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経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 14 年第４回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 2 月 15  日(金) 19:00～20:05 

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    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 

○デフレ対応策に関する総理指示を受けての意見交換 

3．閉会 

（配布資料） 

○総理指示（「早急に取り組むべきデフレ対応策」について） 

○早急に取り組むべきデフレ対応の項目 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、今年４回目の経済財政諮問会議であります。本日は、あり

がとうございます。 

今日は、デフレに関する集中審議でございまして、13日に御承知のように総理

から指示がございました。それについて、非常に具体的かつ自由に御議論をいた

だきたいというふうに思います。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、片山大臣は所用のため、若松副大臣に御出席をいただ

いております。 
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今日は、本当にフリートーキングで、私は別に司会もやりません。私も含めて、

フリーにディスカッションをしまして、必要な政策を是非議論していただきたい

と思います。 

総理は、最初30分ぐらいというお話でございますので、まず民間議員からとい

う御希望がありますので、民間議員に御発言いただいて、柳澤臨時議員、平沼議

員、各自御自由に御議論いただきたいと思います。 

それでは、どなたからでもどうぞ自由に口火を切ってください。 

○デフレ対応策に関する総理指示を受けての意見交換

（牛尾議員） 前回、塩川大臣からもお話が有り、今、色々なことが議論されていま

すけれども、私は経済同友会等での色々な人の意見を総合しますと、日本の株価

は、１万2,00 0円～3,00 0円ぐらいが適正な数値と考えられ、それが、異常なカラ

売りによって9,200円まで落ちて、それで我々は率直に言って、これは本来、東証

のするべき責任なんですね。同時に、柳澤金融担当大臣は市場政策の担当でもあ

ります。過剰な株が下落するような仕組みは、当然、懲罰的にするべきだという

ことで、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、バークレイズキャピタル

等、証券会社がカラ売り規制に違反があって、これをきちっと取り締まりました。 

２月１日ぐらいから、だんだん売りが減ってきまして、買いが増えてまいりま

して、２月12日を交点に完全に外資系が買いになりました。これは、明らかに政

府の凄い態度に対して、慌ててカラ売りしたのを買い戻した訳です。一番心配な

のは、ブッシュ大統領の帰った後ぐらいに、またこの辺で売ろうかという気持ち

が出るかもしれない。そういう点で、カラ売り規制は、東京証券取引所が情勢を

見ながら、的確にやっていくべきです。 

例えば、株を借りる場合、借りる側が借りたことにして株を動かしてないとか、

主に生保などの貸す側が、貸株というのは保証で儲かりますから、非常に安易に、

しかもルーズにやっているところは、きちっと的確に、杓子定規に取り締まるべ

きだということを、私は経済財政諮問会議議員ではなくて、経済人として主張し

ております。明らかに、売りが減ってきて買いが増えてきた。 

もう１つは、信用の売り買いです。信用の売り買いというのは、相場が著しく

問題があるときには、手数料や信用の保証額というものを上げる訳です。信用の

量が少ないように。本来、株価というのは、現物の売り買いで形成されるべきだ

が、市場を活性化するためにカラ売り、カラ買いを認められ、先物取引などもあ

り実態から剥離していく。現在、日本の生保、銀行が一番悩んでいるのは、株価

が異常に低く、大きな損失になっていることです。 

私は、１万3,00 0円の力しかないものを２万円にしようと、それはもうプライ

ス・キーピング・オペレーションでよくないですけれども、本来はそのぐらいの

ものがそこまで下がっている。それが分かったのは、この間も言ったように、野

村證券の400社という中枢の業績を見ると、来年３月の業績は去年の３月の業績の

大体７割から８割戻るんです。そういう点では、大変に面白い数字だと思うので、
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是非、政府もそういう流れを作って欲しいということを申し上げたいと思います。

（吉川議員） 考えているところを率直に言わせていただきたいと思います。 

政府のデフレ対応ということで、５つポイントが挙がっていますが、私は、１

番目の不良債権処理、２番目の金融システムの安定、４番目の貸し渋り対策に関

して、２つ意見を言わせていただきます。 

１番目は、不良債権処理との関係で、日本の金融システム、銀行部門が健全か

どうか、それに伴って公的資金の投入が必要かどうかということが、今、１つの

大きな問題な訳ですが、私は「問題あり」だと思います。公的資金の投入が必要

だという考えです。 

これは、金融庁は、勿論違った考えをお持ちで、「現在、10％以上の自己資本

比率を保っている。したがって、大丈夫だ。」というお考えだと思いますが、た

だこれは少し論点がずれているんではないかと思います。単に、この３月期に大

丈夫かどうかということではなくて、この問題が完全に打ち止めと言いますか、

完全にこれで大丈夫だということが大切なので、３月を越えて、では９月はどう

なんだという問題が出てくるようでは、おかしいのではないか。変な喩えですが、

船がナイアガラの滝に向かっているときに、今はまだ落ちていない、しかし船は

ナイアガラの滝の方に進んでいるというときに、それを大丈夫だという表現が適

当なのかどうか。その比喩で言わんとすることは、現在だけではなくて、将来に

向けて日本の銀行部門が大丈夫かどうかということが問題だと思います。 

では、これはどういう基準で見ればいいか。これはよく言われるように、銀行

の株価、あるいは銀行の格付、調達金利ということで見るべきだ。それは、マー

ケットが、その銀行が大丈夫かどうかということを、将来に向かって銀行のリス

クや何かを評価しているということですが、これで見ますと、個別の銀行でも問

題のところがある訳です。 

これに対して、株の水準自体が必ずしも適当ではない。俗に言う、風評や何か

もあるのではないかという議論もありますが、しかし、それは金融庁自身がやら

れている特別検査のロジック、論理と矛盾すると思います。現在、工程表の下で

進められている特別検査は、借り手である企業の株価とかを見て、その企業が将

来に向けて本当に生き残ってビジネスをやっていけるかどうか、株価も考慮に入

れて検査をしようという論理な訳ですから、それであれば銀行自身の株について

もやはり同じ論理が適用されて然るべきではないかと思います。これが第１点で

す。 

銀行のバランスシートに関する問題というのは、この会議でもさんざん問題に

なった、金融危機の地雷を踏まないということで、大変大切なのですが、それを

クリアーしても、第２点として日本の銀行部門にとって大切なことは、きちっと

収益を上げる。銀行業が１つのビジネスとして、然るべき収益を上げなければい

けないということがあります。 

この点は、実は、デフレ対応の４番目の貸し渋り対策とも関係してきます。現

在、銀行部門が必ずしも健全ではない。中小企業が特にそのしわ寄せを非常に強
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く受けているという面はあると思います。したがって、それについては然るべき

対応を考えなければいけない。しかしながら、中小企業だから全部救わなければ

いけないという考え方は、構造改革に反するものだと思います。これでは、いわ

ば無駄な公共工事をするのと全く同じことになってしまう。やはり、将来もちゃ

んとビジネスをやっていけるような中小企業と、残念ながら役割を終えた中小企

業をきちっと分けないと、これは構造改革のスピリットに反するのではないかと

思います。 

そこのところを銀行がきちっと見分けた上で、中小企業にお金を貸す。お金を

貸すときには、やはりリスクがあるから、それに見合った金利を銀行が然るべく

取るというのは間違っていない。これは前回の会議で、たしか速水総裁がおっし

ゃったと思います。それは正しいと思います。そのことを認めて、銀行業はきち

っとした収益を上げる。それが銀行部門の将来のあるべき姿だということを否定

してはいけない。しかし、足元では中小企業が確かに困っている面があるから、

中小企業なら全部救うというのではなくて、きちっと選り分けた上で、然るべき

対策を考える。これが、ポイント４「貸し渋り対策」を考える上でひとつの重要

な点ではないかと考えます。 

以上です。 

（竹中議員） できるだけ手短に、どういう政策をやるべきか、という点に是非焦点

を当てて御議論をいただきたいと思います。奥田議員、お願いいたします。 

（奥田議員） 私は、切り口が色々あると思うんですが、資産市場の活性化という点

でちょっとお話したいと思います。 

２つございまして、１つは株式市場の対策。今、牛尾さんおっしゃられました

が、やはりどうしても株価を上げれば、相当のものが解決できるということです

から、どうしても株価を上げるということに積極的に動くべきだろうと思います。

そういうことで、銀行等の保有株式取得機構を積極的に活用する。そして、株式

市場を改善する。 

この前、平沼大臣からお話がございましたが、例の公的年金の一部前倒し、こ

れは200 8年までに12％までやれるという、これはもう既にポートフォリオはでき

ている訳ですから、これは使えるだろうと思います。 

先ほど牛尾さんからお話がありましたが、カラ売りの規制を強化する。これは

証券取引所を通じてやれるんではないかと思います。そういうことが、株式につ

いてはやはり必要だろうと思います。 

土地取引でございますが、これについても活性化地価対策というのをやらなけ

ればいけないだろうと思います。これは、具体的には土地の流動化の促進を考え

る。それから、規制緩和等によって都市再生の推進を行う。 

住宅に関する税制改正、これは色々なところに出ておりますが、いわゆる住宅

ローン、住宅取得の所得控除の導入とか、あるいは住宅ローンの税額控除制度の

拡充、これは既に行われております。住宅取得に関わる贈与税の基礎控除額を拡

充する。例えば、現行550万ですが、これを倍にするとか、あるいは不動産流通課
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税の見直しをやる。 

もう１つ、投資減税ということでございますが、研究開発税制の見直しをする。 

設備投資減税の拡充。例えば、パソコンとか低公害車、こういうものについて

設備投資をすれば減税をする。 

こういうところで、インセンティブと言いますか刺激を与えながら、資産市場

を活性化させるということが、デフレ対策についてのひとつの道ではないかとい

うふうに考えております。 

（平沼議員） 私はやはり不良債権処理というのは、一番大きな問題だと思っていま

す。不良債権処理につきましては、従来からの経緯、方針がありますので、新し

い方向付けというのは、なかなか困難なことだと思いますけれども、その中で、

先ほどもお話が出ていましたけれども、市場に対して如何に有効なメッセージを

発出できるかが勝負ではないかと思っています。 

第１番目として、今般行っている特別検査の結果を、銀行決算に反映させると

ともに、その際の分類、引当の妥当性を十分開示をするということが必要で、説

明することも当然必要だと思っています。それは、金融当局としては、今までし

てきましたけれども、当然の責任だと思っています。 

第２に、その検査によって必要となる引当を講じた結果、自己資本が著しく不

足する銀行が判明した場合には、やはりシステミックリスクの有無をちゃんと判

断をした上で、これは吉川議員と同じですけれども、所要の公的資金の注入を実

施すべきではないかと思います。 

これは、予防的資本注入ではなくて、厳格な引当の結果として、資本注入する

事態を想定しておくということでありまして、そういうことも政府が念頭に置い

ているということを明確に宣言することが、やはり今、非常に注目していますか

ら、私は必要だと思います。 

３番目に、不良債権処理の促進のために、ＲＣＣをより有効に機能させるとい

うことが考えられるべきではないかと思っています。ＲＣＣの買取債券の証券化

策を本格的に進めるためには、色々方策がありまして、例えば、日本のサイドで

は証券化するために、色々技術的には習熟していないという点があると思います

けれども、そういうときにはアウトソーシングで、専門家の人たちの意見も反映

しながら、ここは実際に動くＲＣＣ、そういうことの取組が必要ではないかと思

っております。 

金融的問題を抜本的に解決するに当たっては、これはもう、そういう基本方針

に出ていますけれども、政府と日銀がスクラムを組んで取り組むという、しっか

りとした姿勢を示すことが有効ではないかと思っています。では、具体的にはど

ういうことかというと、ＲＣＣの機能強化を側面的に支援する観点から、色々意

見が出ていますけれども、日銀が預金保険機構債を買い入れるというようなこと

だとか、ＲＣＣに対して貸出を実施するというような、新たな金融緩和を実施す

ることは一考に値するんではないかと思います。これによって、資金調達がより

円滑化されることは勿論でございますけれども、やはり非常に世界が注視してお
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りますから、我が国が不良債権に取り組む姿勢というものを内外に明らかにする。

こういうメッセージが送れると思います。併せて、デフレ対策の観点から、マネ

ーサプライの向上に、このことは資すると思っていますので、色々御意見がある

と思いますけれども、今は非常に厳しい中で、強いメッセージを出して、やる気

があるというところをきちっと明確に示すこと、このことが私は必要ではないか

と思います。 

（塩川議員） 私は、７つのことについて簡単に言っていきたいと思います。この前

から、ずっと財界の色々なところから、とにかく１万2,000円に上げてくれ、そう

したら配当が何とかできるけれども、現在のままではなかなか企業が配当できな

いから、１万2,000円に上げてくれ、これには全力を上げて、どんな無理をしても

やっていかなければいけないという目標をきちっとしておく。そのためには、政

府の意思として１万3,000円をやるんだということを、私でも金融庁でも竹中さん

でもいいが、それを宣言するということが、ひとつは非常に刺激を与えることに

なると思うんです。 

２番目の問題は、それではどうするのかということ。カラ売り停止を言いまし

て、大分変わってきました。ところが、なおまだ若干動いているんです。昨日、

私のところにメリルリンチの方が来まして、カラ売りのことを非常にやかましく

言うのは何でだと、いろいろ問答があったんです。そのとき私は言いました。規

制をもっときつくするぞと。それはどういうことかと言ったら、例えば、発行会

社の株の１％以上カラ売りしている、信用取引で売っているところは、その証券

会社の名前を公表させるぞと言ったら、いやそれは、と言いますけれども、アメ

リカのＳＥＣはそういうことを非常に柔軟にやっているそうですね。ですから、

こういうことも１％が良いのかどうかということの検討はあります。資本金の額

によって違いますから。でもこれをすることによってカラ売り規制になる。 

もう１つ、徹底して欲しいのは、カラ売りをする、信用取引をする場合には、

その取引の直近の価格より下回って売ることができないと、これは証券取引所の

規則にあるんです。これをもう一度確認させて、政府の声明としてというよりも、

政府の方針としてきちっと告げていくこと。 

そして、この証券取引所が反応が鈍いんです。一向に感じておらんのです。取

締役、ひとつ言ってください。本当に他人事みたいに思っているんです。これは、

一回真剣に考えてもらいたいと思います。 

それと同時に、品貸し料、いわゆる日歩。これなどは、やっと１株５銭にした

そうですね。これをもっと段階を付けないと駄目だということになってきます。

高いのは２円、３円ぐらい付けてもいいんです。これをひとつ検討してもらいた

いと思います。こういうのは全部証券取引所なんです。 

実は、私、アメリカの方の名前を言って恐縮ですけれども、ドーナーという財

務官がおりますね、あの人が言いましたけれども、「日本にＳＥＣがあるのか」

と言うんです。「あります、やっています」と言ったけれども、人数が少ないか

らなかなか活動ができない。ＳＥＣの人数を増やして、機能を強めなければいけ
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ないと。これを充実させて欲しいということです。 

今、「始まった」ということを聞いたんですけれども、銀行の買取機構、これ

も早急に、昨日、柳澤さんに聞いたら、今日から始めているらしいので、そこに

２兆円の金を政府が保証しているんですから、この金を入れるからとにかく買い

上げるということをやらないと、みんな銀行は顔を見ていると、なかなか売りに

出動しないと思うんです。だから、これも誘導しなければいけないと思うんです。

大口は、年末から正月に掛けて売っているでしょう。そんなに逼迫したもんでは

ないからという気持ちなんです。 

ところが、銀行が持合いしている、企業の方が銀行の株を持っていますから、

これを買い取ってやらなければいけないと思うんです。そういうこともやったら

いいんではないかと思うんです。そうすれば、相当動いてくると思います。 

最後にもう１つ、不良債権解消の手順をどうしてやるかと、要するに、貸出先

の不良企業をどう整理させるかということ、この方針を強く打ち出して、その方

針に則って金融機関が企業の整理にかかっていくという、この手順を公表してい

くべきだと思います。金融機関がどうも不良債権を持っている企業を甘やかして

いるということです。これが、どうも不良債権の整理を妨げていると思います。

この関係を一回ぶち切ってやっていかざるを得ないんではないか。その結果とし

て、金融機関に対する資金の投入が必要なのかどうかということを考えていった

らどうかと思います。これは私の意見として、そう思っているんですが、その順

序をきちっと明快に出していくという、そして整理をしなければならぬ不良企業

というものは、どんな企業なんだ、という基準なんかも示していいんではないか

と思います。そうすれば、世間は、この企業はそうだなと納得してくれるんでは

ないかと思います。 

以上です。 

（牛尾議員） 銀行が不良債権、要管理債権を貸し先に対して引当金を積み増してい

るが、積み増したままで放置しておくと、毎年、赤字は増え、さらに積み増しが

増える訳です。昔の銀行だと、積み増した場合に普通は退場させますね。それが、

今度の場合は、みんな退場させないで積み増したままで置いておくから、毎年毎

年、赤字が増えてくる訳です。 

なぜ銀行の経営が積み増したままで、そのまま相殺して潰すというか、市場か

ら退場させるという行為にいかないのか、特別の理由があるのかどうかというの

が、いまだに分からないんです。私は昔、銀行員でしたから、そんなものはせい

ぜい半年ぐらいでみんな潰してしまうんです。積み増しているということは、潰

しても銀行は預金を失うだけで影響はありません。それを潰さないで置いておく

から、置いておけば、どんどん赤字が増えるんです。それが何でそうなっている

のかというのが、未だに、私は、理由が、全部揃ってそうしているのが分からな

いんです。これは質問です。 

（速水議員） それは引当ですね。 

（牛尾議員） はい。引き当てたままで潰さないでしょう。 
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（若松総務副大臣） 総理もご存じのように、実は、公明党でも今朝デフレ対策を出

しまして、私もその一員でずっと議論していましたけれども、やはりこれしかな

いんだという思いで話させていただきたいんですが、今の議論をやっていると、

結局、銀行が不良債権処理できない。それで金融機関の株価が下がる。こういっ

たことで、去年の１年前と恐らく同じ議論をしていると思うんです。何故、同じ

議論をしているかというと、結局、不良債権処理できないというのは、要はオフ

バランスをしない、問題の先送りだと。これは、小泉総理が一番嫌いなことだと

思うんですが、そういうことを考えると、やはり欧米のグローバルスタンダード

みたいに、破綻懸念先は資産価値がない訳ですから、１年以内に銀行からオフバ

ランスする。こうやらないと、海外の投資家も含めて、日本の金融機関はもう駄

目なんだといった認識が変わらない訳です。変わらないと、金融機関の株価は上

がらないということです。当然そのために、いわゆる資本が減る訳ですから、そ

れは公的資金を投入する。これをはっきりと言うしかないのかなと思っておりま

す。 

２つ目は、そうは言いながらも、去年と違うのは、やはりデフレがやや加速し

ているということで、これは日銀と政府一体となっての、どちらかと言うと、ば

らばらに認識は違うなと見抜かれていると思います。ですから、定期的に共通認

識をちゃんと言うとか、そのためには最低、国債買いオペを増やすとか、これは、

是非、日銀にやっていただかなければいけないのかなと思います。 

３点目が、そうは言っても、やはり景気をよくするには、デフレスパイラルを

回避するには、実需をどこでやるか。そうすると、これは色々あるんでしょうけ

れども、都市再生ファンドを10兆円やるとか、このような何かを打ち出さないと、

こういうデフレの議論というのは実需のない議論で、非常に抽象的で、市場に対

するインパクトがありませんから、その３点セットは最低必要なのかなという思

いがしております。 

（速水議員） 今の長期国債のことについてまず申し上げますけれども、長期国債の

買入れ増額につきましては、２つの観点を踏まえて適切に判断しなければいけな

いと思うんです。 

 １つは、所要の資金供給を円滑に行うために必要なのかどうか。また、例えば、

8,000億円を9,000億円に増やしてみても、それは市場には資金が出るかもしれな

いけれども、どれだけそれが実体経済に浸透していくのかというのを、もう少し

よく考えていただきたいと思います。 

もう１つは、市場のパーセプション如何で、長期金利に悪影響を及ぼす可能性

があるということです。その点は、やはり金利は怖いですから、ちょっとした弾

みで、またこれだけ中央銀行に国債を買わせたのかということで、それだけでも

信認の低下につながって、価格は下がり、金利が上がることが十分あり得るとい

うこともお考えいただきたいと思います。 

もう１つ、不良債権処理の問題について、ちょっと申し上げたいと思うんです

けれども、長期にわたって日本の経済が停滞している原因の１つに、不良債権問
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題があることは確かだと思います。銀行は、再編の問題もありますし、不良債権

問題から、なかなか貸出を積極的に増やしていくというところまで行っていなか

ったと思います。確かに、不良債権の処理を進める過程では、短期的には企業倒

産の増加ということになりますし、景気が下押しされる可能性はあると思うんで

す。だけどこれを解決しないでは、日本経済の再生というのはできない訳で、こ

れは90年代の経験を踏まえても明らかです。ほかの国々はベルリンの壁崩壊の後、

ディスインフレになって、みんなかなり早い時期に不良貸出の整理をやったんで

す。日本の場合は、ちょうどバブルのはじけたときで、景気が悪くなってきて、

毎年毎年、赤字国債で公共投資をやってつないでいったという時期だったもんで

すから、90年代前半に不良債権処理ができなかったということで、日本の銀行が

そのままで来てしまったということがあると思うんです。だけど、これは早く解

決しなかったら、経済の再生というのは上手くいかないだろうというふうに思い

ます。 

  そうかと言って、不良債権を処理したら景気が直ちによくなる訳ではない訳で、

景気が力強く回復していくためには、やはり日本経済の生産性自体と言いますか、

よく言われるように民間の需要が向上していくということが不可欠であることは

勿論でございます。 

そういう意味では、なるだけ早くこれを解決していく必要がある。これが構造

改革の痛みそのものであると思うんです。それを何とか乗り越えてやっていかな

い限り、よくなっていかないということを申し上げたいと思います。 

以上です。 

（本間議員） 今までもう色々御議論があった訳ですが、まず不良債権の問題なんで

すけれども、総理の御指示で不良債権の実態について情報開示をするというよう

なお話が明確化されている訳です。今の状況の中できちんとした情報開示をして、

実態を明らかにしていくということは、非常に重要だろうと思っております。金

融庁はミクロ的な風評をお気になさって、逆にマクロ的な風評を煽っているよう

な部分がある訳でありまして、市場との認識ギャップ、例えば、外資系、あるい

は日銀と金融庁の不良債権に対する認識の度合い等に不一致があって、そのこと

自身がマーケットから非常に大きな不信を生み、あるいは銀行の株を中心にして、

非常に下押し調子になっています。そういうことを考えますと、その部分を開示

していくということが、非常にクリアにその差を縮めていくという意味で、非常

に重要な訳で、この点、是非、どういう形で情報開示されるのか、担当相に、も

しお考えがあれば教えていただきたいと思っております。 

色々具体的なタマについては、先ほどからお話が出ております。株式市場の需

給に関して、色々御意見もございました。先ほど塩川大臣がおっしゃたように、

短期的には買取機構の２兆円の枠組みを、年度内でどういうふうに使うか、ある

いは、新年度に入ってそれを前倒しするというような形で、この２兆円枠をうま

く機能させる必要がある。 

（塩川議員） ４兆円いけます。 
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（本間議員） ４兆円いけますね、そういうことも考えていく必要があるんだろうと

思います。ただ、そういう需給調整の問題は、構造的な解決にはなってないんだ

というような批判を生み出す危険性がありますので、全体としての市場の活性化、

市場対策の問題は、より本格的な対応を将来つける必要がある。例えば、６月ま

でに税制の問題などについて、総理の御指示でまとめていく段階で、今回はクリ

アな具体策というものは出せないにしても、方向性については明らかにしておき

ませんと、税が全然触れられずに抜け落ちているということになりますと、また

失望を市場に抱かせるような部分がございますので、方向性だけは出しておいて

はいかがかと考えております。 

以上、色々今後検討しなければいけない問題、多々あると思うんですが、私は

やはり今日の国会の審議を拝見しておりましても、総理の御指示の下で、政府、

日銀が一体という形で進み出したかなと思っておったんですが、御答弁をお聞き

しておりますと、他の分野に対しては割と積極的にお話をされる。自分の庭の部

分には、非常に防御的なお話をされて、国会をテレビで見ている側からすると、

どっちの方向に行っているんだという懸念が、私はかえって増幅するんではない

かと思います。行使するかどうかはともかくとして、政策のフィージビリティー

についてのセットについては、幅広くこれを許容しておくということは、政策当

局として求められているのではないでしょうか。こういうことは、是非、御留意

いただければと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。コメントがあろうかと思いますが、ちょっと

今の時点で整理させていただきますと、まず１番と２番の不良債権、金融システ

ムに関しては、実はこれは総理から柳澤大臣に昨日、非常に思い切った明快な指

示を既に出してくださっておられます。これは、私の理解するところでは、特別

検査を非常にしっかりとやっていく、その特別検査に基づいて、これを３月の決

算に反映させて、しっかりとした資産の査定を行う。その結果、必要があれば必

要な措置を取るということでありますが、それに関して当局としては、今の時点

では別に公的資金が必要だということではないというふうに御理解をしておられ

る。 

吉川議員は、それは必要があるんではないかというお話がありましたが、これ

はやはり当局があるところでありますから、当局に本当にしっかりとやっていた

だいているという認識を、我々は共有するというのが今の時点だということだと

思います。 

ただ同時に、本間議員が御指摘されたように、恐らく私もよく分からないとこ

ろがありますが、一般の方々から見ると、例えば、日銀も当局である、金融庁も

当局である、でもその当局の２つの見方が違っているのではないだろうか。これ

はよく分かりませんが、そういう疑問があるということも事実でありますから、

そこは、是非、詰めた議論が必要なんだと思います。 

いずれにしても、これは当局でありますから、本当に当局に今の路線をしっか

りとやっていただいて、それによって問題を終息させることができるというメッ
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セージを強烈に与えるということが重要だと思います。 

やや技術的なことで言いますと、あとこの点に関して言うならば、オフバラン

ス化を早くやる必要があるかどうか、その点はちょっと残された課題だというふ

うに思います。 

 ３番目の市場対策に対しては、やはり株価が重要だと、１万2,000円、１万3,000 

円、それを宣言できるかどうかはともかく、そのぐらいの本当に思い切った決意

でできることを全部やらないといけない。 

カラ売り規制、これは証券取引所も含めて、すぐ対応をとりまとめて、具体的

に何をやるかということは、ちょっと事務的に詰めさせます。 

買取機構については、３月までに２兆円、恐らくイメージとしましては、年度

が越えたら更に２兆円可能になりますから、今年前半ぐらいで４兆円を一気に投

入するような体制を作る。その方向でとりまとめができないかというふうに思っ

ております。 

幾つか、非常に魅力的な提案がなされました。これは、しかし、先ほど本間議

員が言われたように、ほかの役所のところは色々提案できるんですけれども、自

分のところになると、実はなかなか各担当者としては、どうしてもこれはこうい

う難しい問題があるということで、プロテクティブにならざるを得ない。そこを

今回こそ如何に超えることができるかということだと思います。 

ＲＣＣの機能強化、これは大変必要だと思います。日銀が預金保険機構債を買

い入れて、これは平沼議員の御意見ですけれども、一気にＲＣＣを強化するとい

うことも、当然考えなければいけないのだと思います。 

日本版ＳＥＣ、証券取引等監視委員会を一気に強化するというメッセージも必

要だと思います。 

今日は、厚生労働大臣はお見えではありませんが、公的年金の資産運用、株式

投資を前倒しするということも、これは是非、坂口大臣に私の方からお願いをし

て、急いで検討していただきます。 

地価対策、つまり流動化と規制緩和。 

住宅税制、奥田議員がおっしゃったさまざまな税制というのがあった。ただし、

税制に関しては抜本的な議論を我々はこれからしようとしているところですから、

部分的にやるのは如何なものかという議論もある。その意味では、方向性は出し

ておくというのは、ひとつの方法だと思います。 

金融政策に関しては、不良債権処理が更に進むということを前提に、やはり一

層の御努力をいただきたいというのが、ひとつの考え方だと思います。 

あとは、実需の問題をどう考えるか、実需がやはり必要だ。しかし、これはデ

フレ対策というよりは、構造改革全体の話でありますから、これは粛々やってい

っているんだということだと思います。 

今日は議論が出なかったのは、貸し渋り対策等でございまして、これについて

残された時間で御議論をいただければと思います。 

それと、もし私の要約で問題点がありましたら、どうぞ御指摘をいただきたい
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と思います。 

（吉川議員） 貸し渋りについて、私、２点目として少し申し上げました。 

（竹中議員） 済みません。そうですね。 

（塩川議員） 私から、貸し渋りでひとつ意見があるんです。今、中小企業が借りる

のに、売掛代金の融資がありますね。あれをするためには、手形を持ち込んでい

ったら、政府系金融機関でも、商工組合中央金庫はやっていますけれども、中小

企業金融公庫あるいは国民生活金融公庫でも割引を臨時に扱ってやるということ

をしたらどうでしょうか。今、手形をもらったって、銀行が割引してくれないん

です。担保がいっぱいだということでね。そうすると、どこへ持っていくのかと

いったら、みんな消費者金融に持っていくんです。ああいうところは、銘柄によ

っては安いですけれども、大体10銭から15銭なんですね。非常高く、中小企業は

払っているんです。だから、手形を持って行ったら、政府系金融機関でも臨時に

割ってやるということをやるのがひとつです。 

設備投資は、担保が切れているかも分からないけれども、新しい設備をしたい

と要求している、需給側の親会社と、それを受ける小会社との間で事業計画を出

せば、担保と言ったらできませんから、事業計画を一致して、こんな設備をして

やるだということが分かれば、それを融資の対象に取り上げてやるというような、

そういう新規の制度をひとつ入れてやってくれたら、大分、中小企業は緩むと思

うんです。今のままでは、銀行はとてもじゃないけど貸さないですね。 

（平沼議員） その手形割引について、ちょっとお答えしたいと思うんですけれども、

当然手形の割引を円滑に進めるということは、重要だと思っております。政府系

金融機関で、これよく大臣も御承知だと思うんですけれども、商工組合中央金庫

というのは、手形割引というのを実は着実に実行しておりまして、残高が約１兆

円やっている訳です。ですから、更にそれをやるように私どもはしたいと思って

います。 

手形割引についての政策的な措置とし、先ほど売掛金債権というお話がござい

ましたけれども、今度昨年の12月17日から発動している売掛債権を担保にしてい

る保証制度。これには当然手形も対象になっております。ただ、これまだ馴染ん

でないんで、実行件数が多くないんで、ここは。 

（塩川議員） これは、手続がとってもできないんです。非常に銀行も保証協会も面

倒くさいことを言って、とってもじゃないけれどもできないです。 

（平沼議員） 手形は入っておりますので、今、例えば、97年度からやった特別保証

制度というのも、最終的にはよく御承知のとおり30兆円の枠を作って、29兆円や

って、172 万件に対応しました。しかし、最初のときは、なかなか分からないし、

ＰＲしていないし、それからあの会社は特別保証制度を受けるようになってしま

ったのかという風評、それを恐れてなかなか乗ってこなかった。 

今回もあの会社は、売掛金債権まで担保にしてやらざるを得なくなったと。だ

から、なかなかシュリンクしているところがあるんで、今、一所懸命ＰＲしてい

まして、それで手形もやるという形でやっていますんで、我々としては、ここは
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ちゃんとやっていきたいと思います。 

ただ、これもよく御承知だと思いますけれども、中小企業金融公庫と国民生活

金融公庫というのは、現行法上は手形割引できないんですね。ですから、これは

法改正しなければいけないので、商工組合中央金庫と売掛債権の分で、御懸念の

点あると思いますが、我々としては全力で一所懸命やっていきたいと思っていま

す。 

（速水議員） 売掛債権の証券化も、今２兆円ぐらい残高ができているんで、アセッ

トバックＣＰは、我々も担保で取るようになりましたからね。 

（塩川議員） そうですか、それは大分変わってきますね。 

もう今、要望しているのは、国債ばっかりではなくてＣＰも買って欲しいと。

そして、どうですか、20兆円も約束してくれたらどうですか。 

（速水議員） だから、市場が発展することを期待してそうやっているんですから。 

（塩川議員） これは効きますよ。３月はどうせ資金需要が出てくるんだから、その

ときにもう国債ばっかりではなくて、ＣＰも含むということをやってもらってね。

（竹中議員） 時間が限られていますので、手短にコメントがもしございましたら、

では奥田議員。 

（奥田議員） 今、財務大臣が言われました不良債権処理の手順がよく分からないと

いうお話なんですが、私も実はそこら辺りが分からないんで、金融庁から色々な

検査を行われて、いわゆる大手銀行のようなところについては数字がはっきり分

かっている。問題は、この大手銀行から中小企業に対して、金が流れているか、

流れていないかという話になる。やはり流れてないケースがもの凄く多くて、こ

れがいわゆる貸し渋りとか、貸し剥しとかの問題になって出てきている訳です。 

ですから、政府としては、そのときに不良債権の処理をすれば必ず倒産とか、

あるいは失業が出るよと言ってきている訳ですけれども、全部を救うつもりなの

か、そうではなくてやはり倒れてもらうものは倒れてもらうんだと、そこのとこ

ろをはっきり言っていないというところが、どうも金融庁が言っているところと

中小企業への筋道が全然分からない。そこらをはっきりさせていただきたいんで

すが、そこらは柳澤大臣どうなんですか。銀行に対して、どういう指示をされて

いるのか。 

（柳澤臨時議員） これは、まず大手銀行が中小に貸しているかということで申しま

すと、中小への貸出残高が減っているんです。これはどうしてかというと、やは

りリスクというものを考えますので、大手の子会社のようなものに対して、従来

だったら直貸ししていた。それを、それだと非常に金利をたくさん取らないとい

けないということで、やはり大手行を経由して貸し出すというようなことをやっ

ていることが、かなり影響しているんではないかというふうに聞いております。

これが１つあると思います。 

もう１つ、今、中小に対しての態度如何ということですけれども、これは正直

言って私も、現実のマニュアルの上でも、よく見ろということを言っているんで

す。つまり、財務状況だって、中小企業というのは大手のように財務諸表を見て
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判断できるというもんじゃないんですね。だからよく見ろ、経営者のうちまで見

ろ、あるいは親族まで見ろ、みたいなことでやっているという面があります。そ

ういうことを言っている訳ですが、さればと言って中小企業だから全部生かして

しまうというのは、これは構造改革が進まないということになってしまうんです。

そこで我々は、その見極めを付けて、率直に言って潰さなければならないものは

潰しているというか、現実に止めると潰れてしまう訳です。それが倒産件数のあ

の大きさに表われているというふうに考えていただきたいと思います。 

（若松総務副大臣） それについて一点だけ。実は、金融機関が収益力が弱過ぎるん

です。それは何故かというと、金利を上げられない雰囲気がある。先ほどのリス

クプレミアムですか、そういうところに乗っけられないから、幾ら公的資金を投

入したって、金利で稼げない金融機関は株価が上がらないんです。ですから、あ

る程度金利の上昇は容認すると。それで、その線上で中小は選別されると。これ

は、どこかの形で認めざるを得ないと思うんです。 

（竹中議員） それは、金融大臣がおっしゃっていることで、逆に言うと政府系金融

機関を安易に活用すると、そういうメカニズムを殺してしまうということになる

訳で、そこら辺は大変重要な問題なんだと思います。 

少し早めに終わって欲しいというふうに言われておりますんですが、総理何か

ございますか。 

（小泉議長） 結構です。 

（竹中議員） では、今日の御意見、私の方から各担当にお伝えして、それで今日こ

ういう御意見が出たということを伝えて反映させていただきます。 


（小泉議長退室） 


（塩川議員） この５つの項目がありますが、これは発表後５つの項目についてやる

んですか。私は、こういう際だから、２つか３つに絞って政策を発表するという

こと、そしてまた第２弾を出してもいいんですから、何かぎゅっと刺激をきつく

出していかないと。ずっと並べたら「またいつものとおりか」ということになっ

てしまうんで。 

（竹中議員） これは、官房長官どうですか。総理からの御指摘は月末なんですね。 

（塩川議員） それは、ちょっと月末では遅いですよ。 

（竹中議員） それは、どうぞ皆さんで御議論ください。 

（塩川議員） ３月に入ったら会社がみんな決算役員会やるじゃないですか、だから

それは早くやらないと。 

（竹中議員） それは、どうぞ皆さんで、まさに戦略ですから御議論いただいて。ど

うぞ。 

（柳澤臨時議員） 先ほど竹中大臣がおっしゃられたことについて、むしろそれに従

ってコメントさせていただいた方が整理がいいと思うんですが、１つは特別検査

は、かなり厳格に行われておりまして、これは３月末までかなり緊迫したやり取

りの下で行われるということです。 

昨日、これについて、とにかく結果を何らかの形で公表するようにということ
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を総理から言われましたので、これを我々としては受け止めて、とにかくこれは

市場の信認をいただくためにやったものですから、そういう結果を敢えて公表す

ることによって、更に信認が高まるようにという方向で考えていきたいと思って

います。 

その結果の資本不足が起こるか起こらないかというようなことについては、そ

の結果を見ないと何とも言えない訳ですけれども、資本注入については、今の制

度はやはりそれをしなければ、信用秩序の維持に極めて重大な支障が起こるとい

う、かなり深刻な要件になっているということでございまして、これは総理から

は強く金融危機を起こしてはいけない。そのためには、果断に、しかもありとあ

らゆることを考えてやるという決意を承っておりまして、その考えに従って処理

をしていきたいというように思っております。 

カラ売りについては、これは一定の手続というか、手続も要る部分もあります

し、それからまたコンピュータ・プログラムを直さないといけないという、誠に

実務的な話が取引所にはあるようでございまして、これもかなりウィッピングを

しながら、迅速にやるということにしております。ただ現実には、そういうこと

をやるぞということが、市場に情報として流れるだけで、かなりの効果を上げて

いるというのが昨今の市場の状況かというふうに思っております。 

あとはちょっと技術的なことで、皆さんおっしゃられたことについては、時間

でもあれば実はこうなっているというお話をしても良かったんですが、今日は時

間がありませんから申し上げることを控えたいと思います。 

（塩川議員） だから、とりあえず焦点を不良債権処理の促進というのと、金融シス

テムの安定というのを一体の議論にして、それともう１つは市場対策と、その２ 

つぐらいに絞ってばんとアナウンスして、ちょっと強気でやってもらわないと、

公平中立の議論ばっかりではだめですよ。もっと積極的な姿勢を出さないと。 

（牛尾議員） だから、市場対策は明確に出した方が良いですね。 

（福田議員） 今の財務大臣ので、良いんではないですか。 

（竹中議員） 今の２点で、今日の議論として、これは繰り返しますが、私の方から

官房長官と相談して、今の２点で記者発表しますので、中身をまた色々聞いてく

ると思うんですが、無用の誤解を招くといけませんので、今日は皆さんの方から

の御発言は慎重にお願いいたします。 

（平沼議員） 最後に、中小企業で、色々御説が出まして、それは構造改革を進める

上で、徳政令みたいので全部助けるべきではない。それはそのとおりだと思いま

す。しかし、今、破綻懸念先以下の不良債権で、中小企業の分が65％を越えてい

ると。しかも、500万社ある日本の企業群の中で、99.7％が中小企業であるという

ことで、これはもう当たり前のことですけれども、やる気があって潜在力のある

中小企業は積極的に救うと、このことが基本になければならないと思います。 

（竹中議員） よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

（以 上） 
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