
平成 13 年第 29 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 29  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 11 月 26 日(月) 17:30～18:38 

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 尾身 幸次 科学技術政策担当大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)経済活性化、産業空洞化問題等について

(2)その他

3．閉会 

（配布資料） 

○産業空洞化の現状と対応策について（平沼議員提出資料） 

○経済活性化のための経済政策（有識者議員提出資料） 

○経済活性化のための税制改正及び統合補助金の拡充について（有識者議員提出資料）

○構造改革促進のための規制改革の考え方について（有識者議員提出資料） 

○規制改革による雇用創出型構造改革の強力な推進を 

（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 提言） 

（本文) 

○議事の紹介
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（竹中議員） 総理、官房長官が遅れられるようですので、ただいまから第29回の経

済財政諮問会議を開催いたします。本日はありがとうございます。本日は１時間

の短い審議でありまして、時間が短いということもありまして、今日はカメラも

ありませんので。 

○経済活性化、産業空洞化問題等について

（竹中議員） 今日のテーマでありますが、「経済活性化、産業空洞化問題等につい

て」であります。本題の関連で尾身大臣に臨時議員として御参加をいただいてお

ります。１時間で集中的に空洞化の問題を審議しまして、集中審議３回やってき

ましたけれども、それの総合的な扱い等々も含めて、 後に取りまとめをさせて

いただきます。 

それでは、この問題につきまして、尾身臨時議員から御発言をお願いします。 

（尾身臨時議員） 幾つかの点を申し上げたいのでございますが、中長期的に活性化、

空洞化対策という意味におきまして、いろんなことをやらなければいけないと思

います。私は技術開発をしていかなければならないというのが基本であると思い

ますし、もう１つは規制緩和であるというふうに考えております。両方ともまだ

まだと思っておりますが、今度は第２次補正で30兆円という枠を崩さないながら

も、ＮＴＴ株の活用をするということで決めていただいたことは大変ありがたい

と思っております。ただ、この場合、施設ということに限定をされておりますの

で、やや、制約条件のもとで政策を進めなければならないという難しさがありま

す。靴に足を合わせなければならないというようなことがあるわけで、この点は、

私どもかなりの努力をしなければいけないと思っておりますが、できるだけ施設

ということでやらなければならないということでありますけれども、基本的に問

題あることが１つあります。これは科学技術の場合には、いわゆるＢタイプ、補

助金タイプを使わなければいけないんですが、地方公共団体がこのお金を、例え

ば１億円使って５年後に返済をするときには、基準財政需要の中で見て、交付税

で見るということができて、これはかなりうまく動いていたんですけれども、国

の直轄事業にそれを使うということになりますと、直轄事業でありますから、そ

の予算要求の官庁が返済のときに、自分のところの枠から出さなければならない

というような問題点があって、この問題を解決しない限り、要求側が非常に消極

的になってしまって、基本的にうまくのらないという問題点があります。 

ですから、これは貸付という建前にはなっておりますけれども、補助金という

ような形で実質的な運用ができるように、制度の手直し、その部分の手直しを是

非していただきたいと思います。これをやりませんと、この補正予算が絵に描い

た餅になってしまって、本当の意味の活性化のためにうまく使えませんので、技

術的な問題なのでありますけれども、大変大事なので、ぜひこの点はきちんと整

理をしてうまく調整して使えるような予算にしていただきたいというふうに思っ

ております。 

それから、連結納税制度を来年からやるのは延期したというような新聞報道が
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なされておりますが、経済界はずっとその体制のもとで、企業のリストラをやり、

構造改革をやるということを進めてきているわけでございまして、財源として幾

らか税収が減るから、8,000億円ぐらいの財源がなければだめだというようなこと

を言われておりますが、これはこれで連結をする会社が付加税ということで出す

というようなことになりますと、連結納税に対するインセンティブというのがめ

ちゃくちゃ減ってきて、リストラが進みませんので、それはだめだと思いますけ

れども、何らかの格好の財源はできるだけ出すということについて、関係者が協

力をするということにはなっていますので、これはぜひ来年度から必ずやってい

ただきますように、事務的な処理能力が間に合わないから、また延期というのは、

幾ら何でも全くおかしいと思いますので、構造改革を本当に進めるのであれば、

これはぜひ来年度から実現をお願いいたします。 

それから３つ目でありますが、さっきちょっと申し上げましたが、財政厳しい

折から、実は民間企業に今までパブリックセクターでやっていた部分に、例えば

福祉の関係とか、そういうところで参入できるようにすることによって、民間が

興味をもってやりたいと思っている分野が、例えば保育の関係もそうですし、老

人医療の関係もそうですし、あるいはハローワークのような仕事についてもそう

だと思いますし、あると思っておりますので、そういうところをもっと民間にや

らせることによって社会のニーズに合ったようなビジネスというのがかなり起こ

る分野が相当ある。それをなかなか、いろいろ利害関係者の抵抗によって、ある

いは役所自体があんまり熱心じゃないことによって、できていない部分がありま

して、530万人雇用の計画というのがありますが、あれもあのまま置くと、実際に

は絵に描いた餅になってしまうので、あれを政治のリーダーシップできちんと規

制緩和を進めて、本当に530万人なら530万人の雇用が現実にできるようなことを

政治主導できちんとお願いをしたいと。これはお金がかかる話ではないのですけ

れども、いろんな意味の抵抗がありますから、これを進めるということを経済財

政諮問会議できちんと筋を立てて進めるようにぜひお願いをしたいと思います。 

それから４つ目ですが、今日、沖縄の担当として申し上げますが、沖縄の失業

率は全国平均が5.3％に対して9.4％という大変高い失業率でございまして、ここ

のところ急上昇をしておりまして、もちろん歴史的に 高水準になっているので

ありますが、これに対して補正予算で何らかの手当を沖縄だけは特別にやらなけ

ればいかんというふうに考えておりまして、施設充実という、枠内での詰めをや

っておりますので、原案を出して要望をするつもりでおりますので、ぜひこの点

を御配慮いただきたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。議論は後でまとめてさせていただきます。 

平沼議員からペーパーが出ております。 

（平沼議員） それでは空洞化に関して御説明をさせていただきます。この横長の資

料をごらんになっていただきたいと思います。 

本日は産業空洞化の現状と対応策について御説明をさせていただきたいと思い
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ます。いわゆる産業空洞化に対して、賃金水準と為替レートなど対症療法的な対

応を行う、こういう考え方がございますけれども、こうした施策だけでは、私ど

もとしては根本的な問題の解決にならない、こういうふうに思っております。問

題の本質というのは、全就業人口の１割の輸出競争力ある製造業に国全体が依存

していたという構造が、今まさに崩壊の危機に直面をしているということである

と思っています。したがいまして、今後、我が国を支えていく中枢の産業分野を

どのように強化するのか、あるいはまた生み出していくのかという問題として、

この問題はとらえなければならないのではないかと思います。この観点からアジ

ア経済全体の中でどのような経済構造を構築していくかという視点が欠かせない。

このことをまず申し上げて資料１ページをごらんなっていただきたいと思います。

１ページの図１にございますように、製造業の海外生産比率はここ10年で10％

近く上昇しております。この間の特徴というのは、単純加工・組立産業のみなら

ず、知識集約産業にも海外シフトが進み始めている。図２を見ていただきますと、

中国から輸入する製品の内訳、これが出ておりますけれども、耐久消費財よりも、

資本財など比較的高付加価値な製品の伸びが、これで示しているとおり著しいわ

けでございます。さらに、図３で上下になっておりますけれども、従業員数の推

移を見ましても、上が海外の従業員、明らかにずっと増えてきています。下が国

内の従業員数、マイナスですけれども、こういう形で従業員数も減ってきている。

こういう問題があるわけでございます。 

我が国から製造拠点が移転していても、日本への投資が増加していれば問題な

いということでございまして、次のページを開いていただきますと、米国の例、

これは非常に長い棒が２本並んでいますけれども、巨額の経常収支赤字を抱えな

がら、経済が回っているというのを、２ページの図１にあるように、対内直接投

資が大きいからそういうことが言えるわけでございまして、我が国の場合は、左

端を見ていただくと、小さな棒グラフがありますけれども、対内直接投資は低迷

しておりまして、これは表１にあるように、我が国の事業環境の競争劣位を反映

したものと。ここに例のデータが出ておりますけれども、日本というのは25位、

14位、29位と、こういう形になっているわけでございます。 

事業環境の劣位の要因としては、３ページをお開きいただきますと、国内的に

見ました人件費の格差、これは図１でございます。それから、例えば港湾使用料、

空港の手数料、こういったところが図２、図３、図４に示されておりますけれど

も、明らかにこれを見ますと、高コストや規制の存在が挙げられると思います。

日本の場合を100としますと、ほかの国はみんな低いと、こういうことでございま

す。 

次に、今後我が国としては、このような高コスト構造の徹底的な是正を早急に

進めることが第一に必要だと思います。第二には、人件費の大きな格差が際立つ

加工・組立業の産業分野について、アジア諸国との戦略的な分業構造を構築する

一方で、我が国が比較優位を持つ頭脳や基幹技術を武器とする産業を強化してい

くことが必要であります。 
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そのような観点から４ページのＡの箱にございますように、各国とのＦＴＡの

促進というようなことも必要になってくると思います。この図を見ていただきま

すと、産業空洞化への対応というのが真ん中に出ております。そしてそれぞれ、

Ｈ、Ｇ、Ｆ、それからＢ、Ｃ、Ｄというような形で、この対応というものを促進

していく、こういうことがどうしても必要なことだと思います。 

本日、特に強調させていただきたいのは、我が国が空洞化に対応していくため

には、４ページの今申し上げたＢやＨの箱にあるように、技術開発を積極的に進

めて、そして競争力のある産業分野を育成していくことが必要不可欠だと思って

います。情報化でございますとか健康、介護、環境など潜在的な社会ニーズを需

要に結びつけるための技術開発の大規模なプロジェクトが必要だと、こういうこ

とを申し上げたいと思います。 

５ページをお開きいただきたいと思います。他方、５ページの図１を見ていた

だきますと、日米産業界の研究開発費の差、この図に示すとおり、これは近年拡

大をしておりまして、産業界の研究開発に対する政府の支援も、図２を見ていた

だきますと先進諸国と比べて日本は低水準にございます。空洞化が急速に進んで

いる中で、産業競争力強化のための技術開発支援の強化を検討しなければならな

い、このように思っております。アジア諸国の技術水準が向上する中で、我が国

が技術開発で遅れをとるような事態になれば、当然、輸出する産業もなくなり、

対日投資も当然のことながら望めず、我が国の将来が失われる危険性が高いわけ

でございます。 

６ページをお開きいただきますと、６ページの例にありますように、我が国に

は、次なる産業の種となる技術が隠れていると思います。我が国の製造業が持つ

技術の強みを引き出しながら、今後の我が国を支える産業を生み出すための技術

開発を、今こそ産学官を挙げて強力に推進することが必要だと思います。この６

ページの図では、周りに四角でございますけれども、こういったところに我が国

の製造業が持つ強みというものを集中していけば、2005年には11兆円ぐらいの市

場の拡大が望める、こういうふうに思っているわけでございます。 

以上、簡単でございましたけれども、我が国の産業空洞化の現状と今後とるべ

き対策について御説明をさせていただきました。 

（竹中議員） ありがとうございます。ペーパーの報告としては 後になりますが、

牛尾議員お願いします。 

（牛尾議員） お手元に「経済の活性化のための経済政策」という資料があります。

これは、今日は29回目の会議でありますけれども、過去10回ぐらいに出したもの

と重複しているものも、今度はこれをぜひ取り組んでほしいという意味で再度書

いてあるわけであります。 

１の政府・日銀の不良債権問題の早期解決というのは、この３、４日は急ピッ

チにいろんなことが中間決算等を通じて明確になってまいりましたので、政府・

日銀が一体として取り組んでほしいということと、それからもう１つ、これは１

回か２回出たのでありますけれども、中小企業、特に零細企業融資における個人
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保証制度の取り立てに当たって、差押禁止財産の範囲が日本は特に狭い。アメリ

カは、自分の家とか、自動車とか、２年分ぐらいの生活費は差押さえから外すわ

けですね。日本では、差押えから外す上限が21万円だけで、ほとんどの財産が差

し押さえられる。そういう意味でアメリカ並みの差押禁止財産の幅を拡げること

によって、零細企業の個人保証の範囲を緩める必要があります。だから、債務が

増えても廃業しづらいため、操業を続け、債務が雪だるまのように大きくなって

いくという、この辺の問題は、悪い計画倒産をする人の悪い例を頭に入れて制度

がつくられていますが、生真面目にやって運が悪くて倒産する人に対して根こそ

ぎとってしまうということは非常に問題があるのではないかということでありま

す。 

それから、税制改革に関しましては前回議論しまして、いよいよ本格的な経済

活性化の税制改正をこれから議論するのでありますが、年内に、経済活性化のた

めの税制改正として、特に貯蓄からリスクマネーに移す株式投資を行うための子

や孫への贈与について住宅資金と同様550万円までを非課税にするという措置と、

株式配当への課税については、預金利子と同様に20％の源泉徴収で申告不要とす

る措置を暫定的に決めてほしいということを再度繰り返したいと思います。いろ

いろなタイミング、難しい問題があるかと思いますけれども、株式市場を根本的

に支えるのは、やはり個人の株主の拡大でありますし、また平沼大臣からこの前

提案のありました、65歳以上の人の大量の資産を、株式を通じて子ども、孫の代

に移してしていくということが非常に大事な問題でありますし、また財務大臣が

提言されております、２年置いておいて、その後のキャピタルゲインは減税にす

る制度も組み合わせますと大変有効なものになりますので、できるだけ早くそれ

を実現してほしいと思います。 

３番目の知的資源の蓄積は、今日も尾身担当大臣がいらっしゃいますので、多

くの説明は省略しますけれども、第２次補正ではここのところは非常に有効に活

用してほしいと思います。特に国立大学等につきましても、具体的にはトップ10

ぐらいに関しては基礎研究費の施設費用を、できればこれを機会に集中的に増額

をするという案も御配慮願えればありがたいと思います。 

それから、サービス部門の制度の規制改革は既に出ておりまして、今日また尾

身大臣から強力な御支援の御発言がありました。こういうものを前倒しして実現

することが非常に大事で、これは、集中討議のときに配りました資料の「規制改

革による雇用創出型構造改革の強力な推進を」を今日一般に配布する資料として

重ねてこれを出したものであります。 

５番目は、高コスト構造の是正でありますが、今あまりにもデフレスパイラル

を止めるためのインフレターゲットという議論が頻繁に出て、つい忘れがちなの

は、インフレターゲットどころか、高コストで困り果てている経済分野が40％ぐ

らいあることです。そこは、デフレどころか、もっと下げてもらわなければ困る

ので、速水議員はよくそれをおっしゃってくださるんですけれども、要するに価

格が下がるべきものは下げる。そしてデフレをとめるべきものはとめるというこ
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とをきちんと明確に分けて議論する必要がある。電気通信や港湾等恐らく30項目

ぐらいあって、これは主に経済産業省で全部掌握されていると思われますが、こ

れははっきりと高コスト構造を下げないといけません。これも平沼大臣がおっし

ゃった７番の対内投資の促進という意味で、日本に対して海外からの投資が非常

に少ない 大の理由はコストの高さということを言っております。アウトサイダ

ーとしての外国人には情報が入らないということがマイナスになっているという

部分もありますけれども、物価の高さとコストの高さというものが非常に阻害す

る要因になっているので、経済産業省の資料にあるように、やはり海外からの投

資と海外からの優秀な人間がここで働けるようにすることが非常に大事だと思い

ます。そういう点では、インターナショナルスクール等の増設も積極的に考えな

いといけません。この間、尾身大臣がそういう意味で、沖縄の場合は在日米軍関

係の施設を使うということで非常に有利なことがありますが、東京、横浜、神戸、

大阪を除くとほとんどインターナショナルスクールがないんですね。 

それから 後は、労働市場の改善でありまして、これから大きな変革期であり

ますから、失業する人、離職する人が非常に増えて、その再就職問題の前に今非

常に議論が出ておりますワークシェアリングの問題があります。ワークシェアリ

ングには、同一企業の中で労働時間を短くして、時間当たりの賃金を一緒にして、

労働時間が減った分だけ賃金を下げるというワークシェアリングもありますけれ

ども、国全体で見れば、労働の多様化によってワークシェアリングを実現するわ

けであります。ここに書いてありますように、労働派遣制度を「物の製造」まで

業務派遣を広めて、現行一連の派遣をもっと長くするとか、契約社員というのは

今１年でありますけれども、これを３年から５年まで延長して、あらゆる範囲に

拡大することによってです。今、会社によっては土日も働いている、残業もして

いる会社は山ほどあるんですが、社員を増員しようと思うと組合も反対するわけ

であります。将来、景気が悪いときに自分たちにかぶってくると困るから、みん

な土日、残業は全部自分でやっているわけです。しかし、もし労働派遣制度とか

有期雇用契約が自由に使えるようだったら、そういう人たちを短期で契約したり、

人材派遣で契約して、普通の賃金の35パーセント増しの休日出勤手当や25パーセ

ント増しの深夜出勤手当を新しい労働形態に置き換えることによって賃金も下が

るし、しかも労働者の数も増えていく。それが終身雇用と年功序列賃金というこ

とがきちんと守られ過ぎているために、組合も雇用に反対をするという環境にな

っていますが、ここに書いております２つのものを実現するだけでも結果として、

労働の多様化によって、ワークシェアリングが実現をするということは非常に重

要なポイントであります。一番それを必要とするのは、来年の１月から再来年の

春ぐらいまでの調整時期であり、一番雇用が必要であります。それを今の工程表

では、そういうことを早急に研究して３年後に結論を出すという話でありますか

ら間に合わない。できれば、来年１月、４月から労働者派遣制度と有期雇用契約

を、これは海外で当たり前のことでありますから、自由に活用するようになれば、

ワークシェアリングという形が結果として実現をして、雇用率は非常に高まると
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いうことをここで書いてあるわけであります。従来これも既に出したもので古い

書類を全部添付してありますが、これだけのことを全部早急に実現することが大

事だということで、今日、尾身大臣がそういうことをおっしゃってくださいまし

たので、全くそれに私ども同感でありますので、皆様の御協力をお願いしたいと

思います。 

これの追加発言を民間議員からも引き続きお願いしたいと思います。 

（竹中議員） 奥田議員から発言ありますでしょうか。何か今のことに関しては。 

（奥田議員） ワークシェアリングについては、今、政労使で関心事になっておりま

して、今、牛尾議員が言われたみたいに、一概にワークシェアリングという言葉

で言っても、いろんな形のワークシェアリングがあるものですから、一遍ワーク

シェアリングの定義をはっきりさせようということで、来年の初めに日経連で出

す労働問題研究報告書という、労問研というのがあるんですけれども、その中で

ワークシェアリングの提言をはっきり書いて、主張はワークシェアリングをもっ

と積極的に進めるべきであって、それによって失業率も減るし、将来の夫と妻が

一緒になって働くという時代、これは少子化の時代になってくれば21世紀になっ

て当然の話なんだから、保育所を増築するとか、そういうことを含めて出そうと

いうことで検討しておりますので、それが出てくると思うんです。連合の方も、

それについては賛成ということで前向きに動いておりますので。 

（竹中議員） ありがとうございました。あとは自由に、今の三方の報告に基づいた

議論をしていただきたいと思います。 

（本間議員） 尾身大臣が御指摘の日本経済の再生・活性化にとりまして、技術開発

というのは非常に重要な問題でありまして、大学の機能をどのような形で社会の

中に入れ込むか、こういうことが早急に実現されなければならないのだろうと思

います。その際、純粋に技術開発、科学の振興の問題と、経済へ入れ込み付加価

値を生み出すプロセス、双方の組み合わせの問題が非常に重要ではないでしょう

か。とりわけ我が国の場合には、後者の問題がマーケティングの市場形成も含め

て組織的に行われておりませんで、これがアメリカ等に対してグローバルスタン

ダードの確立、特許権の問題等非常に遅れをとっているのが現状だろうと思いま

す。その意味でやはりビジネス・スクール、ロー・スクール的な形で大学の中に

応用力を高め、市場化を進めていく戦略的な部分をどのように早く入れ込んでい

くかということが重要なポイントであろうと思います。その意味で、広い意味で

科学技術の振興というテーマでお考えいただきたいというのが第１点であります。

第２番目の問題は、これは尾身大臣御指摘のとおり、今回の補正予算の中で公

共・非公共という形で、非公共の施設を入れ込んだのは前進だろうというぐあい

に思っておりますけれども、建物だけをつくって、あと電気代とか人件費とかサ

ポートすべき点のところがほとんどうまく機能しないというのが大学では大問題

でありまして、この辺の部分のところも、前回も申し上げましたけれども、機動

的、柔軟な形で補正予算が活用されるよう、特段の配慮を大臣にお願いをいたし

たいというぐあいに思っております。尾身大臣の御発言については以上の点を申
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し上げたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。いろんな点から引き続き議論いただきたいん

ですが、ちょっと今日のテーマが空洞化の話でありまして、これは改めて言うま

でもありませんが、何のためにやっているかといいますと、中期の経済財政のビ

ジョンにこのことを、日本の姿を描かなければいけない。その場合に議論してい

ただきたいのは、日本の国際収支は一体どんな形になっていくのだろうかと思い

ます。もう１つは、それとの関連で競争力、かつては産業政策という言葉が使わ

れたわけでありますけれども、そういった産業を戦略的に考えるという新たな視

点が政策体系全体として必要かと、そこが大きなポイントであろうかと思います。

国際収支、それと競争力、産業政策、そういった観点についてもどうぞ御発言を

いただきたいと思います。 

（速水議員） 平沼大臣のこの表は非常にわかりやすくて、問題点が非常によく出て

いると思うんです。これを見て私、気がついたことを言わせていただきますと、

資料の１ページの図１で、確かに日本の製造業の海外生産比率はここに来てぐっ

と増えているんですけれども、先進諸国は30％前後なんですね。それに比べます

と、日本の14、15％というのは低いんですよ。ただ、２ページ目で出てきている

ように、海外から入ってくる投資額がうんと低いということは問題で、これは確

かに長い間波打ち際でとめていたということが影響しているんだろうと思います。

海外生産については、本当はもっと出ていっていくのが自然な動きだろうと思い

ます。特に、ここへきて中国の地場企業が非常に力をつけてきておりますから、

そこへ向かって日本の企業が出ていっているということは、ちょうどＡＳＥＡＮ

が伸びていったときに、日本企業がどんどん出ていったというので、日本はどう

なるんだろうかとみんな心配したわけですけれども、結局あれがきっかけになっ

て、高付加価値の産業が日本でどんどん育っていったという良い面もあったと思

うんです。今、特に上海周辺なんかに出ていっている日本の企業というのはかな

り高度で、あの辺に需要が非常に多いですから、何も全部日本へ売り戻してくる

というものではなくて、現地の需要に応えて、そこでどんどんもうけているわけ

です。みんな非常にもうかっているということは事実であるということを、今の

国際収支がどうかという問題との関連で言わせていただきますと、日本の経常収

支は今でもずっとＧＤＰの２％から３％ぐらいの黒字なんです。今でもそうなん

です。新聞などは輸出が減った減ったと書いていますけれども、確かに貿易収支

の黒字は減ってきています。しかし、経常収支は今でも黒字で、黒字の８割程度

というのが所得収支なんです。所得収支というのは、日本の対外債権超過が１兆

2,000億ドルあると申し上げましたが、 150兆円ぐらいあって、そこから入ってく

るわけです。それはもちろん外貨準備なんかもありますけれども、こうやって民

間がどんどん出ていって儲けて送ってくるのが大きいわけです。計算してみます

と、所得収支が今や貿易収支に代わって日本の経常黒字を支えているわけです。

それはやはり計算すると６、７％には回っているんです。対外債権超過の１兆

2,000億ドル、150兆円があって、貿易の黒の代わりに所得の黒がどんどん入って
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きている。それは民間がどんどん出ていって儲けてこっちに送ってきているんで

す。そういうことが１つ円安にならない背景でもあるんです。みんなドルで送っ

てきて、それをドル売り円買いして、こっちでもうけを立てているわけですから。

そういった良い面ばかりとは言えませんが、それで、日本ではもう少し高度なも

のができていけばいいわけですけれども、問題はさっきから御指摘のあった、地

方でも企業が出ていった場合の後の失業だと思うんです。失業にどうやって職を

与えていくか。サービス産業にしても新しい産業にしても、そういうものをつく

っていくことが一番大事なことではないかというふうに思います。非常にいい問

題提起ですが、ほかの国と比べて、ちょっと仕組みが違った点はそういうところ

だと思います。 

（牛尾議員） 今、速水議員がおっしゃるように、 近の新聞に、あと２年もすれば、

貿易による収入黒字を、所得による配当の収支が上回るという予測が明確になっ

てきた記事が載っていました。日本の工業品の輸出は15年前、ＧＤＰ比率にして

現在の倍出ておりました。現在はそれの半分になってしまっている。しかし、そ

れでも何とかもっているのは、円高であるために輸入の量が円建てにすると非常

に低くなっているから、貿易収支が均衡しているだけです。これからいろんな意

味で円安になってまいりますと、輸入するものは全部物価が高くなる一方、輸出

力を回復するだけのポテンシャルがあるかというとほとんど今ありません。そう

いう意味では、日本の国際競争力の復帰というのは非常に深刻な問題であります。

私は何となく経済産業省が産業政策というものについて遠慮している部分がある。

かつて、レスターサロー教授と対談したときも、すべての国はそれなりに産業政

策をやっており、その産業政策を皆が話し合って、コーディネートする時代に入

っているのではないかと言われました。例えば、半導体１個例に取りますと、ア

メリカも韓国も強い積極的な産業政策をとっておりまして、新しいチップに関し

ては、日本が完全に業界としては気力を失ってしまっているという状況がある。

そういう意味では産業政策を、行政指導という意味ではなくて、政府主導でデザ

インを描いて刺激を与えるということをしないと、かなり問題が深刻になってき

たということがあります。 

次に、産学共同、海外進出には相当政府のバックアップが必要です。輸出力と

いうのは、これまで我々はほとんど政府の援助なしにやってまいりましたけれど

も、これから萌芽が育っていく先進国を追いかける分野に関しては、やはり相当

政府がバックアップする必要がある。 

もう１つは海外の知恵を借りるということが非常に大事で、やはり優秀なノー

ベル賞クラスから、いろんなクラスまでの大学の先生が、日本で１年間サバティ

カルバケーションをとるようなことを、もっと自由にできるようにして、また、

滞在のための環境整備が必要です。例えば、米国デューク大学に参りますと、デ

ューク大学のキャンパスの中にきれいな超一流のホテルがあるんです。民間人は

金を払っているんだけれども、大学でサバティカルでいる人は、そのホテルに住

まいながら大学で研究をしている。日本の東京大学の中というのは泊まるところ
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は全然ないし、先進国の水準から言うと、とても汚くてひどいものです。研究科

学施設の増大も大事だけれども、他国の一流大学はすべてファカルティ・オフィ

スとファカルティ・ラウンジがあって、そこに部屋までついている。日本のある

国際大学がそういう部屋を８つつくりました。そうすると、そこに長期滞在する

人はいっぱいおり、これは相当レベルの高いものをつくったわけです。国立大学

においても、科学技術の設備のみならず、そういう一流の人がここで一緒に住ん

でくれるような、そのレベルのものをつくって、先進国の知恵を借りないと、日

本人の知恵だけではとても競争できなくなっている。ある意味では、明治のとき

に、総理大臣の10倍の給料で東京大学の先生に外国人を引っ張ってきたようなこ

とが必要で、今の日本には、技術の遅れがＩＴやＢＴにあらわれ始めているので、

そういう部分については特段の配慮をする必要があるのではないかと私は思って

おります。 

海外投資がなぜ来ないかには、４つの大きな理由がある。その１つは規制が多

い。これは政府の規制が半分、業界の規制が半分です。第２は物価が高いという

ことです。この物価が高いのは、高コスト構造ということ以外に生活費が高いの

です。各国の物価を表すコーラ指数という数字があって、コスト・オブ・リビン

グ・アジャストメントの略字で「Cola」と書くのですが、恐らく現在でも日本の

コーラ指数は1.7ぐらいだと思います。これは、10万ドルの収入の外国人が日本に

転勤するときには、10万ドル×現在の１ドル当りの為替水準の124円×1.7倍を払

わないと同等の生活ができないということを示しています。そのぐらい日本は物

価が高いから、海外の企業は、社員を日本に置くと高くつくというので、必要

小限の事業以外は、アジア本部は香港とかシンガポールに置くわけであります。

そういう意味では、私はデフレスパイラルを懸念する議論に反感を持っているわ

けではないけれども、下げるべき物価はまだ全然下がっていないんだという事実

があります。３番目はタックスが高いことでありまして、高額な収入の優秀な人

材は日本では大変税金が高いので、非常に社員が高くつくので、アメリカで勤務

したままで、出向して往復して働いている人が非常に多いということがあります。

  後は情報が入手しにくいことであります。日本の社会というは、Ｅ-ガバメン

トができれば解決するのかもしれませんが、非常に情報が開示されていなくて、

インサイダーには情報が入るけれども、アウトサイダーには情報が入らない社会

です。外国人はアウトサイダーですから、この国は全く情報がないと思ってしま

います。一方、インサイダーは持っている。中国みたいにインサイダーでも、ア

ウトサイダーでも、情報が入らないときは、それなりに平等ですが、日本は中に

入れば情報がたくさん入るという特殊な社会です。その４つが海外投資をヘジテ

ートする一番大きな原因になっている。そういう問題をきちっと解決して、対外

投資と同じ額だけ対内投資してもらうようにしないといけない。アメリカは未だ

に投資されている額の方が多いんです。それぐらい投資者にとって魅力的な国で

す。そういう国にならないと21世紀はやっていけない。そのためには、決めたこ

とを迅速に行動し、実現することが大事だということを申し上げたいと思います。
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（吉川議員） 竹中大臣がおっしゃった中期展望に関連したＩＳバランスの話と、あ

と産業政策の２つについてコメントさせていただきます。経常収支は様々な要因

に依存しますが、健康な姿としては、私は日本で高齢化が進んでいけば、徐々に

経常収支は黒字から均衡する方向に落ちていくだろうと思います。現在、日本は

世界 大の純対外資産保有国ですが、これは日本全体として貯金しているような

もので、将来輸出するよりも、たくさんの輸入を持ってこられるような購買力と

して貯めているわけです。しかし、高齢化が進めば、それは徐々に減っていくだ

ろう。それは合理的なことだと思います。足元でいいますと、日本では消費不況

ですから、考えようによっては、緩やかに対外純資産を減らせるような国であれ

ば、あるいは望ましいのかもしれません。ただ、日本はエネルギー源、原材料を

すべて輸入で賄っているわけですから、当然、輸出競争力を持った産業がなけれ

ばいけない。これは誰でもわかっていることだと思います。それで競争力をどう

するかということで、尾身大臣、平沼大臣から、一様に技術革新の重要性という

御指摘ありました。それはもちろんそのとおりだと思います。 

別の言い方で言いますと、今の先進国では無形資産というのが一番重要なんで

すね。付加価値を生み出すとき、機械とか工場とか物理的な形を持った資産より

も、無形資産というのが、アメリカでも、ヨーロッパでも先進国ではどこでも一

番重要な役割を果たしているわけです。そうしたところに民間の企業もそうです

が、国としてもぜひお金を使っていただきたい、こういうことがあります。 

それから、産業政策についてですが、既に何人かの方々から産業政策が必要だ

という御指摘がありました。私も必要だと思います。ただ、産業といったときに、

従来は物理的につくるもので鉄鋼産業とか、あるいは自動車産業とかそういう分

け方をしていたわけですが、それはそれで非常に大切としても、もう１つ、横串

といいますか、ニーズの方から高齢者産業とか、循環型環境産業とか、そういう

ような形で考える必要がある。問題は、そうした循環型環境とか高齢化というの

は、そこに将来があるということを、「骨太の方針」以来、政府も強調している

わけですが、そこのところははっきりとしたお手本がないんですね。つまり、高

度成長期の日本なんかですと、冷蔵庫が欲しいとか、テレビが欲しいという、あ

あいう生活をしたいというのが目に見えた形でわかったわけで、我々はそれに追

いつきたいということがあったわけですけれども、循環型の経済社会を構築する

とか、高齢化社会に対応した社会をつくるというのは、いずれの国もまだ入口と

いいますか、これから本格的に出発するということですから、立派な出来合いの

お手本がないわけです。しかしながら考えてみれば、そこでお手本を示す、そう

いう本当のニーズに対応した技術を日本がきちんと持つということは、これは大

変な競争力になるわけです。環境対応の車などでも、我々よくわかっているわけ

ですが、そうしたことが今後日本としても重要なことなのではないかと思います。

（平沼議員） それは吉川議員、御指摘のとおりでございまして、私ども逆に、マイ

ナスのイメージで見られている少子・高齢化ですとか、あるいは環境、こういっ

たものを逆にポテンシャリティーを生かして成長のエンジンにしていこうと、こ
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ういう発想が御指摘のとおり必要だと思います。そういった形で、モデルがない

ということはそのとおりですから、日本がモデルをつくるぐらいの意気込みでや

っていかいかなければいけないと思っています。 

（竹中議員） 今日はあと10分ぐらいで終えなければいけませんので、今まで３回を

含めて総括だけさせていただいて、あと残った時間コメントをいただきたいと思

います。 

今日の空洞化の話に関しては、ワークシェアリングについては、恐らく諮問会

議としては、これは重要だということであろうかと思います。ただし、ワークシ

ェアリングというのは、個別で労使が話し合ってワークをシェアする場合は、そ

れはそれでやっていただければいいんだけれども、社会全体でのワークシェアリ

ングというのは雇用の多様化を認めなければいけない。その意味では有期雇用と

か規制緩和が重要で、結局、この規制緩和を強力に進めるということがワークシ

ェアリングを重視するということに一致するんだと思います。だから、規制緩和

をどうするかという問題になります。 

もう１つは、国際収支の話は、ある意味で健全な成熟国への移行のパターンで

あって、しかし、その移行が他所より大分早くて、私もさっき奥田議員に教えら

れてドキッとしたのでありますけれども、日本の貿易黒字はトヨタの輸出がない

と仮定すれば赤字になってしまう、ゼロになってしまうというところにいってい

るらしくて、奥田さんに依存しているということなのでありますけれども、そう

いう意味では、70年代とは違う意味での産業政策というか、産業に対する戦略的

思考というのは必要だと。たまたま平沼大臣のところでは、そのための戦略会議

があり、たまたまこれも吉川議員を座長ということですので、そこでちょっと議

論を詰めていただいて、ここで御議論いただくというのがいかがかなと思います。

前回までに議論したことでは、やはり規制改革だということに意見が一致する

わけですが、規制改革に関しては、前々回おいでいただいた宮内さんが議長を務

めている総合規制改革会議で12月を目途にかなり思い切った、私たちの意見も反

映した規制改革の報告をしていただくことになっております。それに我々は協力

しているわけですが、同時にそれが出てきた段階で、さらにこういう規制改革に

ついて具体策をつくってほしいというようなことを諮問会議としてお示ししては

どうかと。この辺は総理に御判断いただくこともあろうかと思いますけれども、

１つやり方としては考えられるのではないかと思います。 

それで、前回のデフレに関しては、これは前回議論させていただきましたけれ

ども、いろんな見方があるということを前回示したんですが、これは事務的に詰

めないといけませんものですから、財務省、日銀、内閣府と関係のところで事務

的な、局長、審議官クラスで詰めてもらって、ここで報告するという方向が必要

かと思われます。 

後に、いろいろと出てくるのは、税制をどうするかという話なのであります

けれども、税制についてはなかなか難しい問題がありますので、引き続き議論を

せざるを得ないかというふうに思いますが、「骨太」のところは来年、これはま
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さに地方の財源の問題もあるでしょうから、ここでオープンに議論するというこ

とになろうかと思いますが、税の問題というのが重要な問題として残されている

ということではないかと思います。 

ここまでが一応総括でありますが、どうぞ御意見を。 

（片山議員） 尾身大臣の言われることで気になりますのは、今度のＮＴＴ売却代金、

Ａ、Ｂ、Ｃのタイプがある。Ｂが中心ですよね。Ｂは無利子貸付を地方にして、

５年なら５年経ったら国庫補助金に切り替えるのですよ。地方交付税ではないの

ですよ。裏負担の方に交付税を入れるか入れないかの議論がこれからなので、切

り替えるのは国庫補助金ですから、そこのご認識をお願いします。 

それから、対日投資が対外投資に比べて、というのはまさにそうなので、昔は

企業は地方のいいところを探して設備投資をしましたが、今は地方と外国と比べ

てみんな外国に行ってしまう。だから、地方の元気がないのは、私は設備投資が

外国に流れるからだと思います。出るのはいいけれども、入ってもらわないと相

互乗り入れでないと。今出っぱなしですから、そのためにどうやるかということ

は、国全体でも考えなければいけないし、地方も考えなければいけないと思いま

すよ。地方の雇用拡大だとか、地方の国際化だとか、活性化というのは全部そこ

にあると思いますね。ただ、なかなか入って来にくいのではないかと思います。

規制の問題、税金の問題、コストの問題もいろいろありますけれども、ひとつ知

恵を出すということがあるのではないかと思います。 

それから税制では、ちょっと読みましたら、配当のこれを申告なしにして源泉

でやると。やっとキャピタルゲインを申告に一本化したところですよ。問題点は、

源泉でやると地方税が入らない。地方はぶつぶつ前から言うので、それもあって

一本化した。そこのところは知恵を出していただかないと。手続を簡素化するの

は結構です。私は前から、塩川大臣にも言っていますけれども、株を５年間買っ

て持ってもらったら相続税をただにしたらいい。金持ちが一番心配なのは、話を

聞いてみますと相続税ですよね。どうやって逃れるかということにみんな知恵を

しぼっているので、その道を開いてやるというのもあるのかなと思っております。

（竹中議員） 対日投資の受入れの話ですけれども、ホンダがオハイオに工場をつく

るときに、その前に、オハイオ州が州の事務所を東京に持っていまして、そこの

人がホンダを誘致したという話がありますが、そういう意味で、地方でそういう

誘致活動をやっているところというのは現実にあるんですか。 

（片山議員） 割にやっているけれども、見ていると外資が入ってきませんね。何府

県かやっていますよ。それは制度的なネックがあるのではと思います。 

（牛尾議員） 賃金が高いですからね。１ドル120円で計算するとアメリカの倍ですか

ら、それは来ないですよ。 

（奥田議員） 今、平沼大臣からお話がございましたが、例の連結納税制度ですけれ

ども、今日、ニュースで夕方聞いておったら、これはやるんだというふうに党の

方では決まったというふうに言っていたんですけれども、そうなったんですか。 

（塩川議員） 党の方では、これをやれということを言っているんです。私の方も、
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主税局の体制を取り直さなければいけないと思いますね。遅れている、遅れてい

ると言いますけれども。 

（奥田議員） これは去年も延びちゃって、今年も延びるということになると、こう

いうのも、逆に言うと外から投資が入ってこない１つの理由になっちゃって。 

（片山議員） やると何回も決めているのですよ。 

（奥田議員） そういう話が多くなってくるのは権威を失墜するということになりま

すものね。 

（塩川議員） 私が大臣になって６か月見ていまして、うちの役所もそうですが、前

の通産省、今の経産省、役所を見ていましたら、役人は社会主義ですね。その考

え方が根底にありますよ。ですから、さっきも話が出たけれども、金持ち優遇だ

とか、平等だとか、公平でないとか・・・。 

（小泉議長） 特に税はそうだな。 

（塩川議員） こういう理論が必ず出てくるんですね。これは社会主義の理論が依然

としてあって、日本は混合経済なんですから、そこらが非常に影響していますね。 

（平沼議員） ただ、それをみんなやるということを信じて企業はそういう形でシフ

トしていますから、これが行われないというと非常に大きな混乱が生じると思い

ますね。 

（塩川議員） 場合によっては、人も替えてでもやらないとだめだと思いますよ。本

当にいないんです。だけれども、それは激励して怒るばかりではできませんしね。 

（本間議員） 民間の監査法人とか、公認会計士さんなかの知恵を借りれば、諸外国

は相当これをやっていますから、十分短期的にも対応できるんじゃないかという

ふうに思います。 

（塩川議員） 分社のときからずっと引き続いてやっているんです。オーバーワーク

になっていることは事実です。 

（本間議員） 先ほど総裁がおっしゃったとおり、経常収支がＧＤＰ比でみて２％台

になっている。しかし、この10年間、４％から２％ぐらいに傾向的に下がってい

ることは事実でありますし、その中身で所得収支が非常に増えて、貿易収支が減

っているということも事実です。 

（速水議員） 経常収支に含まれている所得収支が増えています。 

（本間議員） 所得収支です。それがまさに日本の雇用と投資を少なくさせている１

つの大きな要因になっているわけです。したがって、この黒字のところを経常収

支の部分で稼ぐというのは長期的に期待できないとすると、民間の貯蓄投資差額

と政府部門の財政赤字の関係をどういうぐあいに見るかということと、景気、経

済構造改革をどう進めるかというのはセットになってまいりますから、これは当

然国内的な問題をどういうぐあいに考えるか、ということなんだろうと思うんで

す。その際、先ほど吉川議員は高齢化で消費が増えていくだろうというぐあいに

おっしゃいましたけれども、日本の場合には、高齢化というのが、むしろ貯蓄を

増強させており、純粋なライフサイクル仮説が適用されないような状況になって

いまして、これが過剰貯蓄につながっているわけです。そこをどういうぐあいに
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制度的、あるいは税制的にほぐしてやるかということが非常に重要なポイントに

なりますので、これもやはり本格的な税制改革論議を貯蓄重視型から投資優遇型

へどういうぐあいにしていくかということを構造的にきちんと対応していかなけ

ればならないのだろうというぐあいに思います。 

（奥田議員） 年寄りが平均何千万も持っているらしいけれども、ああいう固まりが

どの程度のパーセンテージあるのか知らないけれども、ああいうものが平均する

と7,500万円とかの数字になってしまうものですから、膨大なものを持っている人

を何とかしてつかまえるような方法を考えないと、それは我々の周囲を見たって、

7,000万円を持っているのかというと、持っているのは誰もいないですよね。とこ

ろが、統計で見ると7,000万円というのが出てくるというのは、とんでもない金を

持っている人がどこかにおるんじゃないですかと。 

（吉川議員） 7,000万円には家、土地が入っています。 

（小泉議長） 物価が安くなれ安くなれ、土地も下げろ下げろといって、いざそうな

ってくると、そういう声が何も出てこなくて、上げろ上げろでしょう。これはお

かしいんじゃないか。そしてなおかつ、日本の物価水準は高い高いという。日本

というのはおもしろい国だなと思って。円高のときも、円高で大変だ大変だと。

喜んでいる人は何も言わない。悲鳴挙げている方ばかり取り上げるでしょう。今

も理論的にどうなんだと。みんな物価上げてくれという人は、一般の人は一人も

いないよ。ユニクロでもハンバーガーでも下がると喜んでいる。土地が下がった。

持っている人は下がると怒るけど、下がれば銀座だって外国から入って来るでし

ょう。安ければ入ってくるんです。だから、そういう声が出ないで、下がったら

困る、下がったら困る。ちょっとずれているんじゃないか。 

（塩川議員） 評論家社会なんだ。 

（牛尾議員） 日本は賛成する人は黙っており、反対する人だけ話します。外国の人

だったら、すばらしいと電話がかかってくる。 

（小泉議長） 戦後 悪の不況だと言うけれども、聞いてみたら、この連休、都内の

ホテルはどこもとれない。満杯。ディズニーランドに聞いたら１年後まで予約が

いっぱい。国内の温泉街も、黙っているけれども、かなり入っている。 

（牛尾議員） ゴルフ場がいっぱいらしいね。 

（小泉議長） 非常にずれがある。もう１つ大事なことは、やっぱり税制の構造改革、

税制改革は来年じっくりやらなきゃいけないと思う。今年はもう間に合わないけ

れども。 

（牛尾議員） じっくり早くね。 

（小泉議長） 来年ちゃんと平成15年度予算に反映できるような、あるべき税制の姿、

これをやらないと日本の構造改革、経済再生はできないんじゃないか。今言った

連結納税は一部だけれども、そのほかの面で見直せないぐらいたくさんあります

よ。そういう意味において、10月、11月にやるのではなくて、１月、２月からず

っとやって、秋には１つの結論が出るぐらいにやって、平成15年度予算にちゃん

と反映できるような税制改革のあるべき姿をやるべきだと思う。党の税調は団体
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の陳情です。これをやってくれ、これをやってくれと。そういう寄せ集めではな

くて、１つのあるべき姿を本格的に半年か10か月かけてやるべきだと。来年やり

たいんです。 

（牛尾議員） 経済活性化を背景にして、こういう考えで行うということです。 

（塩川議員） 僕は主税にこういうことを言っておるんです。減税の問題は今年はあ

んまり議論するなと。その代わり、税の歪みを直すには消費税だと。それで直間

比率を変えると。これをやらなきゃできないです。

（小泉議長） 消費税以外にもやるべき改革はたくさんあるんですよ。地方交付税も

含めて地方分権、地方漸減も含めた税制改革をやる。一括補助金も含めて。それ

を早々に、来年から半年か10か月かけてやらないと歪みが出てくる。ますます減

税、団体の要望を受けて減税してくれ、減税してくれ・・・。 

（竹中議員） 今日は通常の諮問会議の扱いで要旨は３日後にまとめさせていただき

ます。それと、予算編成の基本方針と中期ビジョンの概要について取り決めをし

なければいけませんので、皆さんに議論をいただいた素案をぼちぼち明日ぐらい

から、各省庁にお回しできると思いますので、どうぞ御議論をいただきたいと思

います。 

（牛尾議員） 12月のスケジュールをできるだけ早く決めていただかないと、我々働

いておりますので、急にぱっと言われると困ります。 

（竹中議員） また明日ありますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

（以 上） 
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