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第 29 回経済財政諮問会議議事要旨 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○ 竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介が行われた。 

 
（竹中議員） 本日のテーマは「経済活性化、産業空洞化問題等について」。尾身大臣が

臨時議員として参加。１時間で集中的に空洞化の問題を審議し、集中審議３回の総合
的な扱い等々も含めて、最後に取りまとめをする。 

 
 ○経済活性化、産業空洞化問題等について 
（尾身議員） 中長期的に活性化、空洞化対策はいろんなことをやらなければいけない。

技術開発が基本で、もう一つは規制緩和。第２次補正で 30 兆円という枠を崩さず、
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ＮＴＴ株の活用をすることは大変ありがたい。ただ、施設に限定され、制約条件のも
とで政策を進める難しさがある。基本的に問題が１つ。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が、地方公共団体の場合は、基準
財政需要を通して交付税で見ることができるが、国の場合には、返済の際、予算要求
官庁が自分のところから出さなければならないという問題点があり、要求側が非常に
消極的になる。貸付という建前だが、きちんと使える予算にするため、補助金の形で
実質的な運用ができるように、制度の手直しをぜひしていただきたい。 

   連結納税制度の導入を延期したとの新聞報道があるが、経済界はずっとその体制の
もとで、リストラをやり、構造改革を進めている。税収が減るから付加税でとなると、
連結納税に対するインセンティブが減る。財源については関係者が協力することにな
っているので、ぜひ来年度からの実現をお願いしたい。 

    ３つ目に、民間企業が今までハブリックセクターでやっていた部分で、民間が興味
をもってやりたいと思っている分野、福祉、保育、老人医療、ハローワークのような
仕事など、民間にまかせることで社会のニーズに合ったビジネスが興る分野が相当あ
る。政治のリーダーシップできちんと規制緩和を進めて、本当に計画どおり 530 万
人の雇用が現実にできるよう、経済財政諮問会議で筋道を立てて進めていただきたい。 

    ４つ目に、沖縄の失業率は、全国平均 5.3％に対して 9.4 ％という大変高く、最近
急上昇。沖縄だけ特別に、補正予算で何らかの手当てをやらなければと考えている。
ぜひこの点を御配慮いただきたい。 

（平沼議員） 本日は産業空洞化の現状と対応策について説明する。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もあるが、これだけでは根本的な解決に
ならない。問題の本質は、全就業人口の１割の、輸出競争力がある製造業に、国全体
が依存という構造が、今まさに崩壊の危機に直面をしていること。したがって、今後、
我が国を支えていく中枢の産業分野をどのように生み出し、強化していくのかという
問題としてとらえなければならない。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。 

   １ページにあるように、製造業の海外生産比率はここ 10 年で 10％近く上昇。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。中国か
ら輸入する製品も、耐久消費財より資本財など高付加価値製品の伸びが著しい。従業
員数で見ても、海外の従業員数は明らかに増加。国内の従業員数は減少。 

   我が国から製造拠点が移転しても、日本への投資が増加していれば問題ない。米国
で巨額の経常収支赤字を抱えながら経済が回っているのは、２ページのとおり、対内
直接投資が大きいから。我が国の場合、対内直接投資は低迷。これは我が国の事業環
境の競争劣位を反映したもの。 

   我が国の事業環境の劣位の要因は、３ページにあるように人件費の格差。ほかに、
港湾使用料、空港の手数料。明らかに高コストや規制の存在が挙げられる。 

   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。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。そのような観点から４
ページにあるように、各国とのＦＴＡの促進など、さまざまな対応が必要。特に強調
したいのは、技術開発を積極的に進め、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。情報化や健康、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。 

   ５ページでは、日米産業界の研究開発費の差が近年拡大。産業界の研究開発に対す
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る政府の支援も、先進諸国と比べて低水準。産業競争力強化のための技術開発支援の
強化を検討すべき。我が国が技術開発で遅れをとるような事態になれば、我が国の将
来が失われる危険性が高い。 

   ６ページのとおり、我が国には次なる産業の種となる技術が隠れている。我が国の
製造業が持つ技術の強みを引き出し、今後の我が国を支える産業を生み出すための技
術開発を産学官挙げて強力に推進することが必要。我が国の製造業が持つ強みを集中
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。 

（牛尾議員） お手元に「経済の活性化のための経済政策」という資料がある。これは、
過去に提出したものと重複しているが、ぜひ取り組んでほしいという意味で再度書い
てある。 

   １番目の不良債権問題の早期解決については、政府・日銀が一体として取り組んで
ほしい。また、中小企業、特に零細企業融資における個人保証制度の取り立てに当た
り、差押禁止財産の範囲が日本は特に狭い。アメリカは、家、自動車、２年分ぐらい
の生活費は差押さえから外す。日本は差押さえから外す上限が 21 万円。アメリカ並
みに市場から退出しやすくしてほしい。 

   税制改革に関して、本格的な経済活性化の税制改正をこれから議論するが、年内に
特に、貯蓄からリスクマネーに移すため、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 万円まで非課税にするという措置と、株式配当への課税に
ついて預金利子と同様、20％の源泉徴収で申告不要とする措置を決めてほしい。株式
市場を根本的に支えるのは、個人の株主の拡大であり、平沼議員からこの前提案のあ
った、65 歳以上の人の大量の資産を、株式を通じて子供、孫の代に移してしていく
ことが非常に大事。また、塩川議員が提言されている、２年間置いておけばキャピタ
ルゲインを減税にする制度も、組み合わせると大変有効。 

   ３番目の知的資源の蓄積については、第２次補正で有効に活用してほしい。特に国
立大学等についても、トップ 10 ぐらいに関しては、基礎研究の施設なども集中的に
増額するという案も御配慮願えればありがたい。 

   それから、サービス部門の規制改革は既に出ており、今日また尾身議員から強力な
御支援の御発言があった。前倒しして実現することが非常に大事。これは、集中討議
のときに配った資料の「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出したもの。 

   ５番目は、高コスト構造の是正。今もなお、高コストで困り果てている経済分野が
40％ぐらいある。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、きちんと明確に分けて議論する必要がある。電気通信や港湾など、恐らく
30 項目ぐらいははっきりと高コスト構造を下げないといけない。日本に対して海外
からの投資が非常に少ない最大の理由はコストの高さ。海外からの投資と優秀な人間
が働けるようにすることが非常に大事。そういう点では、インターナショナルスクー
ルなどの増設も積極的に考えないと。沖縄の場合は在日米軍関係の施設を使えるが、
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。 

   最後は、労働市場の改善。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、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るが、
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。労働派遣制
度を「物の製造」まで広め、もっと長くするとか、契約社員は今１年だが、３年から
５年まで延長して、あらゆる範囲に拡大するなど。現在では社員を増員しようと思っ
ても、組合も反対。将来、景気が悪いときに自分たちにかぶってくるから。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であれば、そういう人たちを
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短期で契約したり、人材派遣で活用することにより、新しい労働形態に置き換えるこ
とで賃金も下がり、労働者の数も増えていく。ここに書いている２つを実現するだけ
でも、労働の多様化によってワークシェアリングが実現することは非常に重要なポイ
ント。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。
今の工程表では、早急に研究して３年後に結論を出すという話なので間に合わない。
できれば、来年１月、４月から労働者派遣制度や有期雇用契約を自由に活用するよう
になれば、ワークシェアリングが結果として実現し、雇用率は非常に高まる。既に出
したもので、古い書類も全部添付してあるが、全部早急に実現することが大事。皆様
の御協力をお願いしたい。 

（奥田議員） ワークシェアリングは今、政労使の関心事項。定義を明確にするため、来
年初めに日経連で出す労働問題研究報告書の中で提言する予定。趣旨は、失業率対策、
少子化対策を考慮して、保育所の増築等も含めて、ワークシェアリングをもっと積極
的に進めるべきということ。連合も賛成ということで前向きに動いている。 

（竹中議員） あとは自由なご議論を。 
（本間議員） 尾身大臣の御発言について２点ほど。第１点は、日本経済の再生・活性化

には、技術開発及び付加価値を生み出すプロセス、双方の組み合わせが重要。ビジネ
ススクール的な形等で、大学の中に応用力高め市場化を進める戦略的な部分をどう入
れ込むかということが重要。 

   第２点は、今回の補正予算で非公共の施設を入れ込んだ点では進歩だが、人件費等、
サポートすべき部分がうまく機能していないところについては、機動的、柔軟な形で
活用されるよう、特段の配慮を大臣にお願いをしたい。 

（竹中議員） 中期の経済財政のビジョンに日本の姿を描く必要があり、国際収支、それ
と競争力、産業政策等の観点についても御発言をいただきたい。 

（速水議員） 平沼大臣の資料はわかりやすい。製造業の海外生産比率は、確かに日本で
は増えているが、先進諸国は 30％前後であって日本の 15％はまだ低い。本当はもっ
と出ていくのが自然。一方、海外からの投資額が少ないということが問題。 
昔、ＡＳＥＡＮに日本企業が次々に進出した時、日本はどうなるんだと心配された

わけだが、結局それがきっかけになって高付加価値産業が日本で育った面があった。
今、特に上海周辺等に進出している日本企業は現地需要に応えて、そこで儲けている。
日本の経常収支は今でもＧＤＰの２％から３％ぐらいの黒字であるが、この内訳とし
ては、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。これが円安
にならない１つの背景でもある。問題は地方から企業が出ていった場合の失業。これ
は新しい産業等を作ることが重要である。 

（牛尾議員） 日本の工業製品の輸出がＧＤＰに占める比率は 15 年前に比べて大幅に低
下してきている。ただ、円高により輸入額が抑えられ、貿易収支が均衡しているだけ。
円安になれば輸入品は高くなる一方、輸出力を回復するだけのポテンシャルはない。
日本の国際競争力の回復というのは非常に深刻な問題。経産省が産業政策に遠慮して
いるのではないか。すべての国はそれなりに産業政策をやっている。半導体を例にす
れば、アメリカも韓国もやっている。行政指導と言う意味ではなく、デザインを描い
て刺激を与えることはすべき。 
次に、産学共同、海外進出など、やはり政府がバックアップする必要がある。また、

海外の知恵を借りることが非常に大事なので、滞在のための環境作りが必要。 
   海外投資が来ないのは４つの理由がある。まず、規制が多い。政府が半分、業界が

半分。次に、物価が高い。高コスト構造以外に生活費が高い。更に、税金が高い。最
後に、情報が入手しにくい。特に、アウトサイダーにとって。この４つの問題を解決
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し、対外投資と同じだけ対内投資してもらう必要がある。そういう投資者にとって魅
力的な国にならないと、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。 

（吉川議員） 中期展望に関連したＩＳバランスについて、コメントする。経常収支は様々
な要因に依存するが、健康な姿としては、日本で高齢化が進めば、徐々に経常収支は
均衡する方向に推移すると思う。現在日本は世界最大の純対外資産保有国だが、これ
は貯金のようなもの。高齢化が進めば、徐々に減っていくだろう。ただ、日本は原材
料、エネルギー源等、輸入に頼っているので、輸出競争力を持った産業はなければい
けない。尾身大臣、平沼大臣が指摘の技術革新の重要性は、そのとおりだと思う。そ
の際、今の先進国では無形資産というのが一番重要で、国としてもそこへお金を使っ
ていただきたい。 

   産業政策については、私も必要だと思う。ただ従来は物理的に作るもので、鉄鋼産
業とか、自動車産業とか分け方をしていたが、もう一つ横串というか、ニーズの方か
ら高齢者産業とか、循環型環境産業とかの形で考える必要がある。問題は、これらの
産業にははっきりとしたお手本がないこと。高度成長期にはテレビや冷蔵庫が欲しい
というように目に見えた形でわかったわけだが、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、どの国にまだ立派な出来合いのお手
本がない。しかしながら、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ことは、大変な競争力になると考えられ、今後の日本として
も重要なことである。 

（平沼議員） 吉川議員の指摘どおりで、マイナスのイメージで見られている少子・高齢
化や環境等を、逆に成長のエンジンにするという発想が必要。モデルがない以上、日
本がモデルをつくるぐらいの意気込みが求められる。 

（竹中議員） 今までの総括をする。その後、コメントをいただきたい。空洞化に関して
は、ワークシェアリングは重要。個別に労使が話し合ってシェアする場合は、それは
それで良いが、社会全体でのワークシェアリングのためには、雇用の多様化を認める
必要がある。その意味で、有期雇用等が重要。規制緩和を強力に進めることが、ワー
クシェアリングを重視することに一致する。 
国際収支については、ある意味で健全な成熟国への移行のパターンだが、その移行

が大分早い。トヨタの輸出がないと仮定すれば、日本の貿易黒字は赤字。その意味で
は、70 年代とは違う意味での産業政策、産業に対する戦略的思考が必要。平沼大臣
のところで、吉川議員を座長に、そのための戦略会議があるので、そこで議論を詰め、
それらを踏まえて、ここで御議論をいただきたい。 

   規制改革に関しては、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
途に報告をしていただく。それが出てきた段階で、更にこういう具体策をつくってほ
しいということを諮問会議として示してはどうか。一つのやり方としては考えられる。 

   デフレに関しては、いろんな見方があり、事務的に詰める必要がある。財務省、日
銀、内閣府で事務的な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
と思われる。 
最後に、税制については、地方の財源の問題もあるので、重要な問題として、引き

続き議論する。どうぞ御意見を。 
（片山議員） 尾身大臣の発言に関して。今度のＮＴＴ売却代金はＢタイプが中心だが、

これは地方に無利子貸付をして、将来、地方交付税でなくて補助金に切り替えるもの。
裏負担の議論はこれから。 
対外投資に比べて対日投資については、企業は、昔はよい地方を探して設備投資を
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した。今はみんな外国に行ってしまう。出るのはいいが、入ってもらわないと。その
ためにどうやるか、国も、地方も考えなければいけない。地方の雇用拡大、国際化、
活性化はそれによる。規制、税金、コストの問題もあるが、知恵を出すということ。 

   税制では、配当を申告なしにして源泉でという話であるが、やっとキャピタルゲイ
ンを申告に一本化した。問題点は、源泉では地方税が入らない。知恵を出してほしい。
手続を簡素化するのは結構。株を５年間買って持っていたら、相続税をただにしたら
いい。金持ちが一番心配なのは相続税。どうやって逃れるかに知恵を絞っている。 

（竹中議員） 対日投資に関して、ホンダがオハイオに工場をつくるときに、オハイオ州
の東京事務所がホンダを誘致した。地方でそういう誘致活動の例はあるのか。 

（片山議員） 何県かやっているが、入って来ない。制度的なネックもあるのではないか。 
（牛尾議員） 賃金が高い。１ドル 120 円で計算すると生産現場ではアメリカの倍。 
（奥田議員） 連結納税制度だが、ニュースでは、党ではやると決めたと言っていたが。 
（塩川議員） 党の方では、やれということ。主税局の体制を取り直さなければいけない。 
（奥田議員） 去年も延びて、今年も延びるとなると、これも、外から投資が入ってこな

い一つの理由になる。 
（片山議員） やると何回も決めている。 
（奥田議員） そういう話が多くなってくると権威を失墜する。 
（塩川議員） うちの役所もそうだが、役所を見ていると、役人は社会主義。その考え方

が根底にある。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。 
（塩川議員） こういう議論が必ず出てくる。これは、社会主義的な理論が根強く、日本

は混合経済体制的であることが非常に影響している。 
（平沼議員） ただ、企業はそれをやると信じており、行わないと大きな混乱が生じる。 
（塩川議員） 場合によっては、人を代えてでもやらないとだめ。 
（本間議員） 民間の監査法人や、公認会計士の知恵を借りれば、短期的にも対応できる。 
（塩川議員） 会社分割のときからやっており、オーバーワークになっていることは事実。 
（本間議員） 経常収支が、この 10 年間で、ＧＤＰ比でみて、４％から２％ぐらいに傾

向的に下がっている。中身では所得収支が非常に増えて、貿易収支が減っている。 
（速水議員） 経常収支に含まれている所得収支が増えている。 
（本間議員） 所得収支。それが日本の雇用と投資を少なくさせている大きな要因。経常

収支で黒字を稼ぐことが、長期的には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 なる。これは国内的な問題。その際、日本の場合には、
高齢化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成り立たない状
況。これが過剰貯蓄につながっている。そこを制度的、税制的に、ほぐすことが重要。
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ということと対応して
行うべき。 

（奥田議員） お年寄りが平均何千万も持っているらしいが、膨大なものを持っている人
を捕捉するような方法を考えないといけない。統計で 7,000 万円というが、膨大な
お金を持っている人の影響が大きいのではないか。 

（吉川議員） 7,000 万円には家、土地が入っている。 
（小泉議長） 物価が安くなれ、土地も下げろといって、いざそうなると、上げろ上げろ

でこれはおかしい。なおかつ、日本の物価水準は高いという。円高のときも、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。一般の人はユニクロで
もハンバーガーでも下がると喜んでいる。土地を持っている人は下がると怒るけど、
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安ければ外国から入ってくる。そういう声が出ないで、下がったら困るというのは、
ちょっとずれている。 

（塩川議員） 評論家社会だ。 
（牛尾議員） 日本は反対意見を言う人だけ話し、賛成する人は黙っている。外国の人は

逆で、賛成の人からすばらしいと電話がかかってくる。 
（小泉議長） 戦後最悪の不況だと言うけれども、この連休、都内のホテルがとれない。

ディズニーランドは１年後まで予約がいっぱい。国内の温泉街も、かなり入っている。 
もう一つ大事なことは、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。今年はもう間に合わないが。 
（牛尾議員） じっくり早く。 
（小泉議長） 来年ちゃんと 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。連結納税は一部だけれども、ほ
かの面も見直せないぐらいたくさんある。１月、２月からやって、秋には結論を出し、
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。団体の
陳情の寄せ集めの処理ではなくて、一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。来年やりたい。 

（牛尾議員） 経済活性化を中軸にして、こういう考えでやるんだということを示して欲
しい。 

（塩川議員） 減税の問題は今年はあんまり議論するなと主税には言っている。その代わ
り、税の歪みを直すには消費税。それで直間比率を変える。 

（小泉議長） 消費税以外にもやるべき改革はたくさんある。地方交付税も含めて地方分
権、地方財源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。ますます減税要望になる。 

（竹中議員） 明日と 30 日、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
めたい。明日もよろしくお願いしたい。ありがとうございました。 

（以 上） 


