
平成 14 年第３回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 14 年第３回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 2 月 12  日(火) 17:34～18:41 

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)デフレ問題について 

(2)今後の諮問会議の進め方について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○平成 14 年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算（塩川議員提出資料） 

○デフレ問題についての論点整理 

○日本経済の現状 

○速水議員提出資料（デフレ問題関連） 

○プロジェクト「Brand Nippon」（仮称）の実施についての提言 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	 総理が少し遅れておられるんですけれども、ただいまから本年の第３

回経済財政諮問会議を開催させていただきます。 
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本日は、お忙しいところお集まりをいただきまして、誠にありがとうございま

す。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） それでは、まず本日の議事について説明いたします。 

本日は、デフレ問題と、時間の都合によりますが、前回に引き続きまして、今

後の進め方についてのフリートーキングを行いたいと思います。 

議事録の扱いは、従来どおりとさせていただきます。 

議題に移ります前に、前回試算方法等の御説明がございました「平成14年度予

算の後年度歳出・歳入への影響試算」、財務省の試算でございますが、これに関

し塩川議員より資料の提出がございますので御説明をお願いいたします。 

（塩川議員） これは、要するに中期展望と言われるものでございまして、国会の要

請で提出したものでございますが、これはもう説明するまでもなく、過去の制度

と現在の制度を過去の慣習等に基づいて、機械的に財務省が積算したものでござ

います。17年度までのケースを並べてあります。 

  名目経済成長率を0.5％と、こんなに低く見込んでいるんですが、これで見込ん

でどうなるかということですから、実績を積み重ねた上での議論だと、こういう

具合に見ていただいたら結構だと思いますが、その内容につきましては、主計局

長が説明いたします。 

（林財務省主計局長） お手元の「塩川議員提出資料」をご覧いただきたいと存じま

す。これは１月25日の諮問会議で御了承いただきました作成方針に基づきまして、

平成14年度の制度、施策を継続した場合、後年度予算の歳出・歳入にどの程度の

影響をもたらすかということで、各省の御協力を得まして積上げ計算をいたしま

した。 

試算の内容でございますが、前回の諮問会議で御説明いたしましたとおり、マ

クロ経済指標の前提につきましては、２つ仮置きしてございます。 

「試算１」が名目経済成長率0.5％、「試算２」が16年度以降の名目経済成長率

を2.5％。15年度を1.25％とした場合でございます。 

「試算１」の方をご覧いただきたいと存じますが、歳出面につきまして簡単に

御説明を申し上げますと、「国債費」につきましては、歳入・歳出の差額すべて

を公債金で賄われるものと仮定をいたしまして、金利を2.0％と仮置きして計算し

てございます。 

「国債費」は、ご覧いただきますように、国債残高の増によりまして、各年度

とも対前年度0.5兆円程度増加する構造になっております。 

「地方交付税等」につきましては、法定税率分を、名目経済成長率×弾性値1.2 

といたしまして、また地方の財源不足に係ります特例加算等につきまして、地財

計画を国と同様に推計して、国負担分を推計しております。 

ご覧いただきますと、15年度は、交付税特別会計の借入の廃止等によりまして、

また、16年度は交付税特別会計借入金の元本償還の開始等によりまして、それぞ

れ対前年度2.2兆円、1.6兆円の増加になっております。 
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「一般歳出」でございますが、「社会保障関係費」につきましては、過去の平

均伸率等により推計をいたしました。各年度とも対前年度0.9 兆円から1. 1兆円の

増加となっております。 

「公共事業関係費」につきましては、投資分につき前年度と同額と仮置きして

ございます。なお、16年度以降、若干増えてございますが、これはＮＴＴの無利

子貸付に係る償還時の補助金を計上しているためでございます。 

「その他」の一般歳出につきましては、条約等に定められた必要経費を織り込

んだ上で、消費者物価上昇率等により推計をしております。 

  歳入の「税収」ですが、名目経済成長率に弾性値1.1を掛けまして、税制改正の

影響等を織り込んで試算をいたしました。平成15年度につきましては、定額郵貯

の集中満期の影響の剥落等により税収減になっておるところでございます。 

「その他収入」につきましては、原則として名目経済成長率で延伸した上で特

殊要因を織り込んで推計をしております。 

以上の結果、歳出と歳入の差額は、一番下の欄にございますが、15年度で35.6 

兆円となり、その後も毎年度拡大する姿になっております。 

成長率の前提をより高く設定いたしました「試算２」では、税収増となります

ため、「試算１」に比べますと、差額が縮まってくるということになっておりま

す。 

なお、一番下に内閣府の試算との比較がございます。試算の前提、あるいは手

法において異なっているということで、いずれもそれぞれの特質に応じて中期的

な経済運営のあり方の検討の際のひとつの参考、手かがりとして活用できるとい

うことですが、今回は２つ出ましたので、これも併せて説明材料に使っておりま

す。 

簡単でございますが、以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。これは、本日付けで、予算委員会で提出され

たということでよろしいんですか。 

（林財務省主計局長） 先週末に出させていただきました。 

（竹中議員）  この資料について、特に御質問とかございますでしょうか。奥田議員。 

（奥田議員） これは、来年も同じようにやられるんですか。 

（林財務省主計局長） これはまた、こちらの御議論も踏まえて考えたいと思います。 

（奥田議員） そうですか。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。 

（奥田議員） はい。 

○デフレ問題について 

（竹中議員） それでは、今日は１時間と時間が限られておりますので、デフレの問

題に移らせていただきます。 

デフレ対策というのは、今日の予算委員会等々でもずっと議論されましたよう

に、政策の中心的な課題として浮上してまいりました。昨年、ここで立ち上げま
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したデフレ問題のスタディ・グループにおいて論点の取りまとめをしております。

それに関連する景気の現状等の説明をまとめて、小平統括官、岩田統括官の方か

ら説明をいただきまして、その後に議論を深めたいと思います。 

Ｇ７での御議論も後ほど御紹介いただけると思いますし、是非議論を深めてい

ただきたいと思います。 

それでは、まず、スタディ・グループのとりまとめからお願いします。 

（小平内閣府政策統括官） それでは、お手元に「デフレ問題の論点整理」という横

長の資料がございますが、こちらに沿いまして簡単に御説明を申し上げます。 

まず、このスタディ・グループの成果でございますけれども、デフレ問題に関

係をいたします政府、日本銀行の実務担当者が一堂に会しまして、率直な意見交

換を行ったということが、まず第一の成果でございまして、このような意見交換

を通じて共通認識を更に深めることができたということが成果というふうに考え

ております。 

次に２ページをご覧いただきたいと思います。 

まず、意見交換を行うに当たりましての「問題意識」でございますけれども、

第一は「デフレの現状認識－注目すべき特徴は何か」ということ。 

２番目が「デフレの問題とその含意－問題点は何か、構造改革との関係は」ど

う考えるべきかというようなことでございます。 

第３が「政策の対応を考える上での留意点－重要なポイントは何か」というこ

とでございます。 

３ページをお開けいただきたいと思います。 

まず、「現状認識」でございますけれども、デフレを一般物価が持続的に下落

する状態というふうに定義をいたしますと、「現状は緩やかなデフレの状態」に

あるということでございます。 

「注目すべき特徴」を３つ挙げてございます。 

第１は、需給ギャップの拡大による物価の下落ということでございまして、バ

ブル崩壊後の長期的な景気低迷がデフレの要因になっているということでござい

ます。景気低迷の背景には、資産価格の下落、不良債権、過剰債務問題。それら

によります金融システムの機能不全、産業構造調整の遅れがございます。これら

が、財政金融政策の制約や障害となって将来不安、デフレ期待と相俟ちまして、

個人消費や設備投資の低迷をもたらしてきた可能性があるということでございま

す。 

第２が、供給サイドの要因が集中をしたことによる物価の下落ということでご

ざいまして、効率化圧力の高まり、輸入物価の下落等でございます。 

第３が、金融的な要因でございます。不良債権、過剰債務問題によりまして、

金融政策の効果が発揮されていないという問題でございますとか、あるいはそう

した問題が金融仲介機能の低下を長引かせているという問題がございます。 

４ページをお開けいただきたいと思います。 

「デフレの何が問題なのか」という点でございます。上の黒丸３つでございま
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すが、まず第１は、実質金利が上昇することによりまして、総需要が抑制される。 

第２に、実質債務負担が高まるということでございます。 

第３に、賃金の調整が難しいということで、それが生産減少でございますとか、

雇用の削減をもたらすということでございます。 

こういうことが顕在化をいたしますと、景気低迷やデフレ期待によりまして、

消費・投資の先送りでございますとか、資金、労働力が成長部門に円滑に移動し

ない結果として、産業構造調整が遅れるということがございます。 

また、景気低迷によって、資産価格が下落をいたしますと、更にそれがデフレ

を悪化させるという問題がございます。 

以上は不良債権処理の遅れの要因ということでございまして、他方で不良債権

の問題は景気低迷長期化の要因にもなっているということでございます。 

５ページをお開けいただきたいと思います。構造改革との関係でございます。 

第１に、構造改革は、効率性の低い部門から成長分野に資源を移動させるとい

うことによって供給サイドを強化すると同時に、成長分野における潜在的需要を

開花させるということで、需要不足解消にも寄与するということが第１点でござ

います。 

第２点が、産業効率化の過程で、内外価格差の縮小でございますとか、相対価

格が変化するということでございまして、構造改革の過程で資源が円滑に移動い

たしますと、新規需要の創出を通じて、デフレ解消につながるものと考えられま

す。 

次の６ページをお開けいただきたいと思います。 

「政策の対応を考える上での留意点」ということが書いてあります。まず、デ

フレを防止して、できるだけ早く成長軌道に戻す必要があるということで、政府、

日本銀行の認識は一致を致しております。 

「構造改革下の政策対応で留意すべき点」ということで、下に２点に書いてご

ざいます。具体的な内容は、次の７ページに書いてございますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

まず、構造改革のプラス方向への効果の早期実現を通じたデフレの克服という

ことが、留意すべき第一の点でございます。 

具体的には、不良債権問題の抜本的解決。円滑な資源移動を促す必要があると

いうことで、３点書いてございます。 

また「デフレ・スパイラルにつなげない政策運営」ということで、２点ござい

ます。「雇用面でのセーフティー・ネットの拡充」が必要でございます。 

「金融システミック・リスクの回避」のために政府、日銀が万全の対応を取っ

ていくことが重要であるというふうにうたわれております。 

（竹中議員） それでは、関連する現状報告を岩田統括官にしてもらいます。 

（岩田内閣府政策統括官） それでは、「日本経済の現状」とあります横紙の方の図

表で、ただいま御説明がございましたことを、少し敷衍して御説明させていただ

きたいと思います。 
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初に１ページ目をご覧いただきますと、アメリカの景気でございますが、世

界経済は、これまで同時減速と言っていたのですが、明るさがかなり増してきた

ということでございます。 

  この2001年の第４四半期のＧＤＰが大方のエコノミストの予想を裏切りまして

プラスになったということでありまして、それはどうしてそれほど強かったのか。

２つ理由がありまして、１つは実質個人消費が5.4％という非常に高い伸びを示し

た。これでも景気後退なのかという声が出るほどの消費の強さ。それから、生産

性が3.5％という、後退期としては珍しいほど強い数字だったということでござい

ます。信頼感指数等も回復している。次の２ページ目をご覧いただきますと、失

業者の方も実は、僅かですが下がりました。雇用者の減少幅もかなり減ってきた

ということでございます。 

さらに、右の方をご覧いただきますと、失業率の今後なんですが、単位労働コ

ストと、ここでは失業率の関係が書いてございまして、単位労働コスト、企業に

とっての労働費用が嵩みますと、やはり人減らしをやるということが必要になっ

てしまうということなんですが、アメリカの場合には、生産性が上がっているた

めに、既に賃金コストの方はピークアウトしてしまったということですので、失

業率は恐らく、今後若干あるかもしれないけれども、その後はむしろ下がってく

るんではないかというふうに考えられます。 

その点で、少し後ろの方になるんですが、一番 後の16ページをご覧いただき

たいと思います。これは、同じ関係を日本について記したものでございますが、

日本の場合には、生産が大幅に減少したということがございまして、賃金の方は、

むしろ下がっているんですが、生産の方が更に落ちているということで、賃金コ

ストの方は、むしろ急速に上昇しているということなので、これは企業の方から

しますと、更に人減らしをしなければいけないということを意味しておりまして、

失業率は、今後は少し上昇するんではないかというふうに考えられます。 

その一方で、その前の15ページをご覧いただきたいと思います。 

しかしながら、日本の場合もアメリカと同様に、ＩＴ関連の在庫循環、在庫の

調整というのは相当進んできておりまして、アメリカとほとんど同じぐらい在庫

の調整は進んできているということでありまして、これから底入れ、あるいは下

げ止まりというのがＩＴ部門に出ているのではないかということで、これまでの

日本の経済は長いトンネルだったんですが、ある意味では、ほのかな明かり、出

口が見え始めたんではないかというふうにも考えられます。 

そういうことで、アメリカと日本の経済は、今のような状況なんですが、物価

の方を見てみますと、４ページに戻っていただきたいと思います。アメリカも実

は、物価がこのところかなり落ち着いてきておりまして、ディスインフレーショ

ンだというふうに言われております。 

生産者物価の方を見ますと、むしろマイナスになっております。ただ消費者物

価の方は、まだ1. 6％とか2. 7％とか、こういう数字でありまして、少しずつディ

スインフレが進んでいる状況かと思います。 

6




平成 14 年第３回 議事録 

その一方で、５ページ目をご覧いただきたいんですが、アジアでは中国の成長

率が７％ぐらいに落ちてきますと、物価が下がるという現象がございまして、既

に98年、あるいは99年のときも実は緩やかな物価下落が中国経済７％成長の下で

起こりました。 近の時点では、特に中国と関連の深いシンガポール、貿易関係

の強い台湾等でもやはりこのところ消費者物価がマイナスになっておりまして、

アジアを中心にややデフレ的な傾向が出ているということかと思います。 

次が、日本の物価の動向について、やや長い目で見たものでありますが、これ

をご覧いただきますと、日本の物価はデフレが定着しましたのは90年代半ば以降、

ＧＤＰデフレーターでマイナスになってきたというのが見て取れるかと思います。

そこで重要なのは、右の方の輸入物価と為替レートなんですが、為替レートが

大幅に円高になると、下の方に出ているんですが、86～8 7年、あるいは90年代の

前半、あるいは98～99 年、こういうところは円高が進んだんですが、その時期に

は輸入物価が大幅に下がるということもございました。これとほぼパラレルに国

内の卸売物価というのも下がってマイナスを記録しております。 

こういうことを見ますと、やはり為替レートの動きというのは、相当物価に対

して大きな影響を持ってきたんではないかということが見て取れます。 

続いて７ページでございますが、それでは金融政策の方はどうかということな

んですが、バブルが崩壊しました89～9 0年、その後、実はマネーサプライ、マネ

タリーベースを見ますと、90年代の前半は、むしろマイナスになっておりまして、

これは円高傾向と併せて、同時に資産価格も破裂してしまって急落したというこ

とでございます。こういった要因が重なって、90年代前半に、言わばデフレマイ

ンドが形成されたんではないかということであります。 

次の８ページをご覧いただきますと、それを示しているものなんですが、いわ

ゆるフィリップスカーブと言われているもので、縦軸は消費者物価の上昇率。横

軸は失業率。トレードオフの関係があると言われているんですが、インフレ期待

が静まりますと、下の方にシフトするということなんですが、これも80年代前半

と後半とを比べてみますと、下にシフトをしております。明らかに円高が進んだ

時期にデフレ、あるいはディスインフレの 初の段階、それから緩やかなデフレ

の段階という２段階の、言わば円高が進むときにインフレ期待の調整が進んだん

ではないかというふうに考えられます。 

以上のようなことなんですが、今のデフレはデフレ・スパイラルなのかという

御質問が国会等でございまして、それは今、我々はそうではないというふうにお

答えをいたしております。 

９ページですが、デフレ・スパイラルだったというのは、例えば、それはどう

いうときかと言うと、典型的にはアメリカの大恐慌の時期ではないかと。これを

ご覧いただきますと、生産はかなり大幅に持ち直しておりまして、ただ消費者物

価を比較していただきますと、アメリカが192 9年以降、かなり大幅な消費者物価

の下落が、10％ぐらいのマイナスが続いておりまして、現在の消費者物価の下落

幅は１％程度でありますので、それと比べますと、まだ緩やかであるということ
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が言えようかと思います。 

日本の20年代、30年代は金解禁の時期でありますが、このときも、やはり消費

者物価がマイナス10％と、大幅な落ち方でありまして、そのときと比べると現在

は、やはり緩やかなデフレというレベルではないかということでございます。 

ただ、戦前の教訓でスパイラルになってしまったときに、どういうふうに脱出

したかということなんですが、それが10ページに書いてございまして、このとき

にアメリカの場合も32年、33年とちょうどルーズベルト大統領が出てきまして、

ニューディールもやったんですが、同時に炉端談義ということで、バンクホリデ

ーをやって、その後金融緩和を、言わば国債の連銀保有比率というのは、この間

をご覧いただきますと、４％から12％ぐらいの３倍ぐらいに増やしていると。こ

ういうことがあって、その後、言わばダウの株等がボトムアウトしているという

ことがご覧いただけるかと思います。 

日本の場合も、高橋是清大蔵大臣がお出になって、やはりこのときに日銀の国

債保有比率というのは、相当大幅に３％ぐらいから８％ぐらいまでの倍以上上げ

るというようなこともあって、株価がここで底入れをして上がっていく。物価の

方も、その時点を境にして上がっていくということがございました。これはスパ

イラルに陥ったときに戦前ではどういう経験があったかということで御紹介させ

ていただきました。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。以上が、基本的な考え方と事実関係の整理、

ファクトであります。これに基づいてどうぞ政策についての議論をここで深めて

いただきたいと思います。 

速水議員、平沼議員、吉川議員から発言の申し出が先に来ております。速水議

員どうぞ。 

（速水議員） 私からは、お手元に資料をお配りしてございます。昨年11月20日の会

議でお配りしたものが、集中審議だったので公表されておりませんので、その後

の金融緩和措置などを受けて、若干リバイスしたものを改めてお配りしました。

本日は、この資料を細かく説明するというよりも、デフレ脱却についての私ども

の決意、そのための方策に絞って簡単に申し上げ、必要に応じてこの資料の必要

な箇所を見ていただきたいと思います。 

第１には、デフレのスタディ・グループの報告書でございますが、デフレ問題

の論点整理、報告書が記述しておられる、デフレの原因、政策対応の留意点につ

きましては、これまで政府、日本銀行が表明してきた考え方に沿っておりまして、

大きな違和感はないと思います。 

第２には、デフレ脱却の決意でございますが、６ページをご覧いただきたいと

思います。既に昨年３月に量的緩和ということで、デフレ阻止の強い決意を表明

いたしまして、極めてアグレッシブな資金供給を実施いたしました。それは、金

利の代わりに日銀当座預金という、資金の量を主な操作目標としたもので、これ

を大きく増やしていくという、世界の中央銀行の歴史に例のない金融緩和を決定

 8




平成 14 年第３回 議事録 

いたしました。この金融緩和の枠組みを、消費者物価の前年比上昇率が安定的に

ゼロ％以上になるまで続けるということを宣言いたしました。 

政府も、「改革と展望」において、構造調整の進捗に伴って、経済がデフレか

ら脱却していくシナリオを明確にされて、総理も構造改革なくして成長なしとい

う断固たる決意を表明しておられます。 

このように、デフレ脱却の強い決意は、政府と日本銀行でしっかり共有されて

いると思います。 

第３には、デフレの脱却の方策について、４つのことを申し上げたいと思いま

す。 

１つ目は、物価は経済活動の体温であるということでございます。すなわち、

物価はさまざまな経済現象の結果として表われるものだと思います。したがいま

して、表面の物価だけに目を向けるのではなくて、その背景にある経済全体の基

礎体力を回復させて、更にこれを高めていくことを考えていかない限り、デフレ

からの脱却はできないと思います。 

1 0ページをご覧ください。ここでは、マネタリーベースが１月の段階で前年比

23.4％と増えております。それが、マネーサプライになると3.6％、貸出はマイナ

ス3.4％、実体経済は若干のマイナスということでございます。この23.4％という

のは、狂乱物価のときの数字とほぼ同じ水準でございます。当時、マネーサプラ

イや物価も20％を超える伸びを示しておりましたが、ちり紙がなくなってしまっ

たり、私も今でも覚えております。 

一方で、現在のマネーサプライの伸びは、わずか３％、消費者物価はマイナス

0.9％、こうした現実を直視して、その原因を考える必要があると思います。 

２つ目には、構造改革とデフレの関係につきまして、以下の３点を冷静に認識

する必要があると思います。 

１つ戻って、９ページ目をご覧ください。上が日本、下がアメリカで、過去５

年の指標を平均して出したものでございます。これをご覧になりますと、日本経

済の将来を切り開くためには、構造改革が必要であると、右半分の方が伸びてい

かないと、なかなか資金を供給してもそれが活きていかないということを表して

おります。民需主導の成長が実現すれば、デフレ脱却も実現できると思います。 

しかし、一方で11ページをご覧いただきたいと思いますが、こういう構造改革

や財政再建の過程で、短期的には低成長や需給バランスの悪化、いわゆる痛みと

言われるものが、物価低下圧力として働くことは、十分考えておく必要がありま

す。 

また、構造改革の過程においては、先ほど岩田さんのおっしゃったデフレ・ス

パイラルの防止ということが、政策の重点に置かれるべきだと思います。これも、

初の２ページ目と３ページ目をご覧いただきたいんですが、２ページ目は、Ｃ

ＰＩが前年比でマイナス0.6％と下がっておりますが、この下にありますマイナス

2.6％というのが、輸入品及び輸入関連商品です。これは量的には18％でございま

すが、上の方の0.2％というのが、輸入品以外の商品・サービスでございます。こ
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れが８割ぐらいあります。これをご覧になってもお分かりのように、輸入品関係

の物価が下がっていますが、これは為替の影響だけではないと思います。日本は、

内外価格差が高かったですし、中国辺りで安いものができてどんどん入ってくる

訳で、これがＣＰＩをかなり引き下げているということは、この表でよくお分か

りいただけると思います。 

さらに、次の表をご覧いただきたいんですが、先進７か国の物価の傾向をご覧

いただきますと、その上昇率はずっと下がってきているんですが、ベルリンの壁

崩壊の辺りから一段と下がり始めてきて、グローバリゼーションで競争が激しく

なり、市場が１つになり、あるいは東側の安いものが入ってくるというようなこ

とで、Ｇ７について見れば、大体物価上昇率は少しずつ下がってきて、2000 年ち

ょっと上がりまして、ここへきてまた少し下がっている。これが、世界的なディ

スインフレの傾向であると思います。 

こういうディスインフレ、これが痛みであるから、そのために改革は先延ばし

すべきだという話には乗りたくないと思っております。 

３つ目は、日本銀行はデフレ脱却に向けて、次のような役割を果たしていきた

いと思っております。一番 後の12ページをご覧ください。 

まず、今後とも潤沢な資金供給を続けて、金融市場の安定と緩和効果の浸透に

努めていきたいと思います。 

また、ロンバート型貸出制度といったようなものを活用しまして、流動性が一

時的に不足を起こした銀行に対して、流動性の供給をする制度を作っております。

流動性の不安を未然に防ぐということでございます。 

さらに、システミック・リスクが顕在化する恐れがある場合には、金融を安定

させるために、 後の貸し手、レンダー・オブ・ラスト・リゾートとして金融シ

ステムの安定に貢献してまいりたいというふうに思っております。 

このような役割は、中央銀行しか果たすことができませんし、またデフレ脱却

のためにも、非常に大きな貢献になると思っております。構造改革が進んで、民

間による前向きの経済活性が促されていけば、日本銀行による強力な金融緩和は、

そうした動きを大きく後押ししていくことができるというふうに思っております。

４つ目に、構造改革を力強く進めていくという観点から、この会議では税制や

公的金融の見直しなど、改革の具体化に向けた政策論議を、一刻も早く本格化す

ることが重要であると思っております。 

以上でございます。 

（塩川議員） 速水さん、ロンバート貸出は、今はどのぐらい活用されていますか。 

（速水議員） これは、ごく短期に貸しておりますので、今は残高としてはほとんど

ないですね。 

（白川日本銀行審議役） 今はほとんどございません。ロンバート貸出は、実際に用

いられなくとも、いざという場合に出せるという安心につながるものです。 

（塩川議員） これ使ったらばれて、恥かしいというか、信用に影響するとか、そう

いうことはないですか。 

10 



平成 14 年第３回 議事録 


（速水議員） それは非公表となっており、そのようなことはない。 

（塩川議員） そうですか。 

（竹中議員） 順番で、平沼議員、吉川議員、御発言をお願いいたします。 

（平沼議員） まず、デフレ・スタディ・グループの発表で、足元のデフレが日本経

済 大の障害であると、それから需給ギャップがその 大の要因であるという分

析がなされて、それについて政府と日銀が認識を一致させたということは、私ど

もとしては評価したいと思っています。 

現在のデフレというのは、日本経済の足腰というのを極めて弱らせておりまし

て、 近起きておりますトリプル安、それと合わせて政府、日銀の一体となった

取組が絶対に必要だと思います。 

今後は具体的にどのような施策を講じるかについて、早急な打出しが必要だと

思っておりまして、経済産業省としてちょっと整理をさせていただきました。簡

単に説明させていただきます。 

基本認識としましては、金融システム不安については、現行の金融システム安

定化策を中核として、冷静な対応が必要だと思っています。言ってみれば、日本

の色々な問題というのが、何も外国に一銭もお金を借りている訳ではなくて、極

端に言うと自己完結でできる訳でありますから、そういう意味で殊更不安がるよ

うなことは必要ないんではないかと。 

一方で、現在進行する失業、倒産の増加、あるいは信用コストの増大等の実体

経済の影響について、より強い危機感を持って、当然のことながら、先手先手で

対応を講ずるべきだと思います。 

現行のセーフティー・ネットの活用を中心に、金融システムの安定化に万全を

尽くすことが必要だと思いますし、実体経済上の危機を未然に防止するように、

トリプル安を回避しつつ、日本経済 大の問題であるデフレについての具体策を

講じること。この２つを２本柱として、スピード感を持って積極的に措置するこ

とこそが重要だと思います。 

対応策として、金融と雇用、将来の３つの不安を早急に解消して、消費や投資

を喚起して、デフレからの脱出を図る総合的な対策措置、とりわけ金融システム

安定化については、金融システム健全化策や資産市場の活性化策の拡充により万

全を尽くすべきだと思っております。 

金融システムの健全化については、経営不振企業の退出システム、これをきち

っとすべきだと思います。具体的に言いますと、例えば、東証等の上場廃止基準

の厳格化をしなければならないと思っています。現行、例えば、 近３年間債務

超過の場合など、上場を廃止すべきだと思います。９月決算時点で、28社が東証

などで債務超過になっていまして、そのうちの６社は３年連続しているという形

で、きちっとけじめをつけることが必要ではないか。特別検査の明確化、ですか

ら対象となった債務者の選定基準だとか、債務者区分、引当額の基準等、きちっ

と明確にすべきではないかと思います。これが、金融システムの健全化の留意す

べき２点であります。 
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資産市場の活性化をしていかなければいけないということになりますと、例え

ば、具体的には公的年金の株式投資の一部前倒し、これは2008 年までに運用額の

1 2％を国内株式に投資という目標を前倒しして実施をすると。年金資産運用基金

で試算しますと17.6兆円、公的年金全体に適応すると、23.7兆円あるということ

です。 

もう１つの具体策として、公務員が日本版の401Kを利用可能になる制度改正、

公務員共済年金基金、これは約37兆円でございますけれども、株式投資比率、こ

れは現行13. 5％、これの引上げを検討して、活性化の方に水を向けていくべきで

はないかと思います。 

３つ目の具体策としては、不動産の証券化等による土地の高度利用策、これも

検討したらどうかと思います。 

もう１つは、大きな括りで中小企業に対する金融補完。これは、是非セーフテ

ィー・ネットとしてやっていかなければいけない。セーフティー・ネット保証・

融資、これを積極的活用という形で、既にずっとやってきている訳ですけれども、

ここを更に積極的に活用する必要があるんではないか。 

  平成15年３月までの間、４兆7,000億円の保証・融資の予算は手当済みでござい

ますけれども、平成12年度補正で約1,200億円、13年度１次補正で約1,400億円、

これを着実に実施をしていくという形で、中小企業対策をする。 

  昨年の秋の臨時国会で売掛債権担保融資保証を実行いたしました。これがまだ、

前の特別保証のときもそうだったんですけれども、立ち上がりはなかなか馴染ま

ないので、これがまだ数として実績上増えてきておりません。特別保証制度のと

きは、これはあの企業も特別保証を受けたかという評判をもらうのが嫌だという

ことで、みんながやり出してぐっと増えてきて、29兆円まで浮上した訳です。こ

の売掛金債権も、今、あの会社は売掛金債権まで担保に出すのかというようなこ

とで、ちょっとシュリンクしていることがありますけれども、しかし、これも私

どもとしては、当面は２兆円ぐらいの規模で予算措置をしておりますので、これ

を徹底的にＰＲして、セーフティー・ネットを張っていこうと思っています。 

やはり中小企業は、今、非常に厳しい状況で、特に、潜在力があって意欲のあ

る中小企業に対しては、ぴちっとした対応をしなければいけないんで、既に特別

保証の返済条件の変更を、弾力化しておりまして、特別保証制度のときに172万件

受け付けまして、今、12万件の支払条件の緩和等をやっています。ですから、こ

こは余り予算措置が必要ないんで、繰返しになりますが、潜在力があって、将来

性のあるところには、少し条件緩和の枠を広げていくということも、セーフティ

ー・ネットとして効いてくるんではないかと思います。 

次は、税制改正で、これは御議論をいただくことなんで、私どもが先走って言

うのもなんですけれども、ここは詳しく読むことはやめますけれども、消費・投

資喚起のための税制改革というのは、是非やっていかなければならないんではな

いかと思います。具体例をここに幾つか書いておりますので、読んでいただけれ

ばお分かりいただけると思います。 
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次は、雇用セーフティー・ネットの充実で、派遣・有期雇用等の抜本的規制緩

和と、派遣・パート労働者等への雇用保険の適用拡大、こういったことも必要で

はないか。 

これは、もう日銀総裁が言っていただきましたけれども、金融政策には引き続

き円滑な流動性供給を期待しておりますし、今の場合、随分流動性を高めていた

だいておりますけれども、今日の予算委員会の議論の中で出ましたけれども、ど

うも銀行までは行っているけれども、そこから下に降りていないというきらいが

あります。そういう中で、それを政府系金融機関が今、肩代わりしてやっている

というようなことがありますので、そこのところは、私どもは１つの大きなポイ

ントだと思っています。 

今まで申し述べたことに合わせて、デフレの一端というのがグローバリゼーシ

ョン等による国際的価格水準の低下ですとか、それに対する我が国の産業・企業

の対応の後れという構造問題にあることは事実でございますので、私どもとして

も具体的に色々やっておりますけれども、競争力強化等に一刻も早く乗り出すこ

と。これは、規制緩和、高コスト構造の是正、中小企業に対する施策、あるいは

中期産業の活性化、もろもろありますけれども、そういうことをやっていくこと

が必要だし、次世代技術開発の強化ですとか、人材競争力の強化とか、産業資本

の拡大、大きくは中長期ですけれども、東アジア経済圏を確立するというような

ことを総合的にやっていく必要があるんではないかと思います。 

雑駁でございますけれども、以上まとめてみましたので、御参考に供したいと

思います。以上です。 

（竹中議員） 非常に具体的に御提案をいただきまして、ありがとうございました。

吉川議員。 

（吉川議員） 既に、さまざまな論点が出ましたので、私はデフレに関して２点申し

上げます。１つはマイナスを消す、１つはプラスを伸ばす。この２点に関連して、

お話をさせていただきます。 

マイナス面を消すということについては、これは既にこの会議でも何回も議論

されてきましたが、不良債権処理の問題というのがあると思います。先ほど速水

総裁が出された資料の10ページに、日本銀行が直接出す、いわゆるマネタリーベ

ースとマネーサプライ、銀行の貸出というのを並べた図がありますが、やはりこ

ういう図を見ると日本の金融システムに問題がある、というのが私の考えです。 

不良債権処理というのは、長く言われてきた訳ですが、やはり抜本的に解決す

ることが必要だ、と考えます。 

プラスの方は、今日後ほど議論されることになるのかと思いますが、この諮問

会議で今後活性化について議論する、こうしたことを少しでも多く前倒しで実行

していくということだと思います。 

デフレ対策というのは、詰まるところ、持続的な経済成長を見出すということ

であって、これが外国からも世界からも日本について期待されていることだと思

います。昨年議論した平成14年度の予算でも、中身を見直すということを大きな
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方針としたが、要するに、経済全体の中身を見直して、そして持続的な経済成長

を生み出すというのが構造改革だと私は理解しておりますので、いわゆるデフレ

対策と構造改革というのは、対立する命題ではないと考えております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。デフレ対策について御議論を、時間の関係が

ありますので、できるだけ手短にコメントをお願い申し上げます。本間議員。 

（本間議員） デフレの問題が、極めて深刻な時期に近づきつつあるのではないかと

いう感覚を持っております。これまでのところ、政府、日銀はそれぞれの所掌に

おいてベストを尽くしているということを内外に示している訳ですが、必ずしも

トータルなイメージというものが、デフレに対して前向きに向かっているという

ことにつながっていないということに、かなり私は危惧を感じております。 

今、吉川議員の方から、不良債権の問題で御指摘がありましたし、また、総裁

が非常に詳細に御説明いただきましたけれども、デフレは実物的な要素というも

のは、十分影響しているということはありますけれども、マネタリーな要素も非

常に大きいということがあろうかと思います。その点で、もう一段クリティカル

な状況の中で、マネタリーな面における政策を、どのように今後運営をしていく

のかということに、もう一段踏み込んでいただけないか。例えば、中期展望の中

では物価が、今年はともかく来年以降プラスの領域に入るということを明示して

おります。その政府の方針と日銀が、先ほどの御説明の中にもございましたけれ

ども、ゼロをある種ターゲットにしているというインコンシステンシーを、どう

いう具合に、今後両者の政策目標として近づけていくかということは、これは政

府、日銀が一体となってこの問題に取り組むことに対する、象徴的な意味を持つ

という具合に思います。是非、インフレターゲットというような形で行うかどう

かはともかく、整合性を取っていくということが非常に肝要なことだろうと思い

ますし、その具体的な施策ということも、日銀は極めて冷静に分析をされて、で

きることとできないことを仕分けされて説明をされておりますけれども、この点

について、若干謙虚過ぎるのではないかと思います。 

多彩なポートフォリオを、どのような形で施策の中に組み込んでいくか、例え

ば、長期公債の問題等も含めて、前広に御議論いただきながら、金融政策をやっ

ても効果がないとおっしゃっておられるのか、あるいはそのタイミングでないと

いうふうにおっしゃっておられるのか、そこのロジックの面においても、もう少

し国民に分かり易く、政策運営の中にそれをきちんと織り込んでいただくような

メッセージ性というものが求められているのではないかという感想を持っており

ます。 

以上であります。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 今、デフレ・スパイラル、いわゆる不景気というものに囚われずに、

日本経済について説明があったんですけれども、やはり民間の経済活動の範囲を

もっと広めて、もっと成長を求めて競争力を高めるという積極性に乏しい。現在
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の経済問題というのは、どちらかと言えば、過去の清算とか、負債の論議とか、

パイの配分の蟻地獄に入っていて、パイを拡大するとか、競争力を高めるとか、

民間の経済構造を広めるとかいう積極案を並行的に考える必要がある。 

 重要400社の来期予想を見ても、ほとんどの企業は、今年はみんなそれぞれ落ち

るが、大体昨年の一番良かった決算の８割くらいまでは戻すという個別企業の予

測が、良い方ではっきり確定して出ている訳です。1997 年に、ビジネス・ウィー

ク誌は、日本の中で経済効率が高い、十分競争力を持った企業の「ダイナミック・

ジャパン」と、立ち後れた部分の「スローグロース・ジャパン」という二重構造

があることを指摘したんですが、やはり「ダイナミック・ジャパン」をどう育て

ていくかという議論にもっと焦点を当てるべきです。パイの配分よりも、パイを

増加させることを考えないといけないと思います。 

そういう点では、規制撤廃などで「官から民へ」の経済の配分を増やすとか、

従来経済の単位でなかった文化とか健康とか環境というものを経済単位にすると

か、日本の国境近くにある韓国やシンガポールや台湾や、そういう国際経済圏と

の連携も考えるとか、そういうものにチャレンジすることを同時並行的に考えな

いと、今のように全体のスパイラルの中で脱し切れない状態でどんなに議論して

いても、前へ行かない気がするんです。 

基本的には競争力の維持をもっと真剣に考える必要がある。事実、競争力に勝

っている分野があり、日本の10％ の雇用で60兆円の外貨を得て、それが輸入代金

も全部払っている訳ですから、そういうものは現実に存在しているんですから、

そっちをもっともっと強くして大きくしていくということを同時に考えていく政

策を出すことが必要です。過去の清算に対する政策議論ばかりでは国民も滅入っ

てしまうという部分があります。現在の議論にも、そういう議論があるというこ

とを私は是非議事録に残したいと思います。 

（竹中議員） 片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 私は感想だけ言わせていただくが、御指摘にもありましたけれども、

構造改革の推進は、短期的には需給バランスを悪化させますね。デフレに対して

も、そういう意味ではマイナスに働くので、構造改革の集中調整期間を２年なら

２年とすれば、その間どういう対応を取るのかということをはっきりさせる必要

があると思います。 

それと、基本的には、企業や家計の意欲的な支出を引き出すことが必要なので、

そのためにはマインド対策を含めまして、何かがもう少し要るのではなかろうか

という気がしますし、特に、４月のペイオフ解禁を大変国民は心配しております。

私ははっきりテレビか何かで、総理から、いったん事があれば、問題が出れば、

断じて万全の対応を取るので、絶対大丈夫だということをはっきり言われること

も必要ではなかろうか。柳澤さん他が国会でも答弁されていますが、はっきり言

ってない。102条があるとか、ちゃんと法律どおりやりますとかで、是非ここで国

民に安心感を与えることが、４月危機乗り切りの１つの有効策ではないかと思い

ます。是非御検討賜ればありがたい。 
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（塩川議員） これをやって、どんなことになるんでしょう。 

（竹中議員） それは後で。本当に時間がないので、速水議員、奥田議員で、手短に

お願いします。 

（速水議員） 先ほど申し上げたようなことで、量的緩和という意味では、今、十分

出ている訳でして、毎日のように札割れといって、私ども期末を超えるようなオ

ペをやるという姿勢でも、オファーした金額だけは応札してこないんです。金融

市場で金が足りなくなる可能性があるという心配は今のところないんです。です

から、今、ここで量的緩和を更に何かやっても、これは全く意味がないと思いま

す。金融システム不安というものが出てきて、流動性需要が高まるようなことが

あれば別ですけれども、そういうものが出てきた場合には、即刻、手を打たなけ

ればいけないと思います。 

しかし、それは先ほどの数字で分かりますように、現状は貨幣数量説が妥当す

る状況ではなくて、幾ら出しても、流動性の罠というもので回らないんです。水

を飲みたい馬であれば良いけれども、水が飲みたくない馬を幾ら川のそばに連れ

ていっても、金を出しても駄目なんです。 

そういうことでございますから、数年という短いタームでは、物価は景気や需

給バランスに大きく左右されると思います。現在の日本経済はこういった流動性

の罠の状況の中にあるんで、その状況の下では、もはや金融政策から物価に働き

かけるということはできないと思っております。 

これは、標準的な経済理論の示すところで、まさにそうした理論どおりのこと

が起きていると思えてなりません。以上でございます。 

（竹中議員） 日銀の御主張はそうだと思うんですが、一方で、ゼロ・インフレにな

るまで、金融緩和を続けるということを、日銀は実は表明しておられる訳で、一

方で効果がないと言いながら、一方で緩和するというふうに言っておられる。こ

こはやはり少し議論の余地があるのだと思います。 

（平沼議員） 時間の関係があるから、私は余り言いませんけれども、今のお話だっ

たら、政府系金融に、水を飲みたい人たちが行列を作ってくるということはあり

得ない訳で、やはりそれは潤沢にしているけれども、銀行などというのは、ある

意味では、一部はそれで国債を買っているという動きだってある訳ですから、私

どもとしては、現実、中小企業全部調査してみましたけれども、大体８割の人た

ちが、金融機関に全く相手にしてもらえない。２割の内容の良いところに対して

は、むしろ、「借りろ、借りろ」と言って、うるさいくらい来るという現実とい

うのは、我々は認識しておかなきゃいけないと思います。 

（塩川議員） 私はもっと具体的なことをやらないと、学者の議論ばかりをやってい

ても、国民はぴんと来ないんじゃないですかね。それよりも、本当は、この前も

カラ売りを止めろと言ったら、幅があるんですね。そういうようなメッセージを

今は待っているんじゃないでしょうか。 

だから、中小企業も流動性資金の問題も言った、今、手形を割ってくれないん

ですよ。商業手形を割れと言ったら、流動性資金はずっとできるんです。今はも
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う手続が大変なんです。だから、流動性資金が伸びていっていないんです。です

から、今は、政府系金融に、例えば、国民金融公庫に手形割引の業務を増やして

くれと言っているんです。そういう問題も取り上げてもらわないと、設備投資も、

銀行は貸しませんから、親会社がこういう注文で発注を取ったらば、それを受け

て銀行が割ってくれるか何かですね。中小企業金融公庫とか国民生活金融公庫、

そういうことをやってやらないと、理論は分かるんですけれども、国民は、「ど

ないしてくれるんや」ということを言いますよ。 

（竹中議員） 今の点、大変重要です。奥田議員、どうぞ。 

（奥田議員） 今、大臣が言われましたけれども、中小企業の問題についても、私も

同意見です。この前申し上げましたけれども、やはり銀行にはお金がじゃぶじゃ

ぶしているけれども、銀行より先に金は行っていない。それを一体中小企業は受

けて、非常に苦しいという状況に今はなっているということは、これについては

何か言ってやらないといけない。 

もう１つ、製造業と言いますか、私どもの立場で言いますと、高コスト体質の

是正ということです。これは、従来から日本は競争力を付けるために高コスト体

質を是正しなきゃいけないということをやってきた訳ですから、やれば物価が下

がるということは当たり前の話であって、それが持続的に下がるのか、あるいは

どこで止まるのか、これは問題である。そういうのは一体デフレなのかデフレじ

ゃないのかとか、そこらは一遍はっきり定義をしなきゃいけない。 

（牛尾議員） 全体で高コストなんですから。 

（竹中議員） 済みません。本当に時間がなくなってしまったんですが、吉川議員。 

（吉川議員） 奥田議員がおっしゃった高コスト構造の是正というのは、日本経済に

とって大変重要な課題なのですが、高コストを下げるというのは、正しいことで

すが、それは相対価格の変更であって、全体の価格が持続的に下がっていくか、

上がっていくかということとは別のことだと思います。これは、日本とアメリカ

を比べていただくと良く分かることです。 

（塩川議員） 私はインフレターゲットということは言っていないんですけれども、

具体的に国会で答弁しているのは、1997 年、そのときが、一番物価が上がってお

ったんです。そこからずっと下がってきている。そこへ戻す。これが一番分かり

易い話なんです。だから、インフレターゲットという言葉を使うと、色々問題が

あるからというので、そういう具体的な話をしてもらわないと。これなどは、論

文ばかりなんです。 

（竹中議員） 本間議員、手短にお願いします。 

（本間議員） それぞれのお立場でベストを尽くされているということは理解できな

い訳じゃないんですが、そのことを今の時点で繰り返すことの後ろ向きのメッセ

ージというものをどういう具合に払拭するかということだろうと思います。それ

は、これまでの理屈を繰り返しても、今の局面の中で前向きに動いていかない訳

で、それは消極的ととられる。そこをどういう具合に、メッセージ性をどう高め

ていくかということは、やはり重要なポイントだと思います。総合的な調整機構
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が政府の中にないのではないかと不信感もある訳で、それを具体的にどういうメ

ッセージを出すかということ、財務大臣がおっしゃるとおりだろうと私は思いま

す。 

（塩川議員） 学者の会議とはちょっと馴染まないんですが、１回、証券取引所、日

本証券金融の責任者を呼んで、「あなたたちはカラ売りを、また、何をどうやっ

ているんだ」と。それを１回言ってみたらどうでしょうか。それを「我々の権限

でも何でもない」と言っていると、何ともならないですよ。証券取引所は今何を

やっているんですか。ここらをきちっと定める。これは、我々、権限がないもの

だから、何にもできないんですよ。いらいらしているばかりで、そうだからアナ

ウンスばかりやっている。そのアナウンスでも効く。呼んで、「こうしろ」とい

うことをやってみたらどうですか。 

（速水議員） 証券取引等監視委員会というのがあるじゃないですか。 

（塩川議員） 全然動いていない。 

（速水議員） それが動かないと駄目だと思うんです。 

（塩川議員） そこらを放ったらかしておいたら、幾ら理想を言ったって始まらない。 

（速水議員） １つだけ、私がさっきから言いたいことは、民間の需要をどうやって

起こしていくかということだと思うんです。それには規制を無くすとか、「官か

ら民へ」を早くやっていくとか、それが民間にコンフィデンスを与える。このま

までいけば上手く行くんだということを信じさせるように政策を打っていただき

たい。 

金融機関は、良いところへ貸すのは当たり前で、金融機関全部が不良貸出先対

策としても、何とかして収益を増やそうとしている訳です。収益を増やすために

は、貸出政策の効率化をやらなければならない。良いところへ貸して、悪いとこ

ろには金利を高めにする。そういうことを今やっている訳ですから、そういう流

れの１つは、自然な流れだと思うんで、その点は銀行の収益改善を応援してやり

たいと思っております。 

（平沼議員） ただ、貸し剥しとか、貸し渋りとか、それから酷いのは、政府系金融

機関に、「お前のところ、金を借りて来い」と言って、政府が保証したものを返

済に充てているという、モラルの低下というのがあることは事実ですから、私ど

もはそういう実態をよく見て、分かっていますので、その辺もしっかりやる。 

今日の予算委員会の議論でも、金融担当大臣にそういう意見が随分出ていたこ

とも事実です。 

（竹中議員） 皆さんが御心配されているように、これをどのように具体的に政策に

してアクションにするかということが、我々にまさに問われているのだと思いま

す。 

今日は限られた時間で、方向性については皆さん明示的にある程度示してくだ

さったと思います。まず第一に、デフレ対策というよりも、何と言っても、その

ベースにあるのは、構造改革を進めて経済を活性化させることだと。それがベー

スだと、これは皆さん合意だと思います。 
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デフレ対策ということに関しては、恐らく５つくらい皆さんおっしゃったと思

います。 

１つは、不良債権処理を更に進めること。 

第２点は、金融システムのリスクを軽減するための措置を取らなければいけな

い。 

第３点は、資産市場活性化対策が必要であろう。財務大臣がおっしゃったカラ

売りの規制とか、買取機構の早期始動とか、そういうものをやはり具体化しなけ

ればいけないということだと思います。 

第４番目は、中小企業に対するファイナンスの面でのセーフティー・ネットを

確保しなければいけない。 

第５番目が、金融政策について、これは金融現象であって、更なる努力をお願

いしたい。 

この５つをどういうふうに具体化するかということを、明日、これは実は総理

の方から各担当大臣にこの意味付けをお話しいただいて、それに基づいて具体策

を、先ほどから出ているように、それこそカラ売り規制をやるかということを出

していかなければ。 

（塩川議員） ３月は本当にどうにもならないようになりますよ。 

（竹中議員） 今週末にブッシュ大統領もいらっしゃるということで、メッセージ性

がすごく求められていると思いますので、早急にそれを各大臣に、具体策を出し

てもらう。必要があれば、ここでまた検討するという形に持っていくのがよろし

いのではないかと思うんですが。 

（塩川議員） 結構です。さっきおっしゃった５つの項目などは、何遍も聞いている

んですよ。去年から言っているものです。 

（牛尾議員）  株式市場は明らかに下振れして、日経平均が１万1,000円～１ 万2,000 

円くらいになれば、ほとんどの問題は解決する。経済雑誌でも１万1,000円～１万

2,000円が適正だということを数字で書いてある。結局、売り買いで低迷している

訳ですから、やはり株式買取機構をもっと有効に使うことや年金の活用、カラ売

り規制等を工夫するべきです。 

（塩川議員） 円安ですよ。 

（牛尾議員） 年末にやった税制改革も、もっと実行しやすいように推進しなければ

ならない。 

（竹中議員） 明日、総理から指示を出していただいて、月例経済報告関係閣僚会議

がありますので、それで一気に具体化するような形にもっていきたいと思います。

牛尾議員の方から、 後にこのペーパーについて簡単に説明をお願いします。 

（牛尾議員） 要するに、今、経済活性化という点で、ここに書いてあるプロジェク

ト「Brand Nippon」は、経済活性化政策の一種です。日本の競争力は円高の中で

は競争力を失っている訳ですが、仮に円高を是正して、せいぜい140～150 円にな

っても、周囲への競争力を失ってきている。ちょうどアメリカが198 0年に競争力

を失ったときに、「made in Americ a」 という調査報告書をＭＩＴの研究グルー
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プが出し、片方では、ヤング委員会で国民運動を展開した訳です。我々はもっと

冷静に国際競争力を高めることについて真剣に取り組む国民運動を展開すべきで

す。確かに日本の景気、経済というのは２、３割の大変に停滞していきた部分と、

２、３割の大変に進んでいる部分とがあるが、みんな低い方を見ている訳です。

高い方を見るようにしていかないといけない。そのために、今日提案しましたＭ 

ＩＴプロジェクトのようなものを「Brand Nippo n」という仮称の下に、産官学が

一緒になって、本当に競争力について徹底的に議論をするという運動を展開した

らどうだというのが今回の提案です。今日のテーマからやや外れているんで、問

題は分かりにくいと思いますけれども、そういうこともやっていきたいと思って

おります。 

（竹中議員） デフレにつきましても、今のような形で是非具体化に向けて努力をし

たいと思います。スタディ・グループは引き続き日常的に情報交換をして、是非

この議論を詰めておいていただきたいと思います。総理、お願いします。 

（小泉議長） 構造改革を進めていくためにも、デフレの阻止と、金融不安を起こさ

せない、これは不可欠ですから、そのために総合的、具体的に決意というのが目

に見えて分かるような形を出す必要があると思いますので、よろしく具体案を練

っていただきたいと思います。 

（塩川議員） 直接ぴんと利害関係に響くようにしてやらないと動かない。 

（牛尾議員） 今は観客なんです。 

（塩川議員） そうなんです。 

（牛尾議員） 一緒になって盛り上げないといけない訳です。 

（平沼議員）  「Brand Nippon」に関しては、私ども秋から集中的にやってきていま

すから、それには全面的に協力させていただきます。 

（竹中議員）  「Brand Nippon」は現在、まさに産業活性化の１つの応援団になると

ころだと思いますので、是非よろしくお願いします。国民的な運動になるようお

願いします。 

少し延長して申し訳ありませんでした。以上をもちまして、諮問会議を終了し

ます。 

（以 上） 
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