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平成 14 年第３回経済財政諮問会議議事要旨 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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された。 
   
○塩川議員提出資料について 
（竹中議員） 議事に入る前に、「平成 14 年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」に

ついて、塩川議員から御説明をお願いしたい。 
（塩川議員） これは「財政の中期展望」と言われていたもので、国会の要請で提出した

もの。現在の制度を基に、機械的に財務省が積算したものと見ていただきたい。主計
局長が説明する。 

（林主計局長） お手元の資料は、１月 25 日に御了承頂いた作成方針に基づき、平成 14
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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
らすかを、各省の協力を得て積上げ計算したもの。 

    前回御説明したとおり、マクロ経済指標の前提として、２つ仮置きした。「試算１」
が名目経済成長率を 0.5％ 、「試算２」が 16 年度以降を 2.5％ 、15 年度を 1.25％と
した場合である。歳出面については、国債費は、歳入・歳出の差額すべてを公債金で
賄われると仮定し、金利を 2.0％と仮置きして計算した。「試算１」では、国債費は、
国債残高の増により、各年度とも 0.5 兆円程度増加する。地方交付税等については、
法定税率分を、名目経済成長率×弾性値 1.2 として、地方の財源不足に係る特例加算
等につき、地財計画を国と同様に見積もり、国負担分を推計した。15 年度は交付税
特別会計借入の廃止等により、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、それぞれ対前年度 2.2 兆円、1.6 兆円の増加になっている。一般歳出で、社
会保障関係費については、過去の平均伸率等により推計した。各年度とも対前年度
0.9 兆円から 1.1 兆円の増加となる。公共事業関係費は、投資分につき前年度同額と
仮置きした。16 年度以降若干増えるが、これはＮＴＴ無利子貸付に係る償還時の補
助金を計上したため。その他の一般歳出については、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している。 

    歳入の税収は、名目経済成長率に弾性値 1.1 を掛け、税制改正の影響等を織り込ん
で試算した。平成 15 年度は、定額郵貯の集中満期の影響剥落等により税収減になる。
その他収入は、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
した。 

    この結果、歳出と歳入の差額は、15 年度で 35.6 兆円で、その後も毎年度拡大する。 
  成長率の前提をより高く設定した「試算２」では税収増となり、「試算１」に比べ、
差額が縮まってくる。 

    なお、一番下は内閣府試算との比較である。両者は試算の前提・手法において異な
っており、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
際の一つの参考、手がかりとして活用できる。 

（奥田議員） 来年も同じように行うのか。 
（林主計局長） 御議論も踏まえて検討したい。 
 
○デフレ問題について 
（竹中議員） デフレ問題に移りたい。デフレ対策は、政策の中心的課題として浮上して

いる。昨年立ち上げたスタディ・グループで論点の取りまとめをした。関連する景気
の現状等を説明し、議論を深めたい。 

（小平政策統括官） 「デフレ問題の論点整理」に沿って御説明する。 
    スタディ・グループの成果だが、デフレ問題に関係する政府、日本銀行の実務担当

者が一堂に会し、率直な意見交換を行ったことが、第一の成果。意見交換を通じて共
通認識を更に深めることができた。 

    ２ページは、意見交換の際の問題意識で、第一は「デフレの現状認識－注目すべき
特徴は何か」。第二は「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」。第三は「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。 
  ３ページは、現状認識。デフレを「物価が持続的に下落する状態」と定義すると、
現状は、緩やかなデフレ状態にある。「注目すべき特徴」を３つ挙げた。 

    第一は、需給ギャップ拡大による物価下落で、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。景気低迷の背景には、資産価格の下落、不良債権、過剰



 

 3

債務問題、それらによる金融システムの機能不全、産業構造調整の遅れがある。これ
らが、財政金融政策の制約や障害となって、将来不安、デフレ期待と相俟って、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。 

    第二が、供給サイドの要因が集中したことによる物価の下落で、効率化圧力の高ま
り、輸入物価の下落等がある。 

    第三が、金融的な要因。不良債権、過剰債務問題により、金融政策の効果が発揮さ
れていない問題や、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。 

    ４ページは、「デフレの何が問題なのか」という点。第一に、実質金利が上昇し、
総需要が抑制される。第二に、実質債務負担が高まる。第三に、賃金の調整が難しく、
それが生産減少、雇用削減をもたらす。こういうことが顕在化すると、景気低迷やデ
フレ期待により、消費・投資の先送りや、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。また、景気低迷で、資産価格が下落すると、
更にそれがデフレを悪化させる。 

    以上は、不良債権処理の遅れの要因で、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。 
 ５ページは、構造改革との関係で、第一に、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ことで、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ことで、需要不足解消にも寄与する。第二に、産業効率化
の過程で、内外価格差の縮小とか、相対価格の変化で、構造改革の過程で資源が円滑
に移動する。新規需要の創出を通じて、デフレ解消につながる。 

    ６ページは、「政策の対応を考える上での留意点」。デフレを防止し、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している。 

    ７ページは、「構造改革下の政策対応で留意すべき点」で、具体的な内容を書いた。 
    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克服が、留意すべ

き点。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。
また、「デフレ・スパイラルにつなげない政策運営」で、雇用面でのセーフティー・
ネットの拡充が必要で、「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。 

（竹中議員） 関連する現状報告を岩田政策統括官から。 
（岩田政策統括官） 「日本経済の現状」という図表で、御説明したい。 

１ページで、世界経済は、これまで同時減速と言っていたが、アメリカの景気は、
明るさがかなり増してきた。2001 年第４四半期のＧＤＰは大方のエコノミストの予
想を裏切ってプラスとなった。２つ理由があり、一つは、実質個人消費が 5.4 ％と
非常に高い伸びを示した。「これでも景気後退か」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。信頼感指数等も回復している。 
  ２ページで、失業率も僅かに下がった。雇用者の減少幅もかなり減ってきた。ここ
では単位労働コストと失業率の関係を示したが、単位労働コスト、企業にとっての労
働費用が嵩むと、人減らしが必要になる。アメリカでは、生産性が上がっており、賃
金コストは既にピークアウトしている。失業率は恐らく、今後、若干上がるかもしれ
ないが、その後はむしろ下がってくるだろう。 

    16 ページで、同じ関係を日本について記した。日本の場合は、生産が大幅に減少
し、賃金はむしろ下がっている。しかし、生産が更に落ち、賃金コストの方は、むし
ろ急速に上昇している。企業とすれば、更に人減らしをしなければいけないことを意
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味する。失業率は、今後、少し上昇するのではないか。 
    しかし、15 ページで、日本もアメリカと同様に、ＩＴ関連の在庫循環、在庫調整

は相当進んできており、これから底入れ、下げ止まりというのがＩＴ部門に出ている
のではないか。これまでの日本経済は長いトンネルだったが、ある意味では、ほのか
な明かり、出口が見え始めたのではないか。 

    ４ページに戻り、アメリカと日本の経済は、このような状況だが、アメリカは、物
価がこのところかなり落ち着いており、ディスインフレーションだと言われる。 生
産者物価では、むしろマイナス。消費者物価では、まだ 1.6％ とか 2.7％という数字
で、少しずつディスインフレが進んでいる状況。 

    ５ページで、アジアでは中国の成長率が７％ぐらいに落ち、物価が下がるという現
象がある。既に 98 年、99 年にも緩やかな物価下落が７％成長下で起こった。最近は、
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消費者物価がマイナスに
なっており、アジアを中心にややデフレ的な傾向が出ている。 

    次に、日本の物価の動向について、デフレが定着したのは 90 年代半ば以降、ＧＤ
Ｐデフレーターでマイナスになった。輸入物価と為替レートについて、86～87 年、
あるいは 90 年代の前半、あるいは98～99 年と大幅に円高になると、その時期には輸
入物価が大幅に下がる。並行して国内の卸売物価も下がってマイナスを記録する。    
為替レートの動きは、物価に対して大きな影響を持ったのではないか。 

    ７ページで、金融政策は、マネーサプライ、マネタリーベースを見ると、90 年代
前半は、むしろマイナスになっていた。これは円高傾向と併せて、資産価格も同時に
急落した。こうした要因が重なり、90 年代前半にデフレマインドが形成された。 

    ８ページは、いわゆるフィリップスカーブで、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るが、インフレ期待が静まると、下の方
にシフトする。80 年代前半と後半とを比べると、下にシフトしている。円高が進ん
だ時期に、デフレあるいはディスインフレの最初の段階、それから緩やかなデフレの
段階という２段階でインフレ期待の調整が進んだのではないか。 

    今のデフレは、デフレ・スパイラルかと国会等で質問されると、我々はそうではな
いと答えている。 

    ９ページで、デフレ・スパイラルとは、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だろう。生産は大幅に持ち直しているが、消費者物価を比較する
と、アメリカでは 1929 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
ナスで続いた。現在の消費者物価の下落幅は１％程度なので、それと比べると、まだ
緩やかである。 

    日本の 20 年代、30 年代は、金解禁の時期だが、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、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。 

    ただ、戦前の教訓で、スパイラルから、どう脱出したかだが、それが 10 ページ。
アメリカでは 32 年、33 年とルーズベルト大統領が出てきて、ニューディールをやっ
たが、同時に、バンクホリデーをやり、その後金融緩和で、国債の連銀保有比率を４％
から 12％ぐらいの３倍ぐらいに増やしている。こういうことがあって、ダウの株等
が底打ちした。 
  日本の場合も、高橋是清が日銀の国債保有比率を３％ぐらいから８％ぐらいまで倍
以上も上げて、株価が底入れして上がっていった。物価の方も、その時点を境に上が
っていく。これらはスパイラルに陥ったときの戦前の経験である。 

（竹中議員） 以上が基本的な考え方と事実関係の整理であり、これに基づいて議論を深
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めていただきたい。速水議員。 
（速水議員）  資料を配布したが、資料を細かく説明するより、デフレ脱却への私どもの

決意や、そのための方策に絞って簡単に申し上げたい。 
  第一に、スタディ・グループ報告書にあるデフレの原因、政策対応の留意点につい
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、大きな違和感は
ない。 

    第二に、デフレ脱却の決意だが、６ページにあるように、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し、極めてアグレッシブな資金供給を実施した。
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、世界の
中央銀行の歴史に例のない金融緩和を決定した。この枠組みを、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ことを宣言した。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、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、デ
フレ脱却への強い決意は、政府と日本銀行でしっかり共有されている。 

    第三に、デフレ脱却の方策に関連して、４つ申し上げたい。 
    １つ目は、物価は経済活動の体温、すなわち、さまざまな経済現象の結果として表

われるものであり、物価だけに目を向けるのではなく、背景にある経済全体の基礎体
力を回復させ、これを高めないとデフレからの脱却はできない。10 ページで、１月
のマネタリーベースが前年比 23.4％と増えているが、マネーサプライは 3.6％、貸出
はマイナス 3.4 ％、実体経済は若干のマイナスとなっている。23.4％は、狂乱物価
のときとほぼ同水準であり、当時は、マネーサプライや物価も 20％を超える伸びを
示していた。現在のマネーサプライの伸びは、僅か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。 

    ２つ目に、構造改革とデフレの関係について。日本経済の将来を切り開くためには、
構造改革が必要。９ページのグラフの右半分が伸びていないのは、資金を供給しても
それが活きていかないことを表している。民需主導の成長が実現すれば、デフレ脱却
も実現できる。11 ページにあるように、構造改革や財政再建の過程では、短期的に
低成長や需給バランスの悪化が、物価低下圧力として働くことを十分考えておく必要
がある。構造改革の過程では、デフレ・スパイラル防止を政策の重点に置くべき。２
ページで、消費者物価指数が前年比で 0.6％下がっているが、この下にあるマイナス
2.6％は輸入品及び輸入関連商品であり、このウエイトは 18％。上のマイナス 0.2％
は、輸入品以外の商品・サービスで、これが８割ぐらいある。日本は、内外価格差が
高かったし、中国辺りから安いものがどんどん入り、これが消費者物価指数をかなり
引き下げている。３ページで、先進７か国の物価の傾向を見ると、ずっと上昇率が下
がってきているが、ベルリンの壁崩壊以降、一段と下がり始めている。グローバリゼ
ーションで競争が激しくなり、市場が一つになる、あるいは東側の安いものが入って
くることで、物価上昇率は少しずつ下がってきて、2000 年に少し上がり、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。「痛み」があるから、
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う。 

    ３つ目に、デフレ脱却に向けては、12 ページにあるように、日本銀行は今後とも
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。また、
ロンバート型貸出制度なども活用し、流動性の不安を未然に防ぐ。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、「最後の貸
し手」として金融システムの安定に貢献したい。このような役割は、中央銀行しか果
たすことができないし、デフレ脱却のためにも、大きな貢献になる。 
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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れば、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。 
４つ目に、構造改革を力強く進めていく観点から、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早く本格化することが重要だ。 
（塩川議員）  ロンバート貸出は、現在どのぐらい活用されているのか。 
（速水議員）  ごく短期に貸しており、残高としてはほとんどない。 
（塩川議員）  これを活用すると、信用に悪影響は出ないか。 
（速水議員）  非公表となっており、そのようなことはない。 
（竹中議員）  平沼議員。 
（平沼議員）  スタディ・グループの発表で、足下のデフレが日本経済最大の障害であり、

需給ギャップがその最大の要因であるという分析がなされ、それについて政府と日銀
が認識を一致させたことは評価したい。 

    現在のデフレは、日本経済の足腰を極めて弱らせており、最近のトリプル安もあり、
政府、日銀の一体となった取組みが絶対に必要だ。 

    基本認識として、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。日本の色々な問題は、外国から借金している訳では
なく、自己完結できるものであり、殊更不安がる必要はない。 

    一方で、失業、倒産の増加、信用コストの増大といった実体経済への影響について
は、強い危機感を持って、先手先手で対応すべきだ。現行のセーフティー・ネットの
活用を中心に、金融システム安定化に万全を尽くすことが必要で、実体経済上の危機
を未然に防止するよう、トリプル安を回避しつつ、デフレについて具体策を講じる。
これを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が重要である。 

    対応策として、金融、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活性化策の拡充により万全を尽くすべきだ。 

    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をきちっとすべき
だ。例えば、東証等の上場廃止基準の厳格化。３年間債務超過の場合などは上場廃止
すべきだろう。また、特別検査の明確化。対象となった債務者の選定基準だとか、債
務者区分、引当額の基準等を明確にすべきだろう。 

    資産市場活性化については、例えば、公的年金の積立金の運用における株式投資の
比率は、2008 年までに 12％とするという目標があるが、これの活用を考える。また、
公務員が日本版 401K を利用可能とする制度改正。公務員共済年金基金は約 37 兆円で
あるが、現行の株式投資比率は 13.5％で、この資産も活性化に向けて考えていくべ
きではないか。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
も検討したらどうか。 

    もう１つは、中小企業に対する金融補完で、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。既に行っているセーフティー・ネット保証・融資を更に積極的
に活用する必要があるだろう。平成 15 年３月までの間に４兆 7,000 億円の保証・融
資の予算は手当済みだが、平成 12 年度補正で約 1,200 億円、平成13 年度１次補正で
約 1,400 億円、これを着実に実施し中小企業対策を行う。昨秋の臨時国会で売掛債権
担保融資保証を創設した。まだ実績が増えていないが、２兆円規模で予算措置をして
あり、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る。また、
特別保証については既に返済条件変更を弾力化している。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
として効いてくるだろう。 
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消費・投資喚起のための税制改革なども御議論いただければ良いのではないか。 
    雇用セーフティー・ネットの充実では、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なども必要だ。 
    金融政策では、引き続き円滑な流動性供給を期待している。随分流動性は高まって

いるが、銀行までで、そこから下にお金が降りておらず、政府系金融機関が肩代わり
している事実がある。そこは大きなポイントだろう。 

    デフレの一端は、グローバリゼーション等による国際的価格水準の低下や、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あり、具
体的に色々やっているが、競争力強化等に一刻も早く乗り出すべき。規制緩和、高コ
スト構造是正、中小企業対策などと併せ、次世代技術開発の強化とか、人材競争力の
強化、産業資本の拡大、中長期の問題として東アジア経済圏の確立というようなこと
を総合的にやっていく必要があるだろう。 

（吉川議員）  デフレに関して２点申し上げる。 
    １つは、マイナス面を消すということ。既に何回も議論されてきたが、不良債権処

理だ。速水議員提出資料の 10 ページに、マネタリーベースとマネーサプライ、銀行
の貸出が並んだ図があるが、日本の金融システムに問題があることが分かる。不良債
権処理は、長く言われてきたが、抜本的解決が必要だ。 

    もう 1 つは、プラスを伸ばす。この諮問会議で今後活性化について議論されるが、
これを少しでも前倒しで実行していくべきだ。 

    デフレ対策は、詰まるところ持続的な経済成長を見出すことであって、これが世界
から日本に期待されている。昨年議論した平成 14 年度予算でも、中身の見直しを大
きな方針としたが、要するに、経済全体の中身を見直して、持続的な経済成長を生み
出すというのが構造改革だと理解している。デフレ対策と構造改革は、対立する命題
ではない。 

（本間議員）  デフレ問題は、極めて深刻な時期に近づきつつあるのではないか。これま
で政府、日銀は、それぞれベストを尽くしてきたが、必ずしもトータルなイメージと
して、デフレに前向きにつながっていないことに危惧を感じている。 

    デフレは、実物的な要素が十分影響しているが、マネタリー（金融的）な要素も非
常に大きい。その点で、マネタリーな面の政策をどのように運営するか、もう一段踏
み込みが必要だろう。例えば、中期展望では、物価が、来年以降プラス領域に入ると
明示している。その政府の方針と、日銀がゼロをターゲットにしていることとをどう
いう具合に政策目標として近付けるかは、政府、日銀が一体となって問題に取り組む
象徴的な意味を持つ。整合性を取ることが肝要であり、具体的施策でも、日銀は極め
て冷静に分析しているが、謙虚過ぎないか。 

    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、ロジックの面で、国民に分かり易く、政策運営にきちん
としたメッセージを織り込むことが求められている。 

（牛尾議員）  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
るという前向きさに乏しい。現在の経済問題は、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おり、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いった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、今年は落ちるが、昨年の決算
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向ではっきり出ている。    
1997 年にビジネス・ウィーク誌は、日本の中で、経済効率が高く、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
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ャパン」という二重構造があることを指摘した。この「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だ。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。 

    規制撤廃などで「官から民へ」の経済の配分を増やすとか、文化、健康、環境とい
うものを経済単位にするとか、韓国やシンガポールや台湾などの国際経済圏との連携
も考えるとか、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も、前へ行かない気がする。競
争力の維持をもっと真剣に考えるべきだ。事実、競争力で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。それを
もっと強くして、大きくしていくことを同時に考えていく政策を出すことが必要であ
る。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だろう。 

（片山議員）  構造改革の推進は、短期的には需給バランスを悪化させると御指摘があっ
たが、構造改革の集中調整期間を仮に２年とすれば、その間どういう対応を取るのか
をはっきりさせる必要があると思う。 

    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重要で、マイン
ド対策を含め、何か必要な気がする。４月のペイオフ解禁には多くの心配があり、総
理から、断じて万全の対応を取るので絶対大丈夫だ、とはっきり言われることも必要
ではないか。国民に安心感を与えることが、危機乗切りの１つの手段だろう。 

（速水議員） 量的緩和の面では、現在、潤沢に資金を供給しており、金融市場ではお金
が足りなくなるという心配はない。金融システム不安から流動性需要が高まれば、即
刻、手を打たねばならない。しかし、資料でも分かるように、現状は貨幣数量説が妥
当する状況ではなく、幾ら資金を出しても流動性の罠のため回らない。数年のターム
では、物価は景気や需給バランスに大きく左右される。現在の日本経済は、流動性の
罠の状況にあり、もはや金融政策から物価に働きかけることはできないという、標準
的経済理論の示す状況となっている。 

（竹中議員） 日銀の主張はそうだろうが、他方で、ゼロ・インフレになるまで金融緩和
を続けると表明している。一方で効果がないと言いながら、一方で緩和すると言って
いる。ここは議論の余地がある。 

（平沼議員） 今のお話のとおりだったら、政府系金融に水を飲みたい人たちが行列を作
ることはあり得ない。潤沢な資金で銀行が国債を買う動きもある。中小企業を調査し
たら、大体８割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
は、「もっと借りろ」と言って、うるさいくらい来る、という現実を認識すべきだ。 

（塩川議員）もっと具体的なことをやらないと国民には分からない。この前もカラ売りを
止めろと言ったら効果があった。そういうメッセージが待たれているのではないか。 
  中小企業でも、手形を割ってくれたら、流動性資金ができるはずだが、手続が大変
で、今、手形を割ってくれない。そこで、政府系金融に、例えば、国民金融公庫、中
小公庫に手形割引の業務を追加することを検討してみてはどうかと言っている。 

（竹中議員）  今の点は大変重要である。 
（奥田議員）  中小企業の問題について私も同意見。銀行には金があるが、銀行より先に

は行っていない。中小企業は非常に苦しい状況になっている。 
  もう一つ、製造業の立場では、高コスト体質の是正が大事だ。従来から競争力を付
けるために高コスト体質是正をやってきたが、やれば物価が下がるのは当たり前で、
これが、いったいデフレなのか否かを、いっぺんはっきり定義をすべきだろう。 

（牛尾議員） 全体的に高コストだ。 
（吉川議員） 高コスト構造是正は、日本経済に大変重要な課題だが、これは相対価格の
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変更であって、全体の価格が持続的に下がるか、上がるかとは別問題である。日本と
アメリカを比べると良く分かる。 

（塩川議員）  1997 年に物価が一番上がっていて、そこからずっと下がってきている。
そこへ戻すというのが一番分かり易い。インフレターゲットと言わずとも、具体的な
話をして欲しい。 

（本間議員）  それぞれの立場でベストを尽くしているのは理解できるが、そのことを繰
り返すのでは、後ろ向きのメッセージとなる。これは払拭すべき。これまでの理屈を
繰り返しても、前向きに動いていかない。どういう具合にメッセージ性を高めるかは
重要なポイントだ。総合的な調整機構が政府の中にないのではないかと不信感もある
ので、具体的にどういうメッセージを出すかだ。 

（塩川議員）  証券取引所、日証金の責任者を呼んで、カラ売りなどの実態を聞いてはど
うか。 

（速水議員） 私が言いたいのは、民間の需要をどうやって起こしていくかだ。規制を無
くすとか、「官から民へ」を早くやるとか、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という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、良いところへ貸して、悪いところ
には金利を高めにするのは自然な流れであり、銀行の収益改善を応援してやりたい。 

（平沼議員） 貸し剥し、貸し渋りとか、酷いのは、政府系金融機関から借りさせて返済
に充てるようなモラルの低下も事実としてある。実態をよく見て、しっかりやるべき。 

（竹中議員） 皆さんが御心配のように、どのように具体的に政策にしてアクションにす
るかが、まさに問われている。今日は限られた時間だったが、皆さんから、方向性に
ついてはある程度示された。第一に、デフレ対策といっても、構造改革を進めて経済
を活性化させることがベースだと。これは皆さんの合意だろう。 
  デフレ対策に関しては、５つくらいあった。 
第１点は、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ること。 
  第３点は、資産市場活性化対策が必要であること。カラ売り規制とか、買取機構の
早期始動とかを具体化すべき。 

    第４点は、中小企業のファイナンス面のセーフティー・ネットを確保すべきこと。 
    第５点は、これは金融現象であって、金融政策も更なる努力を要すること。 
    この５つをどう具体化するか、明日、総理から各担当大臣にお話しいただき、それ

に基づいて具体策を、例えば、カラ売り規制などを含めて出していくこととしたい。 
（塩川議員） きっちり対応しないといけない。 
（竹中議員） 早急に各大臣から具体策を出してもらう。必要があれば、ここでまた検討

したいがどうか。 
（塩川議員） 賛成。ただし、５項目は、去年から言っているものだ。 
（牛尾議員） 株式市場は明らかに下振れしている。日経平均が１万 1,000～2,000 円く

らいになれば、ほとんどの問題は解決する。結局、売り買いで低迷している訳で、株
式買取機構の有効活用や年金の活用、カラ売り規制とか工夫すべきだ。年末の税制改
革も、もっと実行しやすいように推進すべき。 

（竹中議員） 動かすという意味でも、明日、総理から指示を出していただき、具体化し
ていきたい。最後に、牛尾議員から、「Brand Nippon」プロジェクトについて説明頂
きたい。 

（牛尾議員）  このプロジェクト「Brand Nippon」は、経済活性化政策の一種である。円
高の中で日本は競争力を失っているが、仮に円高を是正しても、周囲への競争力を失
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ってきている。アメリカが 1980 年に競争力を失ったときに、「made in America」と
いう調査報告書をＭＩＴの研究グループが出し、片方では、ヤング委員会で国民運動
を展開した。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だ。日本の経済には、２、３割の停滞した部分と、２、３割の
大変進んでいる部分とがあるが、みんな低い方ばかりを見ている。高い方を見ないと
いけない。そのため、ＭＩＴプロジェクトのようなものを「Brand Nippon」という仮
称の下に、産学官が一緒になって、本当に競争力について徹底的に議論をする運動を
展開してはどうかというのが今回の提案である。 

（竹中議員）  デフレについても、是非具体化に向けて努力したい。スタディ・グループ
は引き続き日常的に情報交換をして、議論を詰めて欲しい。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、デフレ阻止と、金融不安を起こさせない
ことは不可欠である。そのために総合的、具体的に、決意が目に見えて分かるような
形を出す必要があると思う。具体案を練っていただきたい。 

（塩川議員） 直接響くような実効ある具体策をまとめないと。 
（牛尾議員）  一緒になって盛り上げないといけない。 
（平沼議員）  「Brand Nippon」については、全面的に協力したい。 
（竹中議員） 「Brand Nippon」は産業活性化の１つの応援団になると思う。国民的な運

動になるようお願いしたい。以上で、諮問会議を終了する。 
 

（以 上） 
 


