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経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 14 年第９回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 4 月 3 日(水) 17:00～18:37 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席者 

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 片山 虎之助 総務大臣 

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 遠山 敦子 文部科学大臣 

臨時議員 坂口 力 厚生労働大臣 

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)経済の活性化戦略について 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○グローバル化への対応（本文、参考資料）（有識者議員提出資料） 

○研究・技術開発の活性化について（本文、参考資料）（有識者議員提出資料） 

○坂口臨時議員提出資料（厚生労働行政における対応） 

○遠山臨時議員提出資料（経済の活性化と大学） 

○尾身臨時議員提出資料（科学技術を中心とした経済の活性化方策について） 

○平沼議員提出資料（グローバル化による経済活力再生について、技術開発を通じた

経済活性化策について） 

○塩川議員提出資料（『経済活性化』のための研究開発と税制） 
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○休日の長期化・分散化の経済効果について 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、総理、官房長官は少し遅れられるということでありますの

で、本年第９回の経済財政諮問会議を開催いたします。本日は、お忙しいところ

ありがとうございます。 

今日の議事でありますけれども、経済活性化戦略のうち、大きく２つの問題に

焦点を絞って御審議をいただきます。１つは、グローバル化の問題であります。

もう１つは、研究・技術開発の問題であります。 

本日は、遠山文部科学大臣、坂口厚生労働大臣、尾身科学技術政策担当大臣に

臨時議員として出席をいただいております。遠山大臣は、お仕事の関係で18時20 

分に御退席の予定と伺っております。 

また、塩川議員は国会の関係で遅れてお見えになるとのことでございまして、

それまでは尾辻財務副大臣が御出席でございます。 

今日は、たくさんの方からの御報告が予定されておりますので、時間を是非有

効に使われるようお願いいたしたいと思います。 

○経済の活性化戦略について

（竹中議員） それでは、まず民間有識者議員から御説明をお願いいたします。 

（吉川議員） それでは、お手元の「グローバル化への対応」「研究・技術開発の活

性化について」という２つのペーパーにつきまして、私の方から御説明をさせて

いただきます。 

今、日本経済に一番求められているものは、持続的な経済成長でありますが、

そのためにも経済の活性化ということがキーワードになるわけであります。私ど

もは、グローバル化、研究・技術開発、いずれもそのために非常に重要なポイン

トになると考えております。 

まず「グローバル化への対応」ということでありますが、グローバル化という

流れは、一番頭にも書いてありますが、ちょうど幕末で言えば、開国か攘夷かと

いう中で、開国というのが必然的な流れだというのとほとんど同じほどの重みを

持っていると考えております。 

したがって、グローバル化は必然的な流れであって、それ以外の選択肢はあり

得ない。日本経済も、あるいは日本という国もグローバル化の流れの中で活力を

取り込んで産業を活性化することが不可欠な道であるという基本的な認識に立っ

ております。 

そのために、具体的な論点として２つ挙げております。１つは、ＦＴＡ。もう

一つが、海外からの直接投資のインフローの促進。こういう２つの論点を挙げて

おります。 
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ＦＴＡにつきましては、１ページ目の１．に書いてありますが、結論から申し

上げれば、推進する以外の選択肢は考えられないという認識であります。 

２．は、「多くの国・地域との経済連携を進めていく」。 

２ページ目に入りまして、我が国は先般シンガポールとの間に、初めてのＦＴ

Ａを締結しました。このことの評価でありますが、勿論、我が国がＦＴＡにファ

ースト・ステップを踏み出したという意味では評価されるわけでありますが、し

かし、私どもの認識は、この経験そのものとしては必ずしも満足のいくものでは

ないという認識であります。 

ＦＴＡの交渉においては、どこでも、あるいはいつでも農林水産品の問題が大

変大きなイシューになるわけでありますが、この点についてもシンガポールとの

ＦＴＡの経験というのは、決して満足のいくものではない。 

要するに、ファースト・ステップを踏み出したという意味では、大変重要な成

果であるが、しかし決して満足のいくものではない。 

シンガポールの経験を第一歩として、一方でＷＴＯのルールに適合しつつ、Ｆ

ＴＡによる自由貿易拡大の効果、あるいは成果を得ていかなければいけないとい

う主張をしております。 

第２の論点は、海外からの直接投資の流入を促進する。これが、日本経済の活

性化にとって非常に重要なポイントになるということを言っております。 

我が国の海外直接投資のインフロー、入ってくる比率は、ここ数年非常に急速

に高まってはいるわけですが、しかしながら他の先進諸国と比べますと、いまだ

に比率は低い。他の先進国と比べますと、２倍ないし３倍になってもおかしくな

いという現状であるわけです。 

阻害要因をいろいろ調べてみますと、３ページの（１）に挙げてあるような論

点があるわけです。当たり前ですが、そうした阻害要因を取り除くことが重要だ

と言っております。 

１つは、政府関係の情報をわかりやすい形で提供して、情報提供、行政手続を

ワン・ストップで済むようにする。これは、政府の仕事でありますから、是非と

も政府としてワン・ストップ・サービスの向上に努めていただきたい。あるいは、

我が国の港湾・空港のオペレーションについては、さまざまな問題が指摘されて

いるわけですけれども、そのスピードアップを更に加速化していただきたいとい

うことが挙げてあります。その他にも挙げてありますが、時間の制約もあります

ので、（２）に参ります。 

（２）は地域の問題でありますが、首長がリーダーシップを発揮して、各地方

の特色を生かした企業誘致施策を目指すべきだ。この他、それぞれの論点、地方

交付税制度の見直し等も含めて挙げてあります。 

（３）「規制業種への対内投資増大を実現する」というのは、業種別に直投の

インフローにばらつきが大きいわけでありますが、例えば公営事業の民間アウ

ト・ソーシングというようなものも考えられるということで、米国におけるフラ

ンスの企業による水道事業委託という例が挙げてあります。 
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また、直投のインフローの阻害要因として、幅広く透明性に欠けているという

ことが、内閣府のヒアリングで随分挙がったわけであります。その一つの例とし

て３ページの下の方に、透明性が高く、どの企業にも参入しやすい公共事業入札

制度の整備というようなものが必要だと書いてあります。もう少し具体的には、

地域要件の是正、撤廃というようなことも考えられてしかるべきだと思います。 

３ページの一番下から２行目は、「Ⅲ 海外から人材を呼び込む」ということ

が挙げてあります。これは、直接投資と絡むわけであります。４ページ目、具体

的に高い技能を持った労働者の流入を促進する。あるいは、外国人の労働環境を

整備する。また、居住環境を改善する。外国から訪れている人たちが日本で生活

をする居住環境が必ずしも整っていない。そのために外から入ってくる人の数が

どうしても制限されてしまうというような問題。 後は、留学生の受入れ体制を

もっと整備するということが挙げてあります。これが「グローバル化への対応」

であります。 

続いてもう一つの大きな論点であります「研究・技術開発の活性化について」

というペーパーに移らせていただきます。 

ここでも幾つかの論点が挙げてありますが、総論としては、昨年のいわゆる骨

太の方針以来、日本経済の将来、そこで付加価値を生むものは「知」であるとい

う認識に立っているわけで、その中の一つの大きな柱として、大学の国際競争力、

研究能力を高めるということが必要であると言っております。 

１ページ目の１．が具体的な施策ということですが、第１に大学の改革を大胆

に進めていく必要があるということが書いてあります。具体的なことがいろいろ

書いてありますが、例えば競争的資金を抜本的に改革するということが書いてあ

ります。是非とも総合科学技術会議にも、より大きなリーダーシップを発揮して

いただきたいと考えております。 

資金の配分、マンパワーの配分ということは盛んに言われるわけですが、やは

り我が国の場合は議論はされても、なかなか実行のスピードが遅れている。具体

的には、原子力の予算といったようなものも時代環境の変化の中で更に見直しが

行われてもいいのではないか。あるいは、教育体制の在り方について、内閣府で

のヒアリングでは、バイオテクノロジーということが盛んに言われるわけですが、

生物系の学生の数が、日本はアメリカの30分の１になっている。理工系ですと、

ほぼ１対１のオーダーになっているのに、バイオロジー、生物系の学生の数が30 

分の１になっているということです。 

こういうようなところは、是非とも国として、あるいは行政として一つ大きい

立場に立って、科学技術、あるいは教育の問題を考えていただきたいと思ってお

ります。 

この点と関係するわけですが、文部科学省には、教育の在り方というところで

リーダーシップを発揮していただきたいと考えておりますが、２ページ目の（２） 

で、個々の大学の経営については、大胆な自由化が進められてしかるべきではな

いか。具体的には、国立大学が早期に非公務員型の独立行政法人へ移行するとい
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うことが必要だと主張しております。スーナー・ザ・ベターということからすれ

ば、平成15年４月導入ということを目標に掲げてもいいのではないかということ

を謳っております。要するに、個々の大学の経営ということに関しては、もっと

民営化が進められてもいいのではないか。その上で、国全体の教育の在り方、研

究体制の在り方というところでのインフラづくり、あるいは大方針というものを

決めていただきたいと考えています。 

２ページ目の「２．新しい産学官連携の強力な推進」。これは、経済産業大臣

からもお話があるかと思いますので、簡単に触れますが、現在、産業と大学の在

り方ということの見直しが強く求められているところであります。私どもはこの

点が大変重要だと考えております。 

後に３ページ目の「３．民間企業による研究開発の推進」。このことは、非

常に大切な点です。抽象的に言いますと、研究開発は経済学でいう外部性を持つ。

研究・開発というのは他にいい影響を及ぼす、国の将来、未来をつくり出すもの

ですから、いろいろな面で国が応援して後押しをする必要がある。これは、大学

の基礎研究は勿論、民間企業の研究・開発についても成り立つ。 

具体的に重点分野として、どういう分野があるか。これは、ライフサイエンス、

情報、環境、ナノテクノロジー・材料ということで、骨太の方針以来主張してい

るわけですが、そのことが 後の４．に書いてあります。 

なお、先ほども申し上げましたが、一方でバイオテクノロジーが大切だと言い

ながら、気が付いて見ると、日本の生物系の学生の数は、アメリカの30分の１と

いうことが放置されているというのは、国としてどこか問題があるのではないの

かということであります。 

私からは、以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

それでは、坂口大臣、遠山大臣、尾身大臣、時間が限られておりまして、大変

恐縮なんでありますが、坂口厚生労働大臣からよろしくお願いいたします。 

（坂口臨時議員）  それでは、よろしゅうございますか。厚生労働省でございますが、

今、今お話をいただきました関係のところで、私のところで非常に関係の深いと

ころというのは、１つは、薬剤、食品分野の研究開発のところ。もう一つは、外

国人の日本への入国をどうするかという問題。この２点だというふうに思います。

初の方の医薬でありますとか、食品分野の研究開発でございますが、パンフ

レットをつくってまいりました。「厚生労働行政における対応」というのがござ

いますけれども、その２ページをひとつ御覧いただきたいというふうに思います。

この中で、ゲノム、テーラーメイド医療、あるいはマイクロマシンやロボット

を利用しましたシーズ等に対する医療品の開発等々、こうしたものが今後の非常

に大きな分野だというふうに思っております。ゲノム創薬、あるいはテーラーメ

イド再生医療、ナノテクノロジーを利用した医療等々でございますが、こうした

ことについて中心的に研究をやっていかなければならないということでございま

す。現在もこうしたことに集中をしてもらっているところでございます。 
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３ページでございますが、医薬品の研究開発は、かなり今までも時間がかかり

過ぎておりますし、正直言って成功例が余りにも少な過ぎるということがござい

ます。医薬品の研究開発には、一番上に書いてございますが、今まで15年から17 

年の年月を費やしておりまして、成功率はわずか１万1,000 分の１という非常に

少ない成功率でございます。研究というのは、こういうものだと言ってしまえば

それまででございますけれども、成功率、時間ともに今日的ではないのではない

かという気がしておりまして、ここをどのように改革をして、より早く、そして

成功率を高めていくのにどういう手順を踏んでいくかということを、もう少し検

討をしなければならないのではないか。 

これは、一般の企業に対しましてすべてお任せするというのではなくて、やは

り国の方もいろいろ新しいことをアドバイスすべきことは、アドバイスをすると

いう体制も必要でございましょうし、また企業間でいろいろ共同してやっていく

というようなことも必要でございましょうし、あるいは大学との間の共同研究と

いったようなことも大事ではないか。 もう少し多角的なことをやっていかないと、

ここは改善されないのではないかというふうに思っております。 

勿論、その下にございますように、日本とアメリカを比較いたしますと、右の

方の棒グラフにありますように、研究費の額がかなり違うことは、今更申し上げ

るまでもございません。 

現在、世界の医療品売上高ベスト30の中で、日本が開発したのは４つでござい

ますから、決して高いとは言えないということでございますので、この点につき

まして、もう少し頑張っていかなければならない。そのためには、どういう手順、

どういう方法があるのかということを十分検討しなければならないと思っており

ます。 

時間がありませんから、７ページでございます。これは、食品の方でございま

す。ＢＳＥに関する調査検討委員会から提出されました報告書を見ましても、食

品によります健康被害の可能性を軽減しますために、リスク分析に基づきました

行政を行う必要があるという指摘をされておりますし、当然のことでありますが、

リスク分析の３要素として「リスク評価」「リスク管理」「リスクコミュニケー

ション」、こうしたものに重きを置いて、この方面の対策というものの充実をし

ていかなければならないというふうに思っております。 

食品につきましては、多種多様な食品が生まれてまいりましたし、外国からも

多種多様なものが入ってくる。 

また、食品中に在留する化学物質、農薬等、そうしたものも非常に多種多様に

なってきているというので、非常に少ない人数で十分見ていくというのが、はな

はだ難しくなってきております。 

とりわけ、中国辺りから非常にたくさんの物が入ってきて、そのチェック体制

もなかなか難しいというようなことがございまして、この分野につきましても、

もう少し体制の在り方を考えていかなければならないというふうに思っていると

ころでございます。 
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９ページでございますが、外国人の労働者の受入れについてでございますけれ

ども、政府といたしましては、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れにつ

いては積極的に推進するということになっております。 

単純労働者の受入れにつきましては、日本の経済社会や国民生活に多大な影響

を及ぼすこと等が予想されますので、十分慎重に対応するということになってい

るわけであります。これもなかなか難しい問題でございまして、現実の現場では、

どちらかと言えば、非常に単純労働者の受入れを熱望するわけでございますが、

ここら辺のところを制限をしながらどうしていくかということが、今後の我々に

課せられた課題の一つだと思っております。 

専門技術的な分野の外国人労働者の受入れにつきまして、もう少し積極的にや

っていかないと、我々も責任があるわけでございますので、ここは一つ積極的に

やっていきたいというふうに思っておりますが、まだ、いろいろな規制があるこ

とも事実でございます。 

外国人労働者及び事業主に対しましては、魅力ある雇用管理の在り方に関する

情報提供もちゃんとしていかなければなりませんし、留学生に対する就職ガイダ

ンスといったことにも、もう少し力を入れていかなければならないというふうに

思っています。 

「外国人雇用サービスセンター」も設置いたしまして、専門的あるいは技術的

な分野の外国人求職者のニーズに対応しておりますが、もう少しこうした面も重

点的に行っていかなければいけないというふうに思っています。 

1 0ページの「（３）外国人の暮らしやすい環境整備」でございますが、年金の

通算協定につきましては、ドイツ、イギリスと締結いたしまして、現在アメリカ

と交渉中でありまして、引き続きましてフランス、韓国、ベルギーと交渉の準備

中でございまして、これは順次進めていきたいというふうに思っております。 

外国人に対する医療情報の提供につきましては、平成13年度の医療法の改正で、

医療機関における対応可能な言語を広告できるようにしたところでございます。 

日本で雇用される外国人に対する社会保険制度の手続等の周知のためにも、７

か国言で作成されましたリーフレットを作成したりしているといったようなこと

でございます。 

しかし、まだここもいろいろな問題点が残されているというふうに思っており

ますので、もう少しきめ細かくやっていきたいというふうに思います。 

時間は、いかがでしょう。追加すべきところは、また後で。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは遠山大臣。 

（遠山臨時議員） どうも、機会を与えていただきましてありがとうございます。 

お手元の資料は、「経済の活性化と大学」ということに主張いたしたいことに

ついて、概要をまとめた２枚のもの。それから、３枚にわたって、考え方を別紙

として図で表わした資料を用意いたしております。順次御説明してまいりたいと

思います。 
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日本の経済活性化のためには、「知」の源泉であります大学と産業界が相互に

啓発し合う新しいパートナーシップを構築することが不可欠だと思っております。

そのためには、大学と産業界双方を俯瞰し得る人材によるリエゾン機能の強化

が大変重要だと考えます。これまで、そういう人材が大学の中でも、あるいは企

業の方でもなかったのではないかと思います。 

また、経済・社会の将来像を描きながら、そのニーズに応える研究開発を新た

に戦略的に進めていきたいと考えております。 

これは、別紙１の方の下の方に「『知』と『人』による経済活性化戦略」とい

うことで、経済・社会の将来像を描きつつ、そのニーズに応える研究成果を大学

と産業界とで戦略的に創出をしていくということが大事でして、これは日本の国

民の生活基盤を向上させるというようなテーマと、人類のいろんな課題、水資源

でありますとか、食料エネルギーに関すること、あるいは医療の問題等、そうい

ういろんなテーマをイメージをしながら、そのニーズに応える研究開発というも

のをやっていく。そういうことをやることによって、日本らしいと言うか、日本

から世界に発信し得るようなテーマの下に産学の連携をやっていく必要があるの

ではないか。そういう形での新しいパートナーシップの全体像を書いてあるのが、

別紙１でございます。 

大学側の取組についてお話したいのですが、質の高い基礎研究の振興というこ

とが、大学等の第一の役割だと考えます。 

技術革新の急速な進展が見られる中で、基本特許の取得につながるような革新

的なブレークスルー。あるいは、新技術、新産業の創出に関して、大学などの公

的研究の機会がますます大きくなっておりまして、その機会に応えていくことが

大変重要だと考えます。 

このために、別紙２で考えましたものが、経済活性化戦略。大学が教育を通じ

て、優れた人を育成するという面と、研究ということで、「知」を発信していく

という２つの使命があるわけでございますが、「人」の戦略、「知」の戦略とい

う２つの戦略について、そこに書いたわけでございます。 

経済活性化の流れとして、真ん中辺に優れた研究開発の成果を創出していく。

シーズをきちんと生み出していくということによって、次にベンチャー企業とか、

産業界への技術移転という「芽」が出てくる。また「知」の活用であると思いま

すが、その上で花を咲かせていく。 

これまで、そういう角度で大学人は取り組んでこなかったんではないかと思わ

れるわけでございますが、「知」の部分でも、そういうことを念頭に置いた段階

的な政策が必要です。 

人材育成という面でも、それぞれ応え得るような育成というものが必要ではな

いかと思うわけでございます。 

「知」の創出とか、活用のための戦略としまして、大学発特許の取得活用の大

幅な拡充、あるいは知的クラスターの創出を進めてまいりたいと思います。 

「知」の戦略としまして、研究者、起業家、高度な職業能力を備えた専門的人
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材を戦略的に育成していかなければならないと思います。 

更には、経済や社会の変化に応じて、新分野への人材供給、あるいはキャリア

アップ教育に、柔軟かつ戦略的に対応していかなければならないと思っておりま

す。このための環境整備、規制改革に努めてまいりたいと思います。 

次に、大学改革について申し述べたいと思います。 

実は、今、全国の国立大学長あるいは国立大学共同研究機関の機関長を集めま

した大きな会議を緊急に開いてまいりまして、その席から戻ったところでござい

ますが、３月26日に国立大学法人化を進めることについての調査検討会議からの

終報告が出ました。 

その中身を説明するだけではなくて、私としての大学改革についての理念、考

え方、そして期待というものを述べてまいりましたが、ちょうど先ほど吉川議員

からお話になっておりましたようなことも含めて、より高い次元のお話もしてま

いったわけでございます。その会議を通じて非公務員については、やはりある程

度の抵抗も見られるような様子もございました。でも、これはどうしても乗り超

えなければならないと思っております。 

資料の別紙３でまとめましたものは、社会・経済の活性化に関わる大学改革の

促進について絞っております。 

これ以外に全体としての大学というものをより活性化していくための戦略を立

てて進めようとしております。 

私は、今の大学改革の動きは、戦後の新制大学に切り変わったときに次いでの

非常に大きな歴史的転換点と考えております。 

理念ないし方法論は、今まさにスタートして、今日各責任者に伝えたところで

ございます。 

これは、決して拙速でやってはいけない。しかしもうゴールが見えております

ので、できるだけ早くということで考えてはおりますけれども、先ほどお話の15 

年４月というのは極めて困難と思います。これは、是非議員の先生方にも先般出

ました報告をよく読んでいただいて、まず、非常に抜本的な改革であるというこ

とを認識していただいて、むしろサポートをしていただきたいと思います。 

ただ、既に産学協力で必要とされている、例えば兼職・兼業についても規制緩

和しておりますし、あるいは講座制にとらわれたようなところは、医学部、歯学

部の中で一部残っておりますけれども、今、ほとんどの大学で、既に大講座制に

移っておりまして、教員たちの意欲があれば産学連携ということは十分できる仕

組みが既に整っております。 

新たに非公務員化すれば、更にそれが前進するというふうに考えているところ

でございます。 

また、それ以上に学部、学科設置の弾力化等の規制改革も更に推進して、教育、

研究の活性化を図りたいと思います。 

また、法人化すれば、機動的な組織運営の実現によって、社会のニーズに応じ

た研究開発でありますとか、人材養成が加速することを期待いたしております。 
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更に、厳格な学生の成績評価、あるいは社会人のキャリアアップ教育などによ

って、社会の求める人材の供給育成を図らねばならないと考えます。 

先ほどお話になったようなバイオに関するような教育研究がなされている人材

の数が少ないということであれば、これもメッセージとして的確に伝えるという

ことによって、努力を促す必要があると思っております。 

このように、今、大学も大きく変わろうとしておりますが、パートナーである

民間企業につきましても、幾つか積極的な対応をお願いしたいと思います。 

そのことは、別紙１の「産業界への期待」ということでまとめさせていただい

ておりまけれども、まず、産業界のニーズと、大学の研究開発をつなぐ人材を確

保して、これまで以上に積極的に共同研究・委託研究などを実施する必要がある

のではないかと思います。 

これまで、どちらかと言いますと、産学連携が研究者個人と、企業の一部とい

う関係で進められがちでありましたけれども、より組織的に強力に連携を進めて

いく必要があるかと考えております。 

また、研究成果を製品化へつながるために、「芽」を伸ばす努力をしていただ

きたい。大学でもそういう努力はいたしますけれども、企業の側も大学の「芽」

を外側から伸ばすような視点での御協力をいただければと思います。 

３番目には、大学の人材育成、基礎研究を積極的に支援いただきたいと思って

おりますし、その意味で博士課程の修了者、ポスドクなどをもっと採用していた

だけませんと、大学側のインセンティブも働かないと思います。 

一方、そういうふうに大学側は、今、産業への努力をお願いしているところで

ございますけれども、国としてもさまざまな施策で企業の研究開発、あるいは大

学等々との共同研究をバックアップしていくことが重要であると考えております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（竹中議員） ありがとうございました。尾身大臣お願いいたします。 

（尾身臨時議員） 現在の経済の状況は、大変厳しい状況でございますが、３つある

と思っております。 

１つ目は、景気循環が底にあるということ。 

２つ目は、バブルの後遺症。まだ土地の値段とか株価が戻っていない。不良債

権の処理も済んでいないという点。 

３つ目は、産業の空洞化が進んでいるという点であります。 

前の２つは、景気循環が底であるということと、バブルの後遺症が済んでいな

いということは、関係者はいろいろ努力をしていますが、私は時間が経てば改善

する問題であるというふうに考えております。 

ところが、３つ目の産業空洞化の問題は、構造的な要因でございまして、これ

はどうしても全体的な経済政策の中で解決しなければならない。 

もう少し言いますと、今、日本経済の 大の問題は、競争力のある強い経済を

いかにつくり上げるかということであるというふうに考えられます。 

そこで、科学技術の面から幾つかの点を挙げておりまして、５つ項目を出して
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おります。１つは、先ほど来のお話のとおりで、これからは技術を輸入して、そ

れを改良していい製品をつくって外国へ輸出するという、いわゆるキャッチアッ

プ時代のやり方は通用しないわけでございまして、新しい原理の発見も含めた基

礎のところから研究開発を進めていかなければいけない。道のないところに道を

付けていかなければいけないということでありますから、大学の頭脳を活用する

産学官の連携というのが極めて大事だというふうに考えております。 

産学官連携サミットは、あちらこちらでやりまして、昨年から今年にかけて延

べ5,000 人参加しました。 

予算も、13年度補正予算と14年度予算の合計は、13年度当初予算に比べまして、

産学官連携関係は1.6 倍になっておりまして、これがかなり盛り上がっていると

いうふうに考えております。 

２つ目が、地域における技術開発でございますが、地域振興政策の重点が、い

わゆる道路その他のインフラ整備による、追い付け、追い越せという時代から、

地域の科学技術を発展させて、新しい企業を起こして、地域経済の活性化をする

という方向にシフトしているというふうに考えておりまして、これを今大車輪で

進めているところでございまして、同じ方式で計算いたしますと、地域科学技術

関係の予算は、補正予算と14年度当初予算で、13年度当初の2.9 倍になっており

まして、その結果として、特に中小企業関係の研究開発プロジェクトの大学参加

が約400 を数える段階にまで達しまして、極めて活性化しております。 

大学発ベンチャーの数も急速に増大をしておりまして、12年の８月末の128 社

から、13年８月末には251 社と約倍増しております。 

ただし、アメリカの大学発ベンチャー数と比べるとまだ少ないわけでございま

して、これを更に詰めなければいけないというふうに考えております。 

３番目が、基礎的な研究の推進でございますが、これはあくまでも、これから

も更に力を入れていかなければいけませんし、特にバイオ、ＩＴ、環境、ナノテ

クノロジーというような重点分野を中心に、これを進めていきたいと思います。 

４番目でありますが、日本経済の活性化を図るために、プロジェクトベースの

研究開発を進めたいというふうに考えておりまして、次の世代の日本の産業基盤

を構築するような実用化を視野に入れた研究開発プロジェクト。 

イメージとしては、１件当たり５年間で50億から300 億程度のものを、例えば

戦略的に20個ぐらいのプロジェクトを同時並行的に立ち上げて進めていきたいと

考えております。既に推進しておりますプロジェクトは、大画面高精細平面ディ

スプレイ。補正予算で153 億付きました。 

次世代半導体設計・製造技術。これも315 億付きました。糖鎖の研究開発等。 

それから今後、例えばウィンドウズのマイクロソフトに完全に支配されており

ますソフトの面におきましても、例えばリナックス方式を改良するというような

ことで、オープンソースのやり方をやって、日本がある程度のリーダーシップを

取ってやれるような、そういうプログラムも考えております。 

希少糖というのがありまして、これも生産・応用研究など、こういう玉を見つ
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け出して、これを戦略的に進めていきたいと考えております。 

５番目でありますが、研究開発関連税制でありますが、いわゆる研究開発促進

税制。増加研究費ということではなしに、アメリカでも行われておりますが、試

験研究費の一定割合の税額控除制度を創設するということを是非お願いしたいと

考えております。 

また、①の深掘りとして、産学連携の場合には、更に産官学もいわゆるマッチ

ングファンドの獲得にもつながりますので、深掘りをしていきたい。 

３番目が、設備投資減税の拡充であります。 

科学技術をやって産業を起こすときに、ベンチャーが税制面でやりやすいよう

にしていただかなければいけませんので、ある適格対象の企業に対する投資に対

する一定割合の税額控除をするような制度を是非つくらせていただきたいと考え

ております。 

３番目の留保金課税の撤廃というのは、急成長するベンチャーがなかなかお金

を借りることができないので、自分で儲けたお金でキャッシュフローを獲得する

上で、実は留保金課税というのは大変大きな障害になっておりますので、これを

是非撤廃していきたいと考えております。 

間接金融から直接金融への移行は、税制上進めていかないとうまくいかないと

考えておりますので、これを是非やりたいと思っております。 

それから、私立大学は、学生数の８割を持っているんでありますけれども、実

は国立大学との格差で、非常に大きな不利を持っておりまして、なかなか科学技

術の方の戦線に入ってこない。 

そこで、アメリカと同じような寄付金についての税制をつくっていきたい。例

えば、ハーバードと慶応を比べますと、年間経費は大体2,000 億前後で変わって

いないんでありますけれども、基本財産はハーバードが２兆4,000 億、慶応が260 

億と約百倍の格差がありまして、このことによって私立大学の財政基盤を是非強

化していきたいと考えております。 

このようにして科学技術を進めると同時に、 初にありましたが、規制緩和を

進めることが必要である。 

先ほどの話のとおり、大学の改革。それから、知的財産の国家戦略が必要であ

ると考えております。 

研究開発関連以外でございますが、税制について一言述べさせていただきたい

んでありますが、税制については、閉塞感を脱する、経済再生に向けたビジョン

を示すためには、いわゆる税収中立ではなくて、経済活性化を基本理念としてや

っていきたい。 

言い換えれば、短期的な税収中立ではなくて、中長期の経済効果とか、税収効

果を見込んで、産業競争力を強化し経済を活性化して、雇用拡大、税収増につな

げるという拡大均衡型の発想に立って税制改革を進めるべきであると考えており

ます。 

３番目でありますが、やはりプライマリーバランスが、ある種改革の目途が立
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っていないということは、国民に将来に対する不安感を持たせておりますので、

これを何とか目途を立つようにしていかなければいけないんではないかと考えて

おります。 

具体的には、法人のコストを低めるということにして、少なくとも国際水準に

なるような実効税率にしていきたいということであります。 

そのためには、これは書いてありませんが、連結納税制度の付加税の撤廃とい

うことも、まだ決まっていませんから書いてないんでありますが、是非考えてい

かなければいけないと考えております。 

外形標準課税は転嫁できないわけでございますので、導入は企業の力を弱める、

コストを高めるという意味で慎重に考えるべきであるというふうに考えておりま

す。 

プライマリーバランスでありますが、日本の国の国民負担率は、アメリカを除

きまして 低であるということでございますし、アメリカも民間医療保険が日本

のような皆保険制度がございませんから、実質的な国民負担率は、実は日本が一

番低いということでありますので、私は20兆円程度の財源でプライマリーバラン

スの回復の目途をつけるためには、消費税の５％程度の引き上げはやらざるを得

ないんではないかというふうに考えております。 

同時に、経済の活性化を図って、法人税収の増収を見込んで、プライマリーバ

ランスの達成が、こういう状況で可能だということを国民に示す必要があるとい

うふうに考えております。 

消費税に関連しまして、免税点については3,000 万から1,000 万ぐらいまで引

き下げるべきだということでございます。 

また、高齢者が生産活動に参加することが必要であると思っておりますけれど

も、60歳から70 歳未満の高齢者が一定以上の勤労収入がありますと、その分だけ

年金が減額される。例えば、２万円かせぐと１万円年金が減額されるという「在

職老齢年金制度」というのがありまして、これが実は、60歳から70歳までの高齢

者が生産力に入ってくることに対する大きな障害になっております。この制度を

是非撤廃をする必要があると考えております。 

その裏腹として、公的年金控除は、全部の所得を一括して課税をするというこ

とにすべきであって、年金をもらっているという理由で控除するのは、実力、経

済力のある高齢者を若い働き手がカバーするということでありまして、全体の流

れから見ると逆行しているので、これを是非廃止したいと思っております。財源

は、これだけで１兆円ございます。 

その他、課税 低限の問題とか、納税者番号制度の問題がございますが、納税

者番号制度についても、例えば中小企業関係者もこの点についてはかなりの理解

を示しているという状況になっておりますので、税制を考える際に是非お考えを

いただきたいと思います。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。臨時議員から御発言をいただいたんですが、
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議員の中から、平沼大臣、塩川大臣から発言の御要望がございます。 

（平沼議員） それでは、私からグローバル化による経済活力再生について発言させ

ていただきます。 

ＦＴＡ、先ほど御指摘がありましたが、これは非常に重要だと思っております。

ＦＴＡや対内投資の促進というのは、単なる通商の政策ではなくて、経済政策と

して需要拡大、あるいは技術開発、こういったものと横並びになるような、我が

国の経済の再生にとって欠くことのできない、重要政策であるという認識を政府

全体で共有すべきであると、この点をまず御指摘をさせていただきたいと思いま

す。 

特に世界の成長軸である東アジアとの連携強化というのは、我が国のフロンテ

ィアを開くものでありまして、縮み志向から中国驚異論に陥るのではなくて、日

本人一人一人にフロンティアの挑戦を呼び掛ける、小泉政権の強力なメッセージ

として発出すべきではないかと思います。 

今、チャレンジしなければ、我が国はＦＴＡによりフロンティアの拡大を図る

世界各国の動きから取り残されて、国内市場からのリターンの限界の中で縮小均

衡に陥る恐れがあるということを、まず冒頭申し上げておきたいと思います。 

そこで私の用意しました「平沼議員提出資料」を見ていただいて、簡単に申し

上げます。まず第１点は、調達・生産・販売・投資等のさまざまな面での、東ア

ジアでの経済関係の進化を踏まえまして、政府自体が強い意思をもってこの地域

での連携強化を進めることが必要であると思います。ですから、そういう意味で

小泉総理がＡＳＥＡＮに行かれたときに、そのことを発出したことは非常に意味

があったと思っています。これにより、東アジアで活躍する企業にとっての障害

を取り除いて、我が国が経済発展の恩恵を享受できることになると思います。 

具体的には、この資料の２ページにございますように、ＦＴＡによる関税撤廃

なんかにはとどまらず、ここに列挙しております。「関税等の水際障壁の除去」

「通関手続の共通化・電子化」以下等々書いてありますけれども、こういう幅広

い分野での経済連携協定、ＥＰＡを追求することが重要だと、このことを１点目

に指摘をさせていただきたいと思います。 

２点目は３ページでございまして、外国企業の対日投資を我が国の構造改革、

経済活性化の起爆剤とするという明確な方針を政府として掲げるべきだと思いま

す。これを読んでいただければわかりますけれども、外資を活用した７つの解決

モデルとして、ここに提示させていただいているとおり、外国企業による対日投

資の拡大、これは国内の投資や雇用の拡大、競争の促進に資するものでありまし

て、既に皆様方御承知のように欧州各国や韓国などでは、政府が率先して対内投

資誘致を重要施策と位置づけて、一体的に取り組んでいるところでございます。

この７つの分野、例えばグローバル事業展開型、これは中外製薬とロシュという

のが進んでおりますし、エスエス製薬とベーリンガーインゲルハイム、こういう

ものは現実で日本に対する投資になってきております。こういう７つのことを解

決モデルとしてやるべきだと思います。 
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先ほど厚生労働大臣からお話がありましたけれども、外国人労働者の受入れに

ついては、人材獲得競争の時代、これは世界は国境を越えてやっております。で

すから、高度な専門家や技術者である外国人労働者を、我が国の国内に引き付け

る施策を、積極的に講ずるべきだと。これは吉川議員もおっしゃいましたけれど

も、そのとおりだと思います。 

高度な人材の範囲は明確化をし、そして単純労働者、それは一線を画してやる

べきだと思います。 

次に、技術開発を通じた経済活性化について、引き続き５ページからになりま

すけれども、これについて申し上げたいと思います。 

まず、６ページを開いていただいて、図をごらんいただきたいと思います。こ

れは米国がＯＥＣＤで説明した資料です。実用化開発とかスケールアップ段階は、

事業化の成否の見極めが非常に難しくて、資金調達もままならない、だからせっ

かく基礎研究をやったけれども、開発のスケールアップでこの表のようにぐんと

落ち込んで、これを「The Valley of Death」といって、「死の谷」と言っている

わけなんですけれども、米国ではここのところにインセンティブを与えて、ここ

をキャッチアップしなければいかぬということで、１億ドル規模の個別プロジェ

クトを含めて、ここに支援を集中投下して、非常に実績を挙げています。 

ですから、我が国も実用化段階に重点的に投資をして、官民一体となった取組

を推進するフレームを整備する。今いろんないいものがあるんですけれども、も

う一歩のところで停滞をしている、そこに活力を与えることがアメリカで成功し

た例がありますから、これをやらなければならないと思っています。 

戻っていただいて、５ページの２のところを見ていただきたいと思います。こ

こでは、近未来の成長市場での、競争力ある製品展開という出口が、明確な技術

開発プロジェクトにターゲットを絞って、重点的に投資すべきだと考えています。

ただし、ばらまきにならないように、ここに書いてあります４つの条件を設定を

して、集中的にやったらどうかと思います。 

１つは、まず国際競争上重要な技術課題の解決を、世界に先駆けて行う、この

技術的ブレークスルー、こういうポテンシャリティーのあるものに特化をする。 

２番目は、市場化までの明確なシナリオが描ける、そういうものに重点を置く

べきだと。 

それをやることによって、３番目は大きな成長市場が見込めるもの。 

それから、勿論官もやらなければいけませんけれども、民が主体的にやる、民

からのコミットメント、この４条件を設定して政府を挙げてやっていくべきだと

思っております。 

７ページにカラー刷りの横長のものがありますけれども、経済産業省として推

進すべきと考えているプロジェクトを例示として挙げました。これは尾身大臣と

非常に重複をしているわけでございますけれども、例えば高度情報化への対応と

いって５つまでございます。そういう中で、新しい技術というものを、新世代の

半導体、高信頼のソフトウェアシステムの基盤、新世代平面ディスプレイ、ある
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いは高齢化社会への対応としてのホームヘルスケア、循環型社会に対応した新し

い太陽電池などの新エネルギー。わかりやすく太陽電池を持って来ましたけれど

も、今までの太陽電池というのは、屋根の上に置いて、大きな平面で場所を取る

んですが、これシリコン球体で、仁丹より小さい球で、これだけで既に日本でや

っておりまして、これをやりますと、非常に狭い面で、非常に効率的な太陽光発

電ができる。これらにインセンティブを与えれば、非常に大きな市場になると。 

もう一つ見ていただきたいんですけれども、今までプラズマですとか、あるい

は液晶がありましたけれども、これはまさに一つの産学の成果でして、これは山

形大学とパイオニアで開発をした、新しい自ら発光する、薄い平面のディスプレ

イができています。だから、こういったものをキャッチアップすると、日本とし

て非常に大きい。しかもこれは、フレキシビリティーがありますから、全部曲げ

ることができるんです。こういったことを具体的に、私どもはやっていかなけれ

ばならない、こういうふうに思っておりまして、これは是非総合科学技術会議で

優先的に取り上げていただきたいと思います。 

後に５ページに戻って３をごらんいただきたいと思います。これはもう縷々

尾身大臣から言われましたけれども、やはり民間の自発的な研究開発を促す環境

整備をする観点から、研究開発関連税制の抜本的な拡充、これは是非必要だと思

っております。 

ちょっと長くなりましたけれども、以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、塩川大臣、お願いします。 

（塩川議員） 私の方は、この問題のほかに、全然予定してない話なんですが、ちょ

っと私からコメントさせてもらいたいと思います。 

それは、与党がデフレ対策を出しましたね。これに対してどう答えていくか、

今日は委員会でこの問題を野党から相当聞いておりました、私はこれはデフレ対

策は税制対策と一体となってないところに問題があるというようなことを言って、

デフレ対策の応答はしておきましたけれども、これは非常に関心を持っています

ので、この応対を政府としても取り上げるのか取り上げないのか、ちゃんとしな

いとだめなんだろうと思っておりますので、これはひとつよろしくお願いしたい

と思っております。 

そこで、まず経済の活性化についての研究投資、これが有識者の方から出てお

りまして、これも拝見いたしました。各省とも、今、各大臣非常に勉強してこら

れて、非常に充実した意見を出しておられるのに、私のところは恥ずかしい限り

なんですが、私は感じていることだけ申し上げさせていただいて、斟酌していた

だきたいと思っております。 

１つは、民間研究開発ということでございますが、戦略的にどう決めるのかと

いうこと、それは先ほど尾身大臣から出ておりました４分野と、平沼さんは４つ

の方針を出しておられましたね、こういうのはきちっとワンセットになるように

して、産業に直結してもらわなければいけないと思っているんです。産業と研究

開発とがばらばらに離れてしまっていたんではしようがないので、研究開発した

 16




平成 14 年第９回 議事録 

ものが産業に下りていくようにしなければならないと、その下りてくる重点は平

沼大臣から出ております４分野の技術開発、これらを重点にするということ。 

平沼大臣の中で、５ページの中に書いております、重点投資についての４つの

方針、こういうものを併せて一つにしてもらって、産業の重点をしてもらいたい

と思うんです。これは是非ひとつお願いしたいと思います。 

それから、私が調べたところ、民間研究開発をやかましくここで取り上げて議

論しておりますけれども、肝心の日本の企業は研究開発費を３分の２外国に払っ

ているんですね。日本の研究開発に払ってないんです。これは一体どういうこと

なんだということなんです。具体的な数字で言いますと、平成10年度だけで見ま

して、海外に委託しているのが約2,000億円、それから国内の大学に委託している

のが約700億円、全然桁が違うんです。これは一体どうして研究開発費の落ちこぼ

れが出てきているのか、これは是非検討してもらいたいと思っております。経済

活性化の一つの問題点です。 

経済活性化の方で、私大の寄附をもっと拡大しろとおっしゃっています。今度、

私大に対する受託研究収入の非課税措置を取りましたので、４月１日から発動し

ております。 

ところで、私が申し上げたいのは、企業の方の寄附枠の使用割合が、たった12％

なんです。88％が余っていると、そして私大の寄附を増やせと言うんですけれど

も、ここなんか一体産業界の方とどう関係するのか、これをもっと活用していた

だいたらいいんではないかと思います。 

また、企業が使いますところの試験研究費なんて、全然上がっていないんです。

使わないんです。使わないのに、金出せと言っているんです。そこで、私が是非

お願いしたいのは、この機会に既存のいろんな制度があります。この既存の制度

を一回見直してみて、これをうまく活用することも考えてもらわないと、あれも

やれこれもやれでは、子どもがおもちゃを欲しがっているようなもんでして、こ

れでは困ると思うんです。やはりちゃんとした、現在ある制度を活用するという

ことを考えてもらったら、うんと出てくると思うんです。 

活性化の問題で、東南アジアとの問題を民間議員に言っていただきました。こ

れは大賛成です。これをやっていきたいと思います。同時に、ＷＴＯから更に進

んで、ＦＴＡに進んでいくべきだと、これもそう思います。そこで、是非ひとつ

経済界等の団体から言っていただきたいのは、資本の自由化を早く進めてほしい

と、受け入れる方はやりますけれども、外貨管理をみんなやっていますので、投

資したものが日本の収益として還ってきてないんです。これを是非お願いしたい。

私は、ちょうど３日ほど前でしたけれども、中国人民銀行の人に、資本取引の

自由化をしてくれと言いましたら、すごくむきになって言い訳していました。し

かし、資本の自由化についての計画だけでもつくってくれと言ったら、それはや

らなければいけないんだと、それはやらなければいけないんだけれども、ちょっ

と待ってくれと、そう一遍にできないと言っているんです。何も中国だけではあ

りません、他の国でもそうなんです。 
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ですから、為替管理の自由化をもっと進めてもらうようにするということ、そ

れはＦＴＡのときにその条件も出しておいてもらわないといけないんではないか

と思うんです。これは是非検討項目としてやってもらいたいと思います。 

海外との活性化のために、シングルウィンドウ化を進めていますし、ナックス

の料金はもう大体半分程度削減いたしまして、今、大体世界的にはそう高いこと

はないと思っております。 

もう一つお願いしたいと思いますのでは、よく言われます開発研究費、これを

予算で繰越明許をして自由に使えるようにしてくれとおっしゃるんです。これは

もうやかましく言いまして、主計官にこのことを調べさせました。そうしますと、

繰越明許費を36％やっているんです。そして主なところを言いましたら、今年で

4,000億幾らか繰越明許をやっているんです。そんなに難しいことではないんです

けれども、面倒くさいということなんだと思いますけれども、この方法について

もう少し考えてみますけれども、36％繰越明許を無条件で認めているということ

なんです。ですから、これは余り過大にやかましく言う問題ではなくて、もっと

フリーに登録するのは便利だろう思いますけれども、それでは行政評価を誰がす

るのかということなんです。やはり繰越明許をやるときに、行政評価なんてそん

なに大したことやってないと思いますけれども、曲がりなりにも主計官がこれは

どうやっているか聞いていることがある。だから、３年、５年のフリーにしろと

やります。それならその行政評価をどうするかのかということと併せてやってお

いてもらわないと、意味が出てこないと思うんです。 

もう一つ民間の方でおっしゃっているので、ちょっと気になることがありまし

て、研究資金は競争的資金でやれと書いてあるんです。私は、これ非常にいいと

思うんです。ところが、教育の費用は公的負担でやれとおっしゃるんです。これ

も公的負担必要です。だから現在やっているんです、やっているんですけれども、

これを公的負担でやれと言ったら、全部公的で持てということになってしまう。

そうではなくして、教育費は適正な受益者負担の原則を、ある程度適応しておい

てもらわないといけない。公的負担は勿論やらないといけません。いけませんが、

すっぽんぽんで公的負担だと、これはちょっとおかしい考えだと思いますので、

そこは適正な公益負担ということで入れておいてもらわないと困ります。ひとつ

お願いしたいと思っております。 

大体私の言いたいと思うのは、そんなことなんです。先ほど言いました中で、

一つの試算でありますけれども、民間の研究費がどのように流れておるかという

こと、ここにちょっと書いておきました。これを見ておいていただいたらいいと

思います。 

このように、どんどんと外国に行ってしまう、日本の学生は一体何をしている

んだということが問題なんです。これを見ていただくということと、繰越明許は

どんどんやるようにいたします。その代わり、そのたびごとに行政評価をやらせ

てもらうということ、進行状態をチェックさせてもらうということ。そしておっ

しゃるとおり、繰越明許を認める。特に宇宙開発であるとか、そういう大型のも
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のはどんどんとやっておりますので、それが先ほど言いました約4,000億円を込え

る繰越明許を認めているということも御存じいただきたいと思っております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。議論すべきポイントが、随分たくさんあると

思いますので、是非とも手短に御発言をいただきたいと思います。 

後に、３分ぐらい時間を残していただいて、休日が経済に与える効果のお話

も吉川議員からしていただかなければいけませんので、是非とも手短に御発言を

お願いいたします。 

（塩川議員） 尾身さんの真ん中の３番目のところ、次世代半導体設計とありますね、

これはすごくいい成果が出ています。今日の朝日新聞読みましたか、載ってます

よ、これで半導体の７社が合体して、政府の方針どおり一体となって国際競争に

勝つ施設をやろうという、これ31 5億ですね、第２次補正予算を付けたものです。

こういうのを宣伝するべきです。内閣の広報室なんかが宣伝するべきです。こう

して生きているんです、税金じゃなくても、予算でもこんなにやっているという

こと、これは将来数千億円の投資に結び付いてくるんですね。だから、こういう

のを出すべきだと思います。念のために一つ。これで私の発言は終わりです。 

（竹中議員） ありがとうございます。尾身大臣、どうぞ。 

（尾身臨時議員） 幾つもお話がございまして、さっき申し上げました、40億～50 億

から300 億くらいの中型のプロジェクトを幾つか立ち上げて、経済活性化の軸に

したい。実は、昨年の第２ 次補正予算がありましたので、315 億というのもでき

たわけですけれども、当初予算でやるのはなかなか難しい点もございます。ぼん

と付けるわけですから、ですからそこはこれからの状況も見ながら、玉は幾らで

も用意をして、そして経済の本当の構造改革を日本として戦略的に、すぐ効果の

あるようなプロジェクトは用意してお待ちするというのが私どもの心境でござい

まして、これは全体の経済政策の中でどう扱われるか、いろいろお考えいただき

たいと思いますが、玉だけは幾つかのいろんな分野の玉を。 

（塩川議員） 玉を打ってこなければだめですよ、文句ばっかり書いていてもしよう

がないです。具体的な玉を打ってください。それで出てきたものが、こうやって

実を結んだんですから、私は規制改革をどんどんやっているんです。 

（尾身臨時議員） ２つ目なんですが、私立大学の寄付に対する免税なんですが、例

えば別荘で20億円ぐらいもっている人が、この遺産を相続しますと３億か５億の

相続税がかかると、これをそのまま大学に寄付して、大学はある程度持っていて

いいタイミングで売れば、実はものすごく実力が付くというときに、昔１億円で

買ったものが今10億円すると、９億円のみなし所得がまずかかる。それからやる

もんですから、結局なかなか 後は遺産相続する人が面倒くさくなって、じゃあ

いいよというようなことで、なかなか難しい。 

これは役所の方に言わせますと、一つひとつ許可をして、ちゃんとやっていま

すと言うんですが、実際はこういう手続がアメリカと比べてものすごく難しいも

んですから、制限的になっているもんですから、それがうまく動いていないとい
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うことで、実態をよく調べて、本当にきちっともっと民間の金を私学に入れない

と、国立だけどんどん入るわけですから、もっと私学の力を付けるという意味で、

ものすごく大きな税制だと思っておりますが、財源はそんなにかかりませんから、

私学の活性化も是非お願いしたいと思っております。 

（塩川議員） 知的所有権の相続問題も、非常に大きい問題になってきて、これはそ

の一つなんです。現物給付したらかからないと言うんです。おかしな話なんです

ね。 

（尾身臨時議員） 実際、なかなか現金化できないんです。 

（竹中議員） 坂口大臣。 

（坂口議員） 外国人の問題でございますが、特に専門的あるいは技術的な分野でも

外国人が、なぜ日本に入って来にくいかということは、これはもう単純な話でご

ざいますし、それは幾つか問題点は明らかになっているわけでございますから、

これは関係するところで、それぞれの省庁に聞けば、あれはできません、これは

できませんというだけの話で、それでは全然前に進みませんので、こうしたこと

に関係するところ、例えば副大臣とか、大臣政務官とか、そういう皆さん方に一

遍寄っていただいて、ここをやろうと、そのためにはどの省庁は何をやったらい

いのかということを、お互いに話をしてもらって一つでも前に進めるとか、そう

いうことできませんかね。 

（竹中議員） アクションプログラムに結び付くような仕組みということですね。 

（坂口臨時議員） はい、単純なことですので、そんなに難しいことじゃないので、

お互いに話をしたら前に進む話ですから、ただ足りない足りないと言っていても

話にならないことですので。 

（竹中議員） 牛尾議員、どうぞ。 

（牛尾議員） 今、坂口大臣がおっしゃるように、経済活性化は、新しい分野への進

出ですから、古いタイプの縦型の行政にはなじまなくて、複数の省庁にまたがっ

てしまうんですね。だから、経済活性化を中心とした構造改革というのは、今、

大臣おっしゃるように多くの省にまたがるから、プロジェクトチーム的に処理す

るような前例をつくって、そのリーダーをどこの省か決めて、一挙に指示して、

それが解決できるような仕組みをつくらないと、経済活性化というのは非常に難

しい。 

今、尾身大臣がおっしゃった、40億～50億円から300 億円ぐらいの研究開発プ

ロジェクトも、半導体などはたまたま経済産業省だけでほとんどその中で処理で

きるから実行できるんであって、これが複数の省庁にまたがると急にぎくしゃく

するんです。だから、担当大臣を決めてプロジェクト的に、複数の省庁をまとめ

てものを決められるような仕組みをこれから作っていく必要があります。日本は

決定的に行政改革をする能力がまだありませんから、古い体制の上に乗って新し

いことをするための仕組みを決めないといけないので、ほとんど経済活性化の問

題は、よほどの事を除いては複数の省庁にまたがる問題です。 

（平沼議員） それはさっき私の提出資料に、色付きとか黒ポツでこういうふうに書
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いてあるのは、それを意味しているわけです。 

（牛尾議員） だから大臣の性格によって、みんなの顔を立てていると全然ものが進

まないし、強引にやるとまたどこかで足を引っ張られるということで、みんな消

極的になってしまうので、このような仕組みを是非内閣等で決めてもらって、簡

単にそれが発動できるようにする必要があると思います。 

もう一つは、ＦＴＡに関して、農業・漁業といった分野は本来グローバル化に

なじまないんだと思い込んでいて、もうてこでも動かないということになってい

る。しかしこれからは、グローバルではないと経済の規模は増えないんだから、

そこのところは総理がＡＳＥＡＮであれだけのことをお話しになったからには、

やはり閉鎖的な業界もグローバル化を本当に考えるべきだと思います。 

（塩川議員） 大胆なＯＤＡの対策も考えてね。 

（牛尾議員） そうなんです。そういうのは、１省で決められる話ではないので、こ

れは閣議でその方向性を決めてやることです。 

（塩川議員） 今、総じてＦＴＡに対して、司令塔がはっきりしてないです。そこが

一番弱いんです。 

（牛尾議員） そうです。これは是非どこかで決めないと、堂々巡りします。 

次に大学改革について、一番の問題は国立大学の事務職員を非公務員化して、

一体どのようになっていくのかということが見えないということです。現実には、

やはり事務局長が 大の権力者であって、結局すべてのことは事務局長がやって

おり、施設に関しては、施設部長が 大の権力者です。その辺が非公務員化して、

民間で経営を受け入れることが実質的に可能なのかどうか、全部アウトソーシン

グしてしまえば私は十分できると思いますが、その３万5,000 人をどうするかと

いう問題についてはタブーで、みんな触れないわけです。ここに手を触れないと、

独立法人化で大学を活性化することはどこかで難しい問題が出てくると思います。

（遠山臨時議員） 先ほど申しましたように、今日スタートしましたので。これは教

員のみならず職員についても非公務員型でいくということを明確にいたしました。

今後は、法人化すれば、その法人の自主裁量によっていろんな雇用の形態があり

得るわけです。それに持っていくために、我が省としては、今の事務職員に対し

て研修をきちっとやる。改革の目的及び今後をどうなるか、不安だけをあおり立

てるのではなくて、しっかりやる必要がある。その視点も変わってくる。それを

しっかり研修をしていく。今、それについてのカウントダウンをやっておりまし

て、どういう研修が必要か、どういう目的でどうやるかということをきちんと指

示をいたしております。それは大きく変わらないといけませんし、それから事務

局長でもできる人は役員の中に入れていくということで、むしろそれを使ってい

くという知恵も大学側に必要ではないかと思います。 

（牛尾議員） 国立大学の改革というのは、文科省の 大のイシューですから、課長

クラスの若手が、短期的に東京大学や京都大学の事務局長になって、東大と京大

が変わればみんな変わるんですから、１、２か所の重点項目に集中してそれを一

気に持っていくというので、我々は無理と知りつつ、15 年度から実行と書いたわ
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けです。だらだらやるべきではないです。 

（遠山臨時議員） ちょっと一言言わせていただきますと、とにかく今日始まったと

いうことと、大学だけではなくて関係の国立学校の設置法の機関がございます。

それから、本当に持っていくには、全大学の土地・建物・資料などの資産額の確

定、新しい会計執務の開発・整備・施行、非公務員型を前提とした労使交渉を踏

まえた各種の就業規則のモデルの作成とか、これをもし拙速にやれば大問題を、

禍根を将来に残すと思います。15年の４月ＯＫと言うは簡単ですけれども、実務

的にまず無理ですし、それから全体の改革機運が、今トップダウンで参っており

ますから、末端までどういうふうになるかということを浸透させ、そして全員が

その方向に向かっていかないと成功しないんです。 

しかし、できるだけ早くということで、来年の今のごろには通常国会で法律が

出されると思います。 

（竹中議員） 遠山大臣、もう間もなく御退席になりますので、この問題で遠山大臣

に対してということで、何か関連する問題ございますでしょうか。片山大臣。 

（片山議員） 公立大学は、４年制が74あり、２年制が50ある。これも国立大学と同

じように、独法にして、非公務員型ということをお考えですか。 

（遠山臨時議員） いや、これはもう設置者がどう考えられるかです。 

（片山議員） それはもう文部科学省は口を出さないということですか。 

（遠山臨時議員） 出さないです。それはもう当然ながら大学の自主性に任せます。 

（片山議員） 今後は国立大学を含めて大学が余りますから、そこのところは設置者

任せですか。 

（遠山臨時議員） そうです。ただ、御相談があれば幾らでもアドバイスをいたしま

す。 

（片山議員） そうですか。 

（本間議員） 国立大学の教官としてちょっと言いにくい立場にあるんですけも、確

認なんですが、時期的に15年は無理だとおっしゃいましたけれども、全部の99 の

国立大学で一斉にやるということですか。それとも準備ができたところから、ど

んどんやらせるという形で、先倒しできるような部分のところからやっていくと

いう、インセンティブを付けた方がいいのではないかという感じがします。 

（遠山臨時議員） ですから、法人化の法整備を来年の通常国会に出して、それを完

成させて、法人化をまずやります。それは15年の４月というのは、恐らく法案の

審議中だと思いますけれども、16年の４月には発足します。そして、その段階で

再編統合できるものも含めて法人化します。 

（本間議員） 私は現場を見ていまして、今は囚人のジレンマを大学は起こしている

わけです。やりたくないから様子見だということで、検討委員会が結論を出すま

では、結果的に大学は自主的に改革を出した試しがないわけです。ですから、そ

のジレンマを克服するためにも、インセンティブを付け、塩川大臣がおっしゃる

ように、もっと積極的にやらせることが必要です。 

（遠山臨時議員） ですから、今日それのスタートを切ったんです。私の冒頭の説明
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も、この方向に向けていざスタートしようということでありまして、今後はこの

方針が決まりましたので、加速するということはできます。 

（本間議員） もう一点、ここにも書いておりますけれども、経営・大学事務は非公

務員型と、ここは独立してやるということはできないんでしょうか、ここの提案

は事務方の部分のところだけをまとめて独法化をして、今は文部省の人事政策の

一環として、幹部の事務職員は１、２年で回っているんですけれども、そこを外

せないでしょうか。 

（遠山臨時議員） 外します。しかし、特定の大学にずっと何十年もいる事務職員が

それでいいかということもありますので、流動性が必要な部分を残さないといけ

ないということです。それは総合的にすべて考えておりますので、また機会を見

て御説明したいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。あと実質的に５分ぐらいでございますが、

片山大臣、どうぞ。 

（片山議員） 研究開発のいろんなプロジェクトを推進するということには、賛成で

すが、これは民でやると、これは官でやると、これは民官共同でやると、そうい

う分担と連携みたいなことはどこがやるのか。総合科学技術会議ということにな

るのかわかりませんがね。それと進行管理、何年かかかる大きなプロジェクトで

すから、相当なお金を入れるわけです。その進行管理をどうするかのか、業績評

価をどうするのか、投資額に見合うものが常に取れなくてもいいかもしれないけ

れども、それにはある程度限度があると思います。特に官の場合には税金ですか

ら、その辺はどう考えるのか、今日はいっぱい説明があって消化不良になってい

ますのでね。 

（尾身臨時議員）  ケース・バイ・ケースです。大学と民間がどういう関係になるか、

民間が相当のお金を出せるか出せないか、ケース・バイ・ケースですから、一つ

一つそういう中身を詰めて、バランスの取れた形でやって、そして戦略的に幾つ

かのプロジェクトを同時並行的に進めていく、そしてそれによって、例えば５年

先ぐらいを目途に日本経済の全体の基礎的な競争力は、今ものすごく低くなって

いますから、その低い競争力を高めるようなことを、全体としてやっていきたい、

そのプロジェクトをできるだけ早く、幾つか立ち上げていきたいと思います。 

（片山議員） その大学はどこが調整するのですか。 

（尾身臨時議員） 民間の方と、例えば経済産業省と相談してもらいます。 

（片山議員） それは内閣として何か要るのではないですか。各省がばらばらにやる

のではなくて、厚生労働省も農林水産省もうちだって。 

（尾身臨時議員） ですから、総合科学技術会議で、各役所関係からそういうプロジ

ェクトの提案をしていただいて、それを総合科学会議で一応全部見たいと思って

います。 

しかし、基本的にはケース・バイ・ケースで、お金の負担とか、やり方とかは、

実情みんな違いますから、それから大学も当然有力な役割を果たしていただかな

ければなりませんから、結果としては産学官の連携ということになると思います。
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本当の意味での経済の力を付ける玉をどうやって探すか、金の負担とか、やり方、

体制をどういうふうにするかというのは、非常に一つひとつ詰めていって仕上げ

ていきたいと思います。 

（片山議員） 進行管理評価もですか。 

（尾身臨時議員） そうです。 

（牛尾議員） 多部門にまたがるプロジェクトの場合は、必ずリーダーを明確にする

ことと、評価は必ず外部評価を入れるということと、ピュアバリューを併設する

という原則だけは貫いた方がいいですね。それは内部のもたれ合い評価ではだめ

です。 

（竹中議員） 関連で恐らく議論が出るのは、総合科学技術会議が大変重要な役割を

果たしていただかなければいけない、その昨日というかサポーティングの体制と

いうか、その在り方、それの強化ということについて何かお考えございますでし

ょうか。 

（尾身臨時議員） 勿論極めて私どもの総合科学技術会議事務局は人手不足でござい

ますが、やはり各省をできるだけ使ってやるということでまとめていかないと、

現実問題としてうまくいかないと思います。 

もう一つは、これ是非御理解いただきたいんですが、例えば予算の多年度化、

プロジェクトベースに大体５年ぐらいのプロジェクトが進みますから、やはり多

年度化というのが、今、繰越明許の話がありましたが、やはり特殊法人という機

関を使って、その専門的知識とお金の繰り越しを弾力的にやれるというシステム

をやはり活用しないと、現実の研究開発プロジェクトがうまくいかないのもあり

ますから、私どもは特殊法人改革のときに何も発言しませんでした。なぜなら全

体の特殊法人改革の足を引っ張るのは困ると思って、そこを強く言わなかったん

ですが、科学技術についてはそういう問題がありますので、是非御理解をいただ

きたいと思います。 

（塩川議員） それは私たちも賛成なんです。だから、それときどき評価を誰がどこ

でやるかということだけ付けてくれたら賛成なんです。だけど、ＮＥＤＯだとか

宇宙開発とかは、途中でどんと変更してしまうでしょう。そうしたら 初の話と

全然違う、フィージビリティーが全然狂ってしまっているので、そこに付けてい

ることになるから、それを言っているんです。 

（尾身臨時議員） そこはきちっとやらなければいけないと思います。 

（竹中議員） ちょっと時間がなくなるといけないので、吉川議員、この前総理から

宿題を頂いたものを。 

（吉川議員） 第７回諮問会議で総理から御下問があり、休日の長期化、あるいは分

散化というのは、みんなでばらばらに取ったら、経済にどういう効果があるだろ

うか、こういうお話があったもんですから、お手元に１枚紙の資料がお配りして

あります。365 日の中で、例えば２週間くらいの休日をどこでもいいから自由に

取って、皆さんやってください、そうすると経済にどういう効果があるかという

のが問題かと思うのですが、それに直接答える研究とか調査は残念ながら無い。
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ただ、民間のシンクタンクの研究で、ここで引用しているのは、夏休みに限って、

２週間くらいの長期休暇があったら、皆さん何をやりたいですかというアンケー

ト調査があるわけです。そうすると、御想像のとおり、やはり旅行というのが一

番大きな消費になるわけです。ここにグラフがありますが、海外旅行、国内旅行、

帰省旅行ですか、要するにひっくるめて旅行するだろうということです。この調

査機関がやったところでは、こうした旅行の需要が発生して、その結果として２ 

兆4,000億円ぐらいの付加価値の増加、ＧＤＰベースでプラス効果がある。日本の

ＧＤＰというのは、約500兆円ですので、５兆円が１％です。ですからその半分で

すから、0.5 ％くらいのプラス効果があるという研究調査がございます。この研

究を引用される方があるのかと思います。 

ただし、ポイントは一番下に書いてありますが、休日が増えれば旅行する、旅

行が増えるのでプラスだと、それが２兆4,000億円というんですが、しかしながら

旅行にお金を使うというわけですが、その旅行に使うお金を、例えば家電製品を

買おうと思っていたのを節約して、家電製品を買うんじゃなくて、ＤＶＤプレヤ

ーを買うんじゃなくて、みんなで旅行しようかということですと、プラス・マイ

ナスが打ち消し合って、純増がどれくらいあるかというのはわからないというこ

とです。２兆4,000億円丸々プラスだと考えるのは、今お話したことからあり得な

いということです。結論的には休日が魔法の杖になるということはないのだろう

ということです。 

ただし、日本人の生活の仕方として、みんながみんな同じときに休日を取って、

そのためにどこに行っても大変に混んでいるというのは、これはちょっとおかし

い。国が休日をどこに定めるとか、あるいは無理やりにシフトするということと

は別に、個々の企業のレベルで、働いている人が10日、あるいは２週間くらいの

長期休暇をどこで取ってもいいというような伸縮性、フレキシビリティーを持た

せるというのは、これは日本人の暮らしの在り方として望ましいのではないかと

思います。 

大体これが総理からいただいた宿題に対する、私の答えであります。 

（竹中議員） 通して総理何かございますでしょうか。 

（小泉議長） 日本人というのは、やはりみんなで休みを取る、みんなで遊ぶ、みん

な人のいるところに行くのが好きなんですね。だから、有給休暇があっても取ら

ないですね。今だって２週間取ろうと思えば取れるんだけれども、取らない人が

結構いるでしょう。 

（牛尾議員） 今は大分変わってきて、３分の１ぐらいは取るようになってきました

ね。 

（塩川議員） これは平成７年のものなんですね。 

（吉川議員） はい、そういう調査結果があるということです。ただし、丸々増える

と思ったら、それはちょっと先ほど説明したとおりでございます。 

（牛尾議員） 大分変わってきましたから、ちょっと考えてみます。 

（塩川議員） このごろはもっと遊び好きですかね。 
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（牛尾議員） 計画的に休む人が相当増えてきましたからね。 

（奥田議員） 会社で、私ども何回もこういうことをトライしたんですけれども、一

番始めに出てくる話は、親と子が一緒に、子どもの教育ですね。子どもの学校は

行かさなければいかぬと、そうすると親だけ行ってしまうということになるわけ

ですね。これは親と子が合う時間が短いからできないと、では子どもを連れて行

くかという話になると、学校の休みを取って行くということになると、これはま

た難しいことになってきまして、そういう問題で、うちは正直行って土曜・日曜

は確実に休むと、それ以外は申し訳ないですけれども国の祝日とかそういうもの

は関係なく月曜から金曜まで働いて、それで土曜・日曜は休むと、それを夏と正

月とゴールデンウィークに分けて、固めてやっているわけです。 

だけどあれを見ていると、結局正月と夏はみんな一緒に出てきて、それで道路

は渋滞で、今、吉川先生からは出なかったけれども、渋滞による経済的な不効果

というものを計算すると出てくるわけなんですね。だから、これは本当に日本の

文化全体を考えていかないと、なかなか難しい話だと思います。 

（小泉議長） これは両方あるんですね、週休２日に反対の人と土曜日休まないと旅

行に行けないと、子どもが学校行く場合は旅行に行けないと、だから両方あるん

ですね。その人の雇用形態なり生き方によって違いますからね。 

（牛尾議員） 子どもと夫婦はまた行動様式が違うんです。 

（小泉議長） 子どもがいるから、土曜日に休めないと旅行もいけないと、だから学

校を休んでほしいという家庭も結構あるんですよ。逆に、子どもにいられたらう

るさくてしようがないから、学校を休んでもらったら困るという人もいるし、こ

れはなかなか難しいですね。 

（塩川議員） みんなが孫のお守りをしてあげたらいいんです。 

（竹中議員） 牛尾議員、手短にお願いします。 

（牛尾議員） グローバル化への対応と研究技術開発の活性化、この２つのテーマは

各省からも各大臣からも非常に充実した案が出ていますが、しかし微妙に違うと

ころがあるんですが、これを６月の中旬にはまとめたい、まとめてここの提案と

して実施に移すためにはどうするかということについて、その辺のやり方を含め

て是非竹中大臣にお願いしたいと思います。 

（竹中議員） わかりました。今日のとりまとめになりますが、もう細かいことはと

もかくとして、方向性については非常に一致があると、かつ集中と選択が重要で

あると、いろんな意味で競争促進が重要であるいう点についても非常に一致があ

ると。その具体策をどうするかということになると、まだ見えない部分がありま

すのできるだけ早い時期に中間的なとりまとめのようなものを出して、それに基

づいて議論を深めるというようなプロセスが必要なのかなというふうに思います。

各大臣に当然そのプロセスでは、かなり御協力をいただかなければいけないと思

います。 

今日一点、どういう問題を解決しなければいけないかということも重要だけれ

ども、かなり実務的に、これは坂口大臣がおっしゃって牛尾議員もおっしゃった、
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問題解決の仕組みを問題ごとに、何か機動的にやる仕組みを考えた方がいいので

はないかという提案がありましたので、これは是非検討させていただきたいと思

います。 

次回は、テーマを変えて、新産業の育成のようなこともやらなければいけない

のであります。しばらくちょっとこういうふうな議論を続けさせていただきたい

と思います。 

一点、与党のデフレ対策をどのように考えるかということは、大変な重要な問

題でございますので、できれば次回少しお話をいただくということも一つかなと

いうふうに思います。一応そのような方向で議論を進めたいと思います。 

（竹中議員） 総理 後に何かございますか。 

（小泉議長） 今、産学官の連携・協力なんて、こんないいこと今まで何でやらなか

ったのか不思議ですね。だから、これどんどん進める必要がありますよ。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、審議内容の公表については、い

つもどおりの扱いとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

（以 上） 
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