすれば、それだけでインセンティブが与えられると思

います。本来であれば、需要旺盛な若年世代の消費喚起のために有効に活用され

ていない高齢者資産の移転を促進する方策を講ずること。ここを御説明するため

に、横長資料をちょっとごらんになっていただきたいと思います。 

まず１ページ目を開いていただきますと、お年寄りの資産が7,000 万円ある、

こういうふうに私、申し上げましたけれども、この表の図１はそれをあらわして

おりまして、いわゆる金融資産で2,000 万円を超えるものがあり、実物資産で

5,000 万円近いものを持っている、こういう傾向にあります。そして表１を見て

いただきますと、いわゆる純資産、これは日本の場合には１年間の可処分所得で

やりますと21.8倍を持っている。これはアメリカの場合は6.6 倍にしか過ぎない。

遺産というものも、同じ年間可処分所得比でしますと、日本の場合は20倍を超え

るものを持って死んでいく。アメリカはそれが5.0倍である。こういうことで、年

代別の消費性向というのは図２に示しておりますけれども、こういう状況になっ

ています。 

必要な対策といたしましては、２枚目をくくっていただきますと、30代、40代

の消費喚起には、有効に活用されていない高齢者資産の移転の促進が現下とり得

る も有効な方策ではないかと思います。この点、指摘させていただきたいのは、

我が国の税体系では、生前贈与が非常に厳しくて、相続まで資産シフトが起こり

にくい。こういうことを図１を見ていただきますと、税率というのが贈与税が非

常に高いところになっています。相続税も同じようなカーブでございます。これ

を表１で比較してみますと、米国やフランス、イギリスといったところでは、生

前贈与と相続税というのは同額の資産には同一の税率を適用しているんです。で

すから、このために、親の世代が自らのライフスタイルに応じて適切なタイミン

グで子どもに資産を移転することが可能だと、これが非常に大きなインセンティ
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ブを与えます。 

表１は、例えばアメリカでは、 低税率107 万円以下では18％。 高税率は物

すごく高くて３億2,200 万円を超えたら 高税率で55％であります。そして、フ

ランスでは、この表の通り、イギリスでは40％ですけれども、 後の３枚目を見

ていただきますと、日本の場合には、この表１のとおりでございまして、相続税

は2,500万円まではゼロですけれども、贈与は、2,500万円生前贈与すると1,000万

円、5,000万円は2,600万円、１億円では5,800万円。５億円ということになると相

続税が１億8,900万円ですけれども、生前贈与は３億3,800万円ということで、こ

れはやったら損だという話につながりますので、この辺にインセンティブを与え

ることをやって、たくさんお金を持っているところを移動して若い連中に使う。

そういうことをやることも私は非常に大切なことだと、こういうことであえて提

案させていただきました。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（牛尾議員） デフレ問題はいろいろと今、吉川先生の話も全く当を得ておりますし、

速水総裁からの経済の活性化が非常に大事だということ。先ほどの平沼さんの贈

与の話も非常に大きな、従来になかった新しいポイントだと思います。要するに

デフレ、インフレというものを金融や財政だけで見る視点も非常に大事なんです

が、一番大事なのは、個人、企業、地域の経済をどうやって活性化するかという

ことにかかっている。構造改革というのは経済の活性化だと思うんです。構造的

には、従来型の経済がより差別化し、より情報化し、より技術開発を中心として、

さらにハイテク化していくというためにどのような刺激策をとるかということが

政府に一番大きな課せられたものであるし、事実、経済が活性化すれば、企業業

績が上がって株が高くなる。じゃ、どうやって企業の業績を上げさせるかという

ことについてもいろんな配慮をする必要がある。 

そういう点で、かつてサッチャーやレーガンの前例として挙げられるのは、１

つは税制なんです。要するに個人や企業の収益が上げられるように、働く者がま

すます収益が出るような税制に改正する。レーガンもそうでありましたし、サッ

チャーの場合には課税 低限を下げて大きく企業活動を刺激した。 

第２は、今申しましたような、経済構造の変化に対して、政府が競争政策を導

入して、そういうものを加速をするということであります。あらゆる規制を撤廃

して、自由な経済活動の範囲を広める。それから官の経済分野をどんどん民に与

えて競争の範囲を広くする。そして競争というものを十分監視しながら、公正な

競争を自由にやるということが１つの方法である。 

３番目は、日本独自の問題も多いのでありますけれども、高コスト構造をどう

下げるかという問題であります。日本は住宅、エネルギー、ロジスティック、運

送とか港湾とか、それから人件費という非常に高コストを生むものがあって、こ

れをどのようにして競争を導入して下げるかということについては、主にこうい

うところは保護されている分野が多くて、それが今総理のやっていらっしゃる保

護を全部とっていく、民営化するというのが１つのポイントで、大変な抵抗にあ
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っているわけであります。 

この３つの分野、税制改正と民間の競争政策の導入と今保護されているものを

普通の状態に開放する。この辺のところに重点をおけば、黙っていても適正なと

ころに需給バランスができてきて、経済が活性化するということが大事だと。そ

ういう話と、金融や財政的なデフレというものをインフレターゲッティングでや

るというのは裏表に存在するわけでありますけれども、そこへ今たまたま不幸に

も、９月からテロで市場経済が収縮をするという現象が出てきたから、従来より

もさらに激しくこれをやらないと戻らないということ、緊急事態が必要である。

国民の小泉政権に対する支持率の高さというものは、こういうことをやってくれ

るに違いないという期待がある。従来、日本は修正改良型の国ですから、こうい

うのは20年ぐらいかかるだろうというのを、小泉政権なら３年ぐらいで全部やっ

てくれそうだという期待が今大きく日本を、気持ちの上では未来に対する期待、

特に個人消費というものは、未来に対する安心よりも、未来に対する期待が大き

な個人消費の源泉になってまいりますので、そういう点では、いよいよ11月の後

半から年内というものは、小泉改革というものが第１次としてどこまで実行する

かということをみんなが注目をしている。その注目が今総裁の話では国際的にも

注目をしている。その注目の度合いと、やはり世界共有の市場というものが連動

するわけでありまして、期待を裏切れば株は下がるし、期待どおりいけば株が上

がってくるということも言えると思います。 

そういう点で、短期的な要因と長期的な要因も非常に複雑に取り混ぜてありま

すけれども、一番大事なことは、レーガンやサッチャーがやった経済活性化政策

の原則をどう実現するか。税制、競争政策の導入、そしてネガティブ要因である

高コスト構造をどう是正するかということについては、国民にわかりやすい政策

というものを再度11月、12月中に決定して発表することだということを申し上げ

たいと思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 今、牛尾議員の方から出ました問題は非常に重要だと思います。小泉

構造改革に対して、息をのんで国民がどういうぐあいになるかというのを今観察

しているところだろうと。これに対して今掲げておりますテーマについて、この

一、二週間の中でどのようにメッセージを出していくかということは非常に留意

すべきテーマだというぐあいに思います。 

デフレの問題、これは非常に大きなテーマでもあるにもかかわらず、問題が様々

な人々の理解のされ方及びそれぞれの政策担当者の思惑並びに権限との関係の中

で、政策としても混乱をしているということが、私はこの問題に対する処方せん

に対する不透明感を与え、それがまた構造改革等に対して悪影響を及ぼしている

というのが実態だろうと思います。先ほどからお話が出ておりますけれども、デ

フレというのは需給に伴う問題、マクロ的な問題、さらにはグローバル化の中で、

古典的な言い方をしますと、生産性格差デフレと言われるように、低いところに

国際価格が設定されていく中で、生産性の低い国の物価というものがそれに引き
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ずられて低くなっていく。このメカニズムというものが起こってまいりますし、

さらには金融的な要因が物価と貨幣との関係の中で影響を及ぼす。需要、生産性、

金融サイド双方が絡んで日本の今のデフレというものが生起をしているというこ

とだろうと思います。この問題、粛々として構造改革を進め、生産性格差デフレ

のプラスの面を生かし込みながら、どのように需給のバランスをとり、金融政策

としてのマネーサプライの問題をどのように具体化をしていくかということがこ

れから非常に重要な政策ポイントになるべきだと思います。 

その際に、私は先ほど申し上げましたとおり、政策を担う政府というものが、

この問題に対して一貫性を持っているかどうか。手段の割当の問題も含めて、こ

の問題に対して真摯な対応というものが若干懸念をされているというのが、私は

政策的に対応できない大きな要因ではないかという気がいたします。金融的な要

因、先ほど総裁からお話を伺いましたが、それは確かにそうである面はあるわけ

でありますけれども、今の対応の範囲の中で金融政策として考えるのか、あるい

は日銀のポートフォリオの手段として考えるのか、あるいは為替というような問

題とマネーサプライの問題をどのように考えるのか、国債の長期保有買い切り等

の問題に対しても、どのような形でこれを考えていくのか。この辺のところにつ

いての踏み込んだ調整というものが、例えば財務省との関係、あるいはマクロ経

済対策としての物価政策の位置づけの問題、こういうものがきちんとされており

ませんし、貨幣創造乗数というものが不良債権との関係の中で、いかにこれが縮

減をされているかというような問題についても必ずしも明確な整理がされていな

い。したがって、私自身もやはりこの問題については、閣僚の皆様の綿密なお考

えとともに、事務方がこの問題についてきちんとした対応をとり、相互対策とし

てどのようにこの問題について手を打っていくかということを明示していく必要

があるのだろうと思います。これが第１点です。 

第２点は、我が国の問題については、平沼経済産業大臣が御指摘のとおり、世

代間の富、あるいは資産の保有形態のバイアスというものをどのように考えてい

くかということであります。今、1,400兆円弱の金融資産が高齢者の方々が集中的

に持っていらっしゃって、しかもなおかつ、年金から貯蓄をしているという非常

に大きな移転というものが、これが現役世代に対しての重税感、そして将来への

不安感というものに結びつき、高齢者の方々がこれまでの消費パターンを維持し

て、消費性向が低く、貯蓄性向が高い、こういうことがまさに需要面からデフレ

的な様相を引き起こしている。したがって、贈与税、相続税の問題は、結果とし

て起こる、そのようなバイアスに対して政策関与するということはもちろんであ

りますけれども、フローのレベルにおける世代間の負担と受益というものをどう

いう形でバランスをとっていくかということもまた非常に重要なポイントであり

ます。 

例えば医療で、先ほど吉川議員が御指摘のとおり、現役世代は非常に多くの負

担をしながら、高齢者の医療あるいは年金等に対しても支出しているという状況

が、さらに現役世代をして期待形成を通じながら、また、それが消費を縮減させ
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るという悪循環になっております。ストック並びにフローの両面において世代間

のインバランスの問題をどのように解決をしていくか、これまた政策論議として

重要であります。その際に、牛尾議員が御指摘のとおり、これは税制改革という

ものが非常に重要な要素として浮かび上がってくるだろうと思います。これは各

国とも構造改革のメインの柱というものが税制改革であったということは決して

偶然ではないわけでありまして、この点ぜひ今後、来年以降大きなテーマとして

取り上げていただきたいというぐあいに思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。今の議論、御提案もちょっと出ているんです

けれども、それを諮問会議として、どのように今日の成果を取りまとめるかとい

うことは、一番 後にまた議論をさせていただきまして、時間がなくなるといけ

ませんので、不良債権の問題、デフレにも関係しますので、少し議論をさせてい

ただきたいと思います。 

今日、柳澤大臣においでいただいていますので、現状についての御報告をお願

い申し上げます。 

（柳澤臨時議員） 私から御報告させていただきますが、資料というか、話の題目だ

けリストしたものをお配りしておりますので、それを見ていただければと思いま

す。 

一番の題目は、当面の金融行政ということでございまして、１つは、不良債権

処理の問題、それから２ページに、自己資本の状況等について御報告する話、３

ページに、ペイオフの解禁の問題、 後に４ページに、銀行経営の刷新の動きに

ついて御報告をさせていただきたい、このように大枠考えております。 

そこで第一の不良債権処理でございますけれども、結局、先行改革プログラム

で新しく打ち出していただきました３つの施策というものを私どもこれを着実に

推進するということにいたしております。その１つは、特別検査でございまして、

これはここで詳しい解説はしませんが、債務者に着目して、ある特定の債務者の

評価がどうなっているかということを検査するというものでございます。これは

市場評価との調整という観点で、特にマイカルの破綻にきっかけを得まして、こ

ういう検査を導入することにしたものでございます。これにつきましては、10月

末に着手いたしまして、特に、本格的には来年の３月の期末に向けて１－３月に

自己査定をしますので、その自己査定のプロセスの中でどれだけちゃんとやるか

ということを見るということでございましたので、継続実施を考えているわけで

ございます。 

この検査につきましては、注にありますように、対象債務者を選ぶ基準という

ものについて世間の関心が集まっておりますが、これこそ風評被害というものを

絶対避けなければいけないということで、徹底して不開示で臨みたいということ

でございます。 

それから、先ほどちょっとタイミングのことで言ったんですけれども、１－３

月ということが本格実施ということで当初スタートしたんですが、10月末に着手
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をいたしました。そういうようなことを背景にしまして、景況の悪化、構造改革

の進展に伴いまして、特別検査の先取り的な動きが既に各銀行で始まっている面

がございます。そういうことで例えば、ある有名銘柄の建設会社ですが、年内に

特別検査を念頭に法的整理に踏み切るというような動きがそれでございます。こ

ういうことで特別検査の結果、破綻懸念先に落ちる有名銘柄も数社に上るという

見込みでございまして、ただ、これは来年３月末のことになるだろうと、こうい

うように急いではいるんですが、そうならざるを得ないということが現在の状況

でございます。 

それから２番目は、要注意先への引当の強化でございまして、これもまた市場

評価との調整でございますが、これは具体的には、銀行が自己査定をするときの、

つまり引当金を算定するときに行内格付というものをいたすわけでございますけ

れども、要注意先の行内格付に当たっては、要注意先一本でやるとか、あるいは

分散するとかということではなくて、細分化しなさいということをいたした上で、

それぞれについての貸倒実績率とか、倒産確率というものが引当を計算する上で

非常に大事になるわけですが、そこから予想損失の額というものが決まるもので

すから非常に大事になるのですが、その算定方法は、各行で工夫して、これまで

とは格段違うような引当所用額が算出されるような算出方法を編み出しなさい、

こういうことをいたしておるわけでございます。これは９月期の中間期からスタ

ートをいたしますが、やはり本格的には期末、13年度末ということになろうかと

思います。そういうことで、要注意先の引当強化だけでも９月期で大体１兆円の

上乗せの引当が行われるということが主要行において見込みとして立っておると

いうことでございます。 

それから３番目は、ＲＣＣの買取の活発化でございますけれども、これは時価

買取と入札参加が議員立法で今提案されているわけですけれども、ＲＣＣの買取

につきましても、具体案件を早期に世の中に示すというような意味で、法律の制

定前なんですけれども、信託方式を活用して、これをＲＣＣに買い取らせるとい

うことを既に打ち出している銀行がありまして、これも今９月期の中でそういう

ことが行われるということでございます。 

それから、 終処理２～３年というのは、「骨太の方針」の当時から言ったわ

けですが、それに時価買取りの導入ということになりましたので、ＲＣＣに売る

というような引合いが非常に活発化しているということもございます。それから

もう一つ、ＲＣＣが時価買取りをした場合、その債権は原則３年内に処理しろと

いうことをルール化しております。これも議員立法の中身でございますが、そう

いうことをいたしました結果、ＲＣＣも余りのんきに構えていられなくなるとい

うことで、企業再生への取組が積極化しております。これは２通りありまして、

自分自身で企業再生に取り組むというのと、外部にファンドを組成して取り組む

という２つの方法でございます。外部にファンドを組成してということにつきま

しては、御案内のように日本政策投資銀行内に1,000億円の出資枠が確保される。

これは補正予算でございますが、そういうようなこともありまして、政策投資銀
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行内にＲＣＣを含めた連絡協議会を設立するというようなことが進んでいるわけ

でございます。 

以上が不良債権の処理の問題で、それぞれ３つ新しい施策を具体化して、でき

るだけ世の中にはっきり進行しているんだということを示そうということで進ん

でいるわけでございます。 

次に、自己資本の状況等でございますけれども、これは９月期決算で今言った

ような不良債権の処理ということでは１兆円の引当の積み増しをするということ

に加えまして、株価の下落の影響がございます。これは時価会計が今期から導入

されるというようなことの中で、非常に影響が強かったものでございますけれど

も、そういうことがありながらも、主要行の自己資本比率は辛うじてでございま

すが、11％台を確保できるという見通しでございます。 

それから２番目に、通期の決算でございますけれども、これは株価の影響が非

常に強いものですから、株価の影響いかんによっては非常に狂うのでございます

が、仮に９月期並みということが来年３月期末にも、そこでおさまるということ

を想定いたしますと、不良債権の処理分が５、６兆円になるという、多分６兆円

に近くなると思うんですけれども、そういうことが見込まれるわけでございまし

て、その結果、自己資本比率は10％台になるという試算を出しているわけでござ

います。 

それから３番目に、株価の大幅な下落等の不測の事態ということと、自己資本

の中身についていろいろ世間で言われるというようなことも念頭にありまして、

近になりまして、一部に資本の自己調達の動きが盛んになっているということ

は御案内かと思います。 

それから４番目に書きましたものは、このような諸情勢で、当面、私ども資本

再注入は計数上必要ないと出るわけでございますけれども、もちろんのこと、信

用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあるという場合には、総理を

議長とする金融危機対応会議の議を経まして、あらかじめ与えられている15兆円

の政府保証枠を活用した資本の再注入もためらうものではないということでござ

います。 

それから３ページ目にいきまして、ペイオフ絡みのことでございますけれども、

ペイオフの前提は、９年秋とか10年当時に比べて金融システムの実体は、安定と

いうか、充実しているんです。９年末とか10年というのは、旧来の体制でござい

まして、引当なんてほとんどまともにやっておらなかった中でのああいう危機だ

ったわけです。それが、いろいろまだ不足な点はあるにせよ、とにかく引当とい

うものがきちんと行われているということでございます。そういうことでもう一

つは、金融システムの安定確保のための枠組み、先ほどの金融危機対応というよ

うな仕組みがしっかりしておるわけでございまして、前提としては、９年秋と同

じではないかという論はなり立たないと我々は思っているわけでございます。 

注の１でございますけれども、ペイオフ解禁の延期は国際的にも国内的にも改

革の遅れと見られまして、これは不適当であると考えております。それから、ペ
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イオフ解禁後、個別銀行の健全性に問題が生じた。これは地方の銀行等でござい

ますが、これは早期是正措置が発動されるということになって、時間がかかわる

わけで、いきなり破綻というようなことはないということでございます。徐々に

自己資本が減っていって、それに応じていろいろな改善の指導が行わるというこ

とでございますから、長銀だとか、あるいは北拓のようなことは起こることはな

い。制度的にもないわけでございます。それからペイオフ解禁後、金融システム

の動揺が生じた場合は、先ほど申したように危機対応ということになるわけでご

ざいまして、これには、先ほどの資本注入ということのほかに、預金者の保護と

いうことで、預金者に迷惑をかけないという措置もとれるようになっております

ので、この点も注書きをさせていただきました。 

それから（２）でございますけれども、13年度末に経営継続困難な金融機関に

つきましては、適切な処理をして、ペイオフ解禁を４月１日にはみんな健全行で

迎えられるという体制を整備しようということにいたしております。正直申しま

して、信用組合、信用金庫につきましては、年内に二、三十機関、これを整理す

るということを見込んでおりまして、そういった破綻懸念のあるところについて

は、原則年内に破綻処理を完了したいと思っております。あんまり近くになって

やりますと不安が蔓延してしまう、波及してしまうということがありますので、

かなり急ピッチで年内に悪いところは全部処理してしまおうという構えで行って

いるわけでございます。私はここに書いておきませんでしたけれども、事務方に

は、ペイオフの解禁後は一定期間は破綻させてはだめなんだ。つまり、１年とい

うか１年半、破綻をしますと、私の銀行もおかしいのではないかということで、

これは取りつけとか、そういう金融不安がすぐ出てきますから、来年の４月に店

を開く銀行というのはまず安全なんだということで、１年なり１年半から、そこ

から破綻が出るようなことは断固避けなければいけない。そういうしっかりした

検査をしろということで、破綻させるべきものは先に破綻させてしまえというこ

とを言っているわけでございます。 

３番目に、ペイオフ解禁に向け、実務的な準備も進捗をいたしております。全

銀行を対象とした流動性リスクのモニタリング体制を構築して、状況を監視して

いるのは当然です。金融機関の破綻時に、預金と貸出を相殺できる預金取引約款

の規定の整備をいたしておりまして、これもかなり進んでおりまして、13年度中

には完了の見込みでございます。それから預金者の名寄せの体制、これも13年度

中にやっておかなければならない。それから地方自治体の問題、これは総務大臣

がいらっしゃいますけれども、今各地で検討委員会の設置などが行われておりま

して、交付金保全のための体制が検討されております。 

それから４番目に、私ども正確な知識に基づく預金の移動というのは健全だと、

ここは踏み切っております。要するに正確な知識を持って、自分たちの預金の保

全のために預金を移動させるというのは健全なことだということで、積極的な広

報をするということもいたしております。 

５番目に、預金移動の現状ですけれども、現状、小口分散化、1,000 万円超の
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解約が結構出ているわけですが、それと流動性預金、これは１年全額保護が多い

わけでございます。１年間延長されているわけですが、こういうことの移行にと

どまっておりまして、業態間、つまり地銀から大手銀行というようなことで預金

が絶対的に目減りしているような業態はございません。全部の業態で預金が伸び

ているという状況でございます。 

それから注の１でございますけれども、ちょっと蛇足的に書かせていただきま

したが、地方金融機関の預金が仮に多少減少しても、預貸率が低いわけでござい

ますので、中小企業金融とか地場私企業金融への影響は大きくないというふうに

我々は見込んでおります。それからもう一つは、地方金融機関から中央大手銀行

への預金移動というのは、流動性の観点からすると、むしろ平準化ということで、

システムとしてはメリットもあるというようなことも言われているわけでござい

ます。 

それから 後に、４番目でございますけれども、経営刷新への動きでございま

す。これは、現在、株価が厳しい状況になっておりますが、そういったようなこ

とが、いわば銀行を追い込んでいまして、さらに真剣なリストラだとか、新たな

提携関係の組成だとか、あるいは経営トップの交代というようなことの動きなど、

経営刷新の動きがここへきて本格化しているというふうに私ども見ております。 

２番目に、一部資本増強行では、自己資本比率には問題がないのだけれども、

配当原資の方が枯渇するというようなことで、そういう該当行にあっては、経営

トップの辞任が公表されていたりいたしております。 

３番目に復活する政府の議決権。これは優先株式でございますけれども、配当

がないと自動的に商法で議決権が復活してしまうわけですけれども、その場合に

は、当然のことながら、経営責任の明確化、収益の抜本的な改善策の策定という

ようなことでこれを厳正に行使していきたいというふうに考えております。 

以上、文章はございませんけれども、私といたしましては、マーケットに対し

ても、この９月期、それから３月期の見込みの発表で不良債権の具体的な進捗が

あるんだということをアピールをしていきたい。それから自己資本比率について

は現況はこうですと、それからさらに非常に厳しい６兆円ぐらいの不良債権処理

をしても、この程度にはとどまるんですということ、それから経営刷新の動きが

急でちょっと、例えば、ここで申しますと、大銀行でも交代の動きが実はあると

いうようなことで、ちょっと考えられないくらいの動きが出ておると、これはま

だ全く非公式なことですが、そういうようなことで、かなりここまで追い込まれ

て、情ないんですが、事実はそうで、かなり真剣な動きが出ている。そういうよ

うなことがだんだん世の中に出てきますと、何とかマーケットにもアピールする

力が上昇してくるのではないか、このように、正直言って期待を申し上げている

次第です。 

（竹中議員） ありがとうございます。吉川議員のペーパーを説明していただいて、

それから自由討議ということでよろしいでしょうか。 

（吉川議員） では、お手元の有識者議員提出資料、先ほども見ていただいたペーパ
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ーにもう一度戻りたいと思います。２ページ目は、少し細かいことも書いてあり

ますので、１ページ目を見ていただけたらと思います。 

問題は、不良債権問題、日本の銀行システム、金融システムが安泰かどうか。

我々民間議員４人でまとめたペーパーでは「対策の必要性」、一番上に書いてあ

りますが、いわゆる要注意先債権というところに十分引当をしたときには、 近

の株価の下落も加わって、資本不足に陥る銀行が出てくる可能性があるのではな

いか。また、そうした事情によって、金融システム不安が発生するリスクも高ま

っているのではないか、こうした認識が書いてあるわけです。 

真ん中あたりの「対策の基本コンセプト」の２つ目の黒丸を見ていただくと、

信用秩序を維持するために公的資金の投入が必要な場合には、費用 小原則を守

りつつ躊躇することなく実施するべきであると。 

それから「対策１．」のところでは、例えば（１）要注意先債権に対して銀行

は十分な引当を行わなければいけない。こうしたことが書いてあります。これは

我々民間議員、名前は書いてありませんが、これはテーマがテーマでありますの

で、名前は書かなかったということで、民間議員４人でこうしたことを議論した

ことでありますが、これから先少し私、個人の意見も述べさせていただけたらと

思います。 

この不良債権問題の要するにポイントというのは、日本の銀行が健康体かどう

か、金融システム全体が健全かどうか、ひょっとするとシステム的な不安がある

のではないか、そこだろうと思うんです。柳澤大臣の金融庁はじめ検査を粛々と

ルールを基づいてされている。検査は決して乱暴なマクロで数字でやるようなこ

とはできない。そのルールに基づいてきちんと詰めていくというのは、そのとお

りだと思います。また、それを粛々と進められているという認識を私持っており

ますが、結論は、問題は銀行システムが健康なのか、あるいは病気なのか、そこ

に尽きると思うんです。 

私自身はもちろんマクロの数字しか持ち得ない立場ですので、マクロの数字で

いろいろ考えるわけですが、その中に８月にこの会議で柳澤大臣も出された数字

もございます。そうしたものを見ると、これはやはり病気の可能性があるのでは

ないかというのが私の個人的な認識です。先ほど自己資本比率が現状11％という

お話がありましたが、もし11％あれば、これは健康だということで入院の必要は

ない、こういうことになろうかと思います。しかしながら、日銀総裁が今日提出

された資料を拝見しますと、日銀が、いわゆるベースマネー、アクセルを年率で

10％くらい出しているにもかかわらず、貸出はマイナス成長しているわけであり

ます。これは金融仲介機能が全然働いていないということになります。もちろん、

この原因の中には、実体経済がそれほどまでに冷え込んでいて、貸出に対する需

要が余り出てこない。こういう面があるということはそのとおりだと思います。

私もそういう認識を持っております。また、銀行が病気であるために、こういう

状況になっているというのと、どれくらいの比率なのか、需要がないために貸出

がマイナスになっているのか、金融仲介機能が低下しているために、こうなって
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いるのか、それを明確な数字で分けることはなかなか難しい。これも私は認識し

ております。しかしながら、こうした数字を見ると、やはり銀行は病んでいると

いうような結論が穏当なのではないかというふうに私、個人的には思います。 

また、先ほどの自己資本比率に戻りますが、これは細かいことは申し上げませ

んが、私はむしろマクロの数字しか持ち得ない立場ですが、それで計算すると要

注意先に対する引当というのがやはり10兆円から15兆円くらいは足りない可能性

もあるのではないかと思います。主要行のリスク債権というのが350兆円ですから

１％は3.5兆円です。そうしますと大体３％から４％というふうになります。それ

を11から引きますと11－３＝８、11－４＝７と、そういう数字になってくるわけ

であります。これはもちろん私自身、大変粗っぽい計算だということは十分認識

しておりますが、これは私、２つ挙げましたが、総裁が出されたよく知られた事

実、それからマクロの数字を使ったときの計算、こうしたことからすると、日本

の銀行システムというのはかなり病んでいるというような見方が穏当なのではな

いかというふうに私は個人的には思っております。今のところは民間議員４人の

意見ではなくて、私、吉川の個人的な意見ですが、柳澤大臣から御説明いただい

たのは、その検査に関する手続、検査のやり方に関しては、まさにきちっとされ

ているということがよくわかるのでありますが、やはり大切なことは、銀行部門

全体が病気なのか、健康なのか、入院する必要はないのか、入院した方がいいの

かというところの大きな判断なのではないかというふうに私は思います。 

（奥田議員） 柳澤大臣の１ページのところにも書いてあるし、それから吉川議員の

１ページの「対策１．不良債権早期解決のための行動」の（１）にも書いてある

んですが、要注意先の債権に対して銀行は十分な引当を行うと。今、柳澤大臣の

話を聞きますと、こういうところに対して十分な引当を行っても、なおかつ10％、

11％ということで、銀行は一応正常だということなんですが、そうなると銀行が

貸している債務者、その債務者もやっぱり大丈夫だということになるわけですか。

（柳澤臨時議員） そういうことじゃないんですね。要するに債務者の方が本当に倒

れちゃったときに、銀行がそこで初めて損がぼかっと出るのではなくて、あらか

じめ損を見込んで積んであるということなんです。だから、その期には倒れちゃ

っても影響がないということを引当ということは意味しているわけです。だから、

相手は倒れちゃうかもしれないんです。 

（奥田議員） それはわからない。 

（柳澤臨時議員） わからないんです。それが引当という意味ですから。倒れちゃう

ということを、通常でしたら確率でやるわけですけれども、倒れちゃう倒産確率

とか貸倒実績率というのがあって、そこから予想損失額というものを見込んで、

その予想損失額相当をあらかじめリザーブしてやると。こういうことなんですか

ら相手は倒れちゃうかもしれないんです。 

（奥田議員） そうすると、やはり銀行は大丈夫だと。 

（柳澤臨時議員） 銀行は大丈夫。そこで初めて損が認識されたり、損が出るという

ことではなくて、あらかじめ、事前にその用意がしてあるという状態で銀行とし
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ての健全性がありますと。 

（奥田議員） しかし、債務者については市場の問題だと。 

（柳澤臨時議員） そういうことです。債務者が市場で倒れるということは十分あり

得ると。その確率が高くなればなるほど、また実際に損が出そうだということに

なればなるほどたくさん引当を積んでおくと、こういう仕掛けが引当のシステム

なんです。 

（速水議員） 大体金融大臣がおっしゃったことに同感ですが、各項目別に簡単に私

どもの考え、結論を申させていただきます。 

金融システムの現状については、おっしゃったように98年当時、私も総裁して

おりましたから経験したんですけれども、あの危機に比べると、今の方がずっと

楽だと思います。いろいろ法律もできましたし、それからＲＣＣといったような

ものもできてきましたし、ただ、今取り巻いている環境からいきますと、一段と

厳しくなっているのではないかという感じがするんです。それはなぜかというと、

９月の金融機関決算、今日あたりから始まるんでしょうけれども、赤字先が大多

数に上っているということは確実な情勢ですし、そういったものを反映して銀行

の株価がめちゃくちゃに安くなって極めて弱い時代にあるということ。 

今、銀行がこれからの展開として考えているのは、１つは不良債権を処理しな

ければいけない。それから、株価に左右される財務体質を改善していきたい。３

つ目が収益力を向上していきたい。それと同時に、思い切った経営刷新を図って

いくということを、恐らく今度の中間決算についても、これから３月にかけてこ

ういうことをやるというようなことはおっしゃるのだろうと思いますけれども、

そういう環境の中でも、一番大事であって、かつ急いでやってもらわなきゃいけ

ないのは不良債権の処理、これこそ喫緊の課題ではないかというふうに思います。

自己資本の問題につきましては、私はやはり今の自己資本というのは、10％、

11％といっていますけれども、繰延税金の資産、税金の前払いの分を入れていた

りして、本当の意味でのコアキャピタル、Tier１というのは、その半分あるいは

それ以下じゃないかという気がするんです。先ほどの不良貸出をこうやって落と

していけば必ず不足が出てくると思います。この前のように一律に入れる必要は

ないと思うんですけれども、事態が起こったときに、公的資金を入れていかなけ

ればいけないのではないかという感じを持っております。 

ペイオフにつきましては、これがかなりモラルハザードを起こしていたわけで、

競争原理に立って、これまでの護送船団でなくて、やはり競争していって、預金

者も銀行を選ぶというふうに持っていかないと、これから同じようなことが繰り

返される可能性があると思います。予定どおり、円滑に解禁していただく必要が

あるというふうに思います。 

それぐらいのことでございますが、過小資本に陥った金融機関に対しては、モ

ラルハザードを招かないようにしながら、少し早めに注入をやるということをメ

ンションする必要があるのではないかというふうに思います。 

（柳澤臨時議員） 率直に言って、日銀総裁のおっしゃることは、今日初めて資本の
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質の問題に言及されたように思います。前は非常に引当不足ということを指摘さ

れたわけですけれども、この引当不足ということについては、率直に言って日本

銀行も現実に考査をなさっておって、私どもとある意味で同じ認識だったんだろ

うと思います。そういうことでございますけれども、今日、公的資本の注入とい

うことを申されたんですけれども、現実に会計規則で認められているものを注入

して、何％というときには国際的にも同じなので、そういうことを言い出して、

それでは資本注入ということをどうやってやるんだ。つまり、民間企業ですから

強制はできないわけなんです。申請主義というようなことであるとすると、何で

そんなことを言い始めるのか。いたずらにそれは不安を惹起させてしまうのでは

ないか。日本銀行総裁が資本注入の必要があるというようなことを格別おっしゃ

るということになると、私はそれだけで、何だと。よく中身を御存じのはずの日

本銀行総裁が資本注入が必要だとおっしゃられることが、これが外に出れば、こ

れは株価だって何だって、これは現状のままではいられないと思います。だから、

そういう市場のリスクのこともよくお考えいただいて、なすべきことは果断にや

るということは、さっき私も申し上げたとおりなんです。何の躊躇もしないとい

うことで申し上げたとおりですが、現状で入れる必要があるんじゃないかという

ようなことを言ったとしたら、明日の市場の反応というのは、とても恐ろしくて

直視できないと思いますね。 

ここまで議論が進んでいますから、私はあえて申させていただくんですが、日

本銀行は、総裁と長い間のいろんな仕事の上でのおつき合いがあって、私も日本

銀行のバランスシートに対してはそれなりの配慮をしてきたはずです。総裁、何

回もおっしゃいますからね。私の行政を進めるに当たっても配慮してきたはずで

すよ。ですけれども、どうも日本銀行の方々が、現在の段階で資本注入しろ、資

本注入しろということをおっしゃる背景には、何か日銀の特別融資に結びつくよ

うな事態は避けたいと。山一の例のように、我々、特融をして日本銀行の損につ

ながったというケースも知っていますよ。ですけれども、もし、そういう背景に

お考えがあるとしたら、ここはリスクをみんなである程度背負っていかざるを得

ないんですよ。自分のところだけ庭先をきれいにしようという、そういうことは

ないと思いますけれども、どうも日本銀行サイドから聞こえてくることが、そう

いうところにあるとしたら、私はそこまでちょっと言及せざるを得ないというの

が私の・・・。それでなかったら、こんなリスキーな発言をなさるわけないじゃ

ないかと私は思うんです。 

（速水議員） 今日明日やれということではございません。もちろん、これは金融危

機対応会議にかけなきゃいけないことですから、やるとなれば、そういう議論が

まず先行しなきゃならない。具体的にどういう形で、それを漏れないようにやる

かというのも、これまた非常に難しい。具体案を考えれば非常に難しいことは私

も十分予想しております。ただ、その点は、一般的に今、言えといったようなこ

とを言っているつもりはございません。だけれども、 終的には必要になってく

ることではないか。このことも考えておかなければいけないというふうに思いま
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す。 

（竹中議員） 吉川議員に御発言いただいて、ちょっと議論を整理させていただきた

いと思います。 

（吉川議員） これはまさに民間議員として、こういう発言をさせていただくべきだ

と思って発言いたしますが、この諮問会議でも何遍も私はそういうことを言わせ

ていただいたつもりなんですが、要するに、この不良債権問題は、病気か病気で

ないのか、入院すべきかすべきでないか。これは大変重要な問題で、そこの診断

については、政府、日銀が一体となってきちっと診断をしてくださいということ

をお願いしてきたわけです。これは柳澤大臣が強調されたように、大変に機密を

要することであることは言うまでもないので、まさに機密を保った上で診断だけ

は客観的に、あらゆる憶測とかいろんな予断を排して、客観的に診断していただ

いて、そして政府、日銀一体となって一つの診断書を書いていただきたい。そし

て準備をしていただきたい。治療方針あるいは政策については、タイミング等い

ろんなことがあると思います。しかし、診断だけは客観的に下していただいて、

しかも全員が共有する。こういう病気である、あるいは病気でないということが

あるかもしれませんが、とにかく、そういうことも含めて、診断だけはきちっと

やっていただきたいということをぜひともお願いしたいと思います。 

（片山議員） 物価下落といいますか、デフレ的状況の克服には、経済の活性化とい

うのはそのとおりなんです。ただ、これは時間がかかるし、そうなると需給ギャ

ップというのはどうしてもあると思うんです。それが恐らく２次補正の大合唱に

なっていると思うんですけれども、２次補正というと、それじゃ何をやるのかと

いうことでしょう。それから財源をどうするのか、地方の裏負担をどうするのか。

今から２次補正というと、通るのは通常国会です。そうしますと地方の対応は３

月です。全部繰り越しです。そういうところを総合的に、需給ギャップを埋める

というのはいいんだけれども、考えていただかなければいかんのではなかろうか

という気が１つしております。 

それから柳澤大臣、地方自治体で例のペイオフ解禁の話が出まして、それぞれ

が自衛策を講じている段階なんですが、ちょっと私、心配なんです。いろんなと

ころに聞いて、ガイドライン的なものをつくれと言っているんですけれども、余

り知恵がないので、担保をとるとか、証書借入で相殺するとか、それで対応でき

るのかどうか。一ついろいろ研究しますから、金融庁の方もぜひ、そういう意味

での知恵を貸していただくように、これは１つの自治体が破産すると騒動になり

ますよ。必ずしも今日のあれではありませんが、２点だけ。 

（柳澤臨時議員） 先ほどの吉川議員の御発言ですが、実はちょっと内々の話をした

上でのこの会議なものですから、私、こういうことを言うのはどうかなと思うん

ですけれども、10兆円、15兆円の要注意先債権に対する引当不足というようなも

のを、天からふってきたようなお話でされますと、正直言って何と申しますか、

そういうことを言われても、我々の方としてはそれをこなしようがないんです。

そのよってきたるところも、私どもの提出した例のモデル推計というものが、ど
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うも先だってからのお話を聞いていますと、吉川議員の計算の根拠というか、一

つの前提のようにも聞こえるわけですけれども、繰り返しませんけれども、あれ

自体の前提もかなりシビアなものをやっておる、置いておるということでござい

ます。一つ、二つ申し上げますと、要するに普通、遷移と言うんですが、両方と

も移るという、遷都の「遷」に移転の「移」ですからね。そういうある債権がＡ

から、要注意先から破綻懸念先に移るという、そういう移る率を計算して実績か

ら数字を引っ張ってやっているわけですけれども、それもあり得ることは、例え

ば上に上昇していくものもあるんですが、それは一切勘定していないとか、そう

いうようなことでかなり厳しくやっておりまして、あの上にどういう操作を加え

れば、10兆円ないし15兆円というものが算出されるのか。その上にするというこ

とは何を意味しているんだということについて、これは今ここで、そんな細かい

議論をしてもほかの方々・・・。 

（吉川議員） 私が申し上げたいのは、ああいう数字を使うと、かなり悲観的な計算

ができるということです。私が間違っていることを私は望みます。ただ問題は、

銀行システムが病気か健康なのかという、そこだと思いますが、そのことに関し

て、繰り返しになりますが、政府と日本銀行が一体となって正確な診断を下して

いただきたい。ちなみに、私が今ここで申し上げたのは非公開ということで申し

上げましたが、今申し上げたようなことを外部で話したようなことは一回もござ

いません。また、これからも話すつもりはございません。 

（竹中議員） ありがとうございます。今までの議論だけ整理させていただいて、そ

れで御発言いただきますので。 

今日は言うまでもなく大変重いテーマを議論させていただいておりまして、今

までせっかく議論したことは、諮問会議として形に何かしなきゃいけないので申

し上げますけれども、まずデフレに関しては、こういうことだと思います。デフ

レはやはり問題であるということを認識しようと、デフレは問題であるという位

置づけをしようというのが重要なポイントであったと思います。それに関しては、

日銀は日銀の立場で、財政当局は財政当局の立場で、規制は規制の立場で議論し

てきたんですが、それの一貫性がないという御指摘は実はそのとおりなのだと思

います。それに関しては本間議員の方から、少し事務的に詰めてみろと、それは

やはり必要なんだと思います。事務的に詰めてたらたらとやっていても仕方がな

いと思いますので、私としては、反論があったらぜひ言っていただきたいのです

が、財務省と金融庁と内閣府と日本銀行で、審議官クラスか局長の方に問題点を

議論していただいて、それを私のところに２週間ぐらいで報告いただいて、私の

方から責任をもって、この場でその対応策について何かの提案をさせていただく

と。それが考えられるのではないかと思います。 

それともう一つ重要なポイントは、やはりこのデフレの問題が行き着くところ

は経済活性化の問題であって、経済活性化の問題は、特に税と競争政策の問題で

あると。そこは多くの方々が指摘されたと思います。税に関しては、特に贈与税

の御指摘が平沼大臣からありましたし、そこで贈与税の問題を含む税制改革、要
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するに構造改革というのは元来、税制改革であるはずだという御指摘もありまし

たが、税制改革の基本方針、「骨太の方針」の中でも、年金と税は特に議論が遅

れているという御指摘もありますので、税制改革というのを、ここの諮問会議の

大きなテーマとして取り上げるという形にもっていってはどうかというふうに思

います。これがデフレに関する一つの皆さんの議論の総括だと思います。 

不良債権に関しましては、恐らくこれを２つのことでやらなければいけない。

１つは資産査定を厳格にするということ。もう一つは、企業再生のための何らか

の新しい仕組みをつくること。実はこれに関しては、柳澤大臣のリーダーシップ

によって、改革先行プログラムの中にそのための枠組みはかなりしっかりと書か

れているのだと思います。問題はそれを本当に厳しく実行していただくというこ

となんだと思うんです。実行するに当たって、吉川議員が言われたように、マク

ロの数字でもしチェックしてみたら、それについてみると、やはり認識が違うこ

ともあり得ると、これはどちらかが正しいかわからないのですが、違っていると

いうことがいろんな議論を呼んでいるのだと思います。考査を行っている日銀総

裁からもそういう御指摘があったということであります。これについては、政府

と日銀で、それについて一丸となってやるような体制が必要だということは、ま

さにそのとおりだと思います。ぜひとも枠組みをしっかりとつくっていただいて

いますので、それを強力に実行していただくということと、それと、政府、日銀

が一丸となるような仕組みを、先ほどのワーキンググループのようなところで引

き取るというのも一つだと思いますが、何らかつくっていく。これが今までのと

ころの皆さんの御意見の集約ではないかと思います。 

では、日銀総裁、財務大臣の順番でお願いします。 

（速水議員） 柳澤大臣のおっしゃったことでちょっと私、気になりましたのは、私

は何も全部存在し得ない、将来生きていけないような銀行まで救えと言っている

のではないんです。そういうものは早期に市場から退出するようにしていくこと

が正しいやり方だと思います。それはいいか悪いかというのは今ここで決めるわ

けにもいきませんし、そういうことは時間をかけて、先ほどの金融危機対応会議

などでよく議論して決めることだというふうに思います。どうやって始めていく

か、いつまでも先延ばし先延ばしでいったら、まだ何もやっていないなというこ

とになってしまうんですね。これはやはり方針を決めて早く動き出すということ

が必要だというふうに思います。 

政府との協同というのは、私も全くそのとおりだと思いますし、日本銀行では、

消費物価が安定的に０％以上になるまで今の金融緩和を続けるということはずっ

と言い続けて、そのとおり政策をとっているわけですから、構造改革を優先して

いくのであれば、金を出したって、短期の効果というのはなかなかすぐ出てくる

ものではありません。それは長期的なビジョンとしてそういうものを持って今、

何をやるべきかということを、構造改革を優先するのであれば、特殊法人もそう

でしょうし、今の不良貸出の整理も早く手をつけるべきことだというふうに思い

ます。 
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（塩川議員） まず 初に、平沼さんのおっしゃった相続税と贈与税の関係ですね。

贈与税は、我々も非常に関心を持って変えたいと思っているんですが、欧米諸国

と制度が違うんですね。欧米は生涯贈与税の形式をとっています。ですから、ア

メリカは贈与税が安いというのは、生涯でトータルいくらという制度でやってい

ますから、またフランスは10年、イギリスは７年、そこで税率が違ってくるとい

うことなんです。日本の方は毎年なんですから、毎年控除があってやっているの

だから、20年という単位でとってみたら、物すごく日本の方が得になってしまう

んですね。そういう制度の違いがある。これをどう見るかということなんです。 

それはそれとして、私は今、保守党なり公明党、あるいは自民党の中から出て

きおります贈与税のあり方について考えてみたいと思っています。それは投資を

前提とした一つの言い方なんですね。つまり株式投資をしてくれるならば、ある

一定の年限を限って、そうならば贈与税は大幅にある程度認めようという提案が

出てきておるんです。これは金持ち優遇だという声が必ず出てくると思うし、ち

ょっと偏ったこともあるから、そこらの調整をしなければなりませんが、それが

１つあるということ。 

それから資産も持っている者の相続税をもう少し緩やかにできないだろうかと。

特に中小企業の事業継承というような、そこらも考えてみたいと思っております

が、要するに資産の遺贈に関する税金の見直しはこの際すべきだと思っておりま

して、今日も政府税調がございましたとき、構造改革に関する見直しを一つぜひ

してもらいたいと。それは何ですかといったら、資産移動というか、そういうも

のだということを石会長には言っておいたんです。一般には言わなかったんです

が、お願いしておいたようなことなんです。これは私らも検討してみたいと思っ

ております。 

それから柳澤さんと吉川先生、日銀総裁の議論を聞いておりまして、私はよく

わかりましたけれども、しかし、これは現実問題と離れているような感じがする

んですね。吉川先生のおっしゃるのは、私もまさに名言だと思うんですが、銀行

は病んでいるのか病んでいなのかということ、そこをやっぱりちゃんとつかまえ

るべきだと思うんです。私たちは銀行が病んでいると思うんです。病んでいるか

ら銀行を治さなければいかんと。それは不良債権の問題とかではなしに、銀行の

貸出能力が本当はなくなってしまっているのではないか。審査能力といいましょ

うか。要するに不動産とか担保にばかり頼って、それ以外の企業の趨勢だとか、

経済の方向とか、そういうようなものにあわせた投資というものは、もう少しハ

イリスクをとってもいいと思うんですが、全然そっちの方向には動かないんです

ね。質屋のまがいみたいなことしかやっていない。そこに経済界全体がいら立ち

があるということが１つだと思うんです。 

それからもう一つ、私の後援会の人たちの言うのは、不良債権といったって、

銀行のことは一つも出ていない。銀行は健全だと。銀行に預ければ心配ないとみ

んな思っておるんです。それよりも、銀行が貸してくれないのは何でかと。貸し

てくれない理由は不良債権があるからだと。不良債権は何だといったら、大きい
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会社に皆貸して、その会社がにっちもさっちもいかんのに銀行がつき合いをして

おって、それで金を貸してくれないんだと。中小企業のおじさんの単純な見方は

そんなところなんですね。この声が実は議員にとっては非常に強い意識になって

いきまして、それがために、政府系金融機関を絶対につぶしてはいけないという、

そこへ議論が入ってくるんですね。ですから金融問題というのは、銀行の問題か

ら離れて、銀行から借りておる企業、その中の倒産に相当するような企業、これ

をどうして再建させていくか、あるいは倒産させるものは倒産させて整理してい

くか。そこをすっきりしたものにしないと一般の人が納得しないのではないかな

と思うんですね。ですから、私は銀行は健全だろうと思っていますけれども、一

方ではそういう問題を整理してほしいと思うんです。 

（柳澤臨時議員） 貸出先が健全だと思ったら引当の必要もないので、そういうこと

はないんです。引当を十分しなければいけないということなんですね。それから

査定のことについて、政府と日銀がよく協力するようにということですが、一緒

にしてしまったところもあるんです。イギリスだとかフランスなんていうのは一

緒にしてしまっているんです。ですけれども、今、日本の場合は、こういうとき

こそ見方が違うというか、若干価値観というか、そういうものがずれているとこ

ろがやるということにも、それなりに意味があって、その結果が今の状況なんで

すよね。日本銀行も右往左往されているわけですからね。私はこのことについて

は、金融検査というのは私自身も一定の敬意を払って自分と距離を置いているん

です。絶対監督の見地から介入してはいけないと。金融検査というのは基準に基

づいて思う存分やりなさい、これだけでいいんですね。そういうことですから、

私、さっき竹中大臣がおっしゃられたように、何かワーキンググループをつくる

というようなことは、これは検査というもののあれからいって、ちょっとこれは

私は賛同しがたいということを申し上げます。 

（竹中議員） デフレに関してはよろしいわけですね。デフレ問題を議論するという、

そういう観点からはよろしいわけです。検査ではなくて。 

（柳澤臨時議員） それはマクロの経済政策の問題ですから、私どもと余り関係がな

いと思います。 

（竹中議員） すみません。手短にお願いします。 

（本間議員） 不良債権問題を議論していまして、いつも違和感を伴いますのは、柳

澤担当相の御議論は非常に実務的な問題をおっしゃっておられる。不良債権の問

題というのは、３つの次元の問題があると思うんです。１つは個々の金融機関の

経営の安定性の問題、それからもう一つは、金融システムの全体のシステムリス

クをはらんでいるものかどうかという問題、３番目は、構造改革を推進する上で、

金融システムというものが正常な機能を持っているかどうか。我々が経済財政諮

問会議で議論するのは、まさに３番目の問題。つまり今ゼロ金利で資金配分機能

を持てない。不良債権を抱えた銀行がリスクをとれない。資金供給の乗数が低く

なって、デフレ的な圧力につながっている。こういう３番目の問題に対してどの

ような形で政策を打っていくかどうかということが、これがまさに牛尾議員がお
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っしゃったとおり経済活性化の金融サイドからの支援がなしに、あるいは正常な

機能なしに、これは果たせないわけでありまして、ここをマクロ的なチームワー

クを組んで、まずは実務レベルで意見交換をし、きちんとしたものをつけた上で、

総理の裁量をいただくような、これは公的資金というのは 終的ですけれども、

マクロの経済政策として、不良債権の位置づけ、デフレ政策というものをどのよ

うに位置づけていくかということはこの場で議論しなければならないテーマであ

って、それは担当相がおっしゃったとおり、私は、その違和感がある今の把握の

状況からすれば、まずはそこの部分をきちんとした体制づくりをして進んでいく

ということが必要ではないかと申し上げているわけです。 

（柳澤臨時議員） 日本銀行と私どものところで検査の結果について違和感があると

いうようなことはあり得ないんです。それは同じように検査して、それでいいで

すといってやっているわけですから、両方の機関が行って。 

（竹中議員） そういうことではなくて、今デフレ対策の総合的な観点だったと思い

ますので。 

（柳澤臨時議員） それは、要するに 終処理ということを今年の１月から私、言い

始めて、まさに 終処理を、つまり引当金を、さっき奥田議員が言われたように、

金融機関だけ引当を十分していたって経済の構造には何の影響もないんですね。

ですから、金融機関の側も出かけていって、あなたのところはもうちょっと切り

分けて、いいところと悪いところをあれして、我々の方も損切りしますよという

ようなことをやって構造改革に寄与しようということでやっているわけですね。

まさにそのことのためにやっているわけです。ですから、それは金融機関として

も、それなりにやっておるものですから、不良債権はどんどん新規発生している

のだけれども、不良債権残高がどんどん増高するという状況にないのは、そうや

ってオフバランス化しているからなんですよ。弁明じみて、私もう申しませんけ

ど。 

（塩川議員） ちょっと柳澤議員、銀行は本当に貸さなくなってきましたよ。だんだ

ん貸さなくなってきました。これはやっぱり問題なんですね。信用金庫もこのご

ろ貸さなくなってきた。信用金庫なんかわりと大胆に貸していたんですけど、本

当に貸さなくなってしまった。何をやっているんだろうとといったら、みんな金

融機関は自己防衛だけしかやっていない。これはおかしい。これは僕は病気では

ないかと思うんです。ですから、検査やっておられて、銀行の状態は私は信用し

ているんですよ。いいと。だから、そこは問題ないんだけど、しかし金融の機能

というものがだんだん衰退してきていることをどうするかということなんですね。

ここは一つ考えてもらわないといかんと思うんです。これは何も金融庁の問題で

はなくて、政府の問題なんですけど、本当に貸さなくなってきた。これは事実で

す。担保が少なくなったということも言い分なんですよね。 

（速水議員） 金貸したちが抱えて、それが問題になってきているということが、や

はり銀行が企業に対して出ていかない、仲介機能を果たしていないということに

つながっているんだと思うんです。 
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（牛尾議員） 金融の問題なんでしょうけど、金融体質が変わってきたんです。文字

どおり活性化した経営体質に変えないといけない。これはぜひ１回ゆっくり、こ

の点はあんまり議論していないからね。 

（竹中議員） ありがとうございました。もう繰り返しませんけれども、途中で私が

中間総括したような形でぜひ今日の議論を政策に生かしたいと思っております。 

途中で申し忘れたんですが、片山大臣が定義してくださいましたマクロの問題

につきましては、22日、明後日に議論をさせていただこうというふうに思ってお

ります。 

それでは、冒頭申し上げましたように、今日は非公開の会議でありますので、

取扱いについては、とりわけ今回は一つ御注意をいただきたいということでお願

い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。 

（以 上） 
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