
平成 14 年第９回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

○休日の長期化・分散化の経済効果について 

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

（概要） 

○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事が紹介された。 
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○経済の活性化戦略について 

（竹中議員） 本年第９回の経済財政諮問会議を開催する。本日は、多くの方から御報告

を予定されており、時間を有効に使いたい。まず有識者議員から御説明をお願いしま

す。 

（吉川議員） 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」

という資料について、御説明する。今、日本経済に一番求められるのは、持続的な経

済成長だが、そのためにも経済の活性化がキーワードになる。グローバル化、研究・

技術開発も非常に重要なポイントになる。 

まず「グローバル化への対応」について。グローバル化の流れは、幕末で言えば、

開国か攘夷で、開国というのが必然的な流れというのと同じほどの重みを持っている。

グローバル化は必然的な流れで、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いる。具体的な論点として２つ

挙げた。１つは、ＦＴＡ。もう一つが、海外からの直接投資の促進。 

ＦＴＡについて、１． に書いたが、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だ。２．として多くの国・地域との経済連携を進めていく。 

３． で、日本は、先般シンガポールとの間に、初めてのＦＴＡの交渉をして締結に

こぎつけた。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

では評価されるが、私どもの認識は、現状は必ずしも満足のいくものではない。ＦＴ 

Ａの交渉においては、いつでも農林水産品の問題が大きなイシューになるが、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。勿論、ファースト・ステップを踏み出したという意味では、大変重要な成果だが、

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、ＦＴＡ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主張をしている。 

第２の論点は、海外からの直接投資の流入の促進である。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。我が国の海外直接投資のインフロー比率は、

ここ数年急速に高まっているが、他の先進諸国と比べ、未だに比率は低い。２倍ない

し３倍になってもおかしくないのが現状だ。阻害要因は、３ページの（１） に挙げて

あるような論点があり、それを取り除くことが重要だ。１つは、政府関係の情報をわ

かりやすい形で提供し、行政手続をワン・ストップで済むようにする。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、さまざまな問題が指摘されているが、それを

更に加速化していただきたい。 

（２） は地域の問題だが、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、地方交付税制度の見直し等も含め論点を

挙げている。 

（３）「規制業種への対内投資増大を実現する」では、業種別に直投のインフロー

にばらつきが大きいが、例えば公営事業の民間アウト・ソーシングも考えられる。こ

こでは、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を挙げた。また、

直投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

で有識者に対して行ったヒアリングで挙げられた。透明性が高く、どの企業も参入し

やすい公共事業入札制度の整備が必要だと書いている。もう少し具体的には、地域要

件の是正、撤廃も考えられてしかるべきだ。 

Ⅲで海外から人材を呼び込むということが挙げてある。これは、直接投資と絡む。
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４ページ目、具体的に高い機能を持った労働者の流入を促進し、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

が制限されてしまうという問題だ。最後は、留学生の受入れ体制をもっと整備すると

いうこと。これが「グローバル化への対応」である。 

続いて「研究・技術開発の活性化について」に移る。幾つかの論点を挙げたが、総

論としては、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。その中の大きな柱として、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。 

１． が具体的な施策だが、第１に大学の改革を大胆に進めていく必要がある。具体

的には、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、是非とも総合科学

技術会議に、より強いリーダーシップを発揮していただきたい。資金の配分、マンパ

ワーの配分について、我が国の場合は議論されても、なかなか実行のスピードが遅い。

例えば、原子力の予算も時代環境の変化の中で更に見直しが行われてもいい。あるい

は、教育体制の在り方に関わるが、内閣府のヒアリングでは、学生の数が理工系だと、

ほぼ１対１のオーダーになっているのに、生物系の場合、日本はアメリカの 30 分の

１になっている。是非とも国として、行政として大きな視野に立って、科学技術、あ

るいは教育の問題を考えていただきたい。 

この点と関係するが、文部科学省に、是非リーダーシップを発揮していただきたい

のが（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

いうことが必要だ。平成 15 年４月導入ということを目標に掲げてもいい。 要するに、

個々の大学の経営に関しては、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。 

２． の「新しい産学官連携の強力な推進」は、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、この点が大変重要だと考えている。 

最後に３．の「民間企業による研究開発の推進」について。抽象的に言うと、研究

開発は経済学でいう外部性を持つ。他にいい影響を及ぼし、国の将来、未来をつくり

出すため、いろいろな面で国が後押しをする必要がある。このことは、大学の基礎研

究は勿論だが、民間企業の研究・開発についても成り立つ。 

具体的な重点分野は、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、最後の４．に書いてある。 

なお、一方でバイオテクノロジーが大切だと言いながら、日本の生物の学生数は、

アメリカの 30 分の１ということが放置されているのは、国としてどこか問題がある

のではないか。以上だ。 

（竹中議員） ありがとうございました。坂口臨時議員。 

（坂口臨時議員） 今のお話の関係で、私のところに非常に関係の深いのは、一つは薬剤、

食品分野の研究開発、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であ

る。 

最初の医薬、食品分野の研究開発については、２ページの「厚生労働行政における

対応」を見て欲しい。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

ットを利用したシーズ等に対する医療品の開発等々が今後における非常に大きな分

野だ。ゲノム創薬、あるいはテーラーメイド医療、ナノテクノロジーを利用した医療

等を中心的に研究しなければならない。現在もこうしたことに集中してもらっている。
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３ページ、医薬品の研究開発は、今までもかなり時間がかかり過ぎており、成功例が

余りにも少な過ぎる。医薬品の研究開発には、今まで 15 年から 17 年の年月を費やし

ており、成功率はわずか１万 1,000 分の１と非常に少ない。研究は、こういうもの

だと言ってしまえばそれまでだが、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、ここをどのように改革していくのか、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を、もう少し検討しなければならない。

これは、一般の企業に全て任せるのではなく、国の方もアドバイスするという体制が

必要だし、また企業間で共同することも必要だろうし、あるいは大学との間の共同研

究も大事なのではないか。もう少し多角的なことをやっていかないと改善されないの

ではないか。勿論、日本とアメリカを比較すれば、右の方の棒グラフのように、研究

費の額がかなり違う。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、決して高いとは言えない。この点、もう少し頑張らなければならない。

そのためには、どういう手順、方法があるのかを十分検討しなければならない。 

７ページ、食品の方で、ＢＳＥに関する調査検討委員会から提出された報告書を見

ても、「食品による健康被害の可能性を軽減するために、リスク分析に基づいた行政

を行う必要がある」という指摘をしており、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に重きを置いて、この方面の対策も充実しな

ければならない。食品については、多種多様な食品が生まれ、外国からも多種多様な

ものが入ってくる。また、食品中に残留する化学物質、農薬等も非常に多種多様にな

ってきており、少ない人数で十分見ていくことが難しくなってきている。とりわけ、

中国等から非常に多くの物が入ってきて、そのチェック体制もなかなか難しいことも

あり、この分野についても、もう少し体制の在り方を考えていかなければならない。

９ページ、外国人労働者の受入れについて。政府としては、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。単純労働者の受入れについては、

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、十分慎重に対応

することとしている。これもなかなか難しい問題で、現実の現場では、単純労働者の

受入れを熱望するが、これらを制限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。専門技術的な分野の外国人労働者の受入れについて、

我々にも責任があり、積極的にやっていきたいと思っているが、まだ、いろいろな規

制があることも事実だ。外国人労働者及び事業主に対し、魅力ある雇用管理の在り方

に関する情報提供もしていかなければならず、留学生に対する就職ガイダンスにも、

もう少し力を入れていかなければならない。「外国人雇用サービスセンター」も設置

し、専門的、技術的な分野の外国人求職者のニーズに対応しているが、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。 

（３） の外国人の暮らしやすい環境整備だが、年金の通算協定を、ドイツ、イギリ

スと締結し、現在アメリカと交渉中だ。引き続きフランス、韓国、ベルギーとの交渉

を準備中で、順次進めていきたい。外国人に対する医療情報の提供については、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。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か国語のリーフレットを作成している。しかし、まだいろいろな問題点が残されて

いると思っており、もう少しきめ細かくやっていきたい。追加すべきところはまた後

で述べる。 

（竹中議員） ありがとうございました。遠山大臣。 

（遠山臨時議員） 「経済の活性化と大学」について順次御説明してまいりたい。 

日本の経済活性化のためには、「知」の源泉である大学と産業界が相互に啓発し合

 4




う新しいパートナーシップを構築することが不可欠だ。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重要だ。これまで、そういう人材

が大学、企業にもなかったのではないかと思う。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。これは、別紙

１に、「『知』と『人』による経済活性化戦略」と示しているが、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していく

ことが大事だ。これは日本国民の生活基盤を向上させるテーマと、人類の色々な課題、

例えば水資源、食料、エネルギー、医療の問題等をイメージしながら、そのニーズに

応える研究開発をやっていく。それによって、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やっていく必要がある。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。 

次に、大学側の取り組みについて。 

質の高い基礎研究の振興が、大学等の第一の役割だと考える。技術革新の急速な進

展が見られる中、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が起こる

こと、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、その機会に応えていくことが重要だ。 

このために考えたものが、別紙２に示した経済活性化戦略。大学には、教育を通じ

て優れた人を育成する面と、研究を通じて「知」を発信するという２つの使命があり、

それぞれの戦略を図示している。 

経済活性化の流れとして、優れた研究開発の成果を創出していく。シーズをきちん

と生み出すことにより、ベンチャー起業とか、産業界への技術移転という「芽」が出

てくる。また「知」の活用だと思うが、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のではないかと思われるが、「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だ。人材育成面でも、それぞれ

応え得るような育成が必要ではないかと思う。 

「知」の創出戦略として、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。また、「人」の要請戦略として、研究者、起業

家、高度な職業能力を備えた専門的人材を戦略的に育成していかなければならない。

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う。環境整備、規制改革

に努めてまいりたい。 

次に、大学改革について。 

３ 月 26 日に国立大学法人化について調査検討会議からの最終報告が出た。全国立

大学長を集めた会議において、その最終報告に基づき、法人化に進むことを明言した。

会議を通じて、非公務員についてはある程度の抵抗も見られる様子だった。でも、こ

れはどうしても乗り越えなければならないと思う。 

別紙３は、社会・経済の活性化に関わる大学改革の促進に絞っている。 

これ以外に全体として、大学をより活性化していくための戦略を立てて進めようと

している。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大

きな歴史的転換点と考える。理念ないし方法論は、今、まさにスタートしたところで

あり、これは、決して拙速でやってはいけない。しかしゴールが見えているので、で

きるだけ早くと考えているが、先ほどお話の平成 15 年４月というのは極めて困難だ

と思う。是非、議員の方にも先般出た報告をよく読んでいただき、抜本的な改革であ

ることを認識していただき、むしろサポートしていただきたいと思う。ただ、産学協

力で必要とされていること、例えば兼職・兼業については規制緩和し、また、殆どの
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大学で大講座制に移っており、教員の意欲があれば産学連携は十分できる仕組みは既

に整っている。新たに非公務員化すれば、更にそれが前進すると考えている。 

また、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。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、人材養成が加速すると期待している。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等によって、社会の求める人材の供給を図ら

なければならない。バイオに関する教育研究人材の数についても、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、増加に向けての努力を促す必要がある。 

このように、今、大学も大きく変わろうとしているが、パートナーである民間企業

にも積極的な対応をお願いしたい。そのことは、別紙１、「産業界への期待」で示し

ている。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、積極的に

共同研究・委託研究等を実施する必要がある。これまでは、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ったが、より組織的に強力に連携を進めて

いく必要があると思う。 

また、研究成果を製品化へつなげるために、「芽」を伸ばす努力をして欲しい。大

学でも努力するが、企業側も大学の「芽」を外側から伸ばす視点で御協力いただけれ

ばと思う。 

３番目に、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う。その意

味で博士課程の修了者、ポスドク等をもっと採用していただかないと、大学側のイン

センティブも働かない。大学側は産業界の努力をお願いしているが、国も様々な施策

で企業の研究開発、大学等との共同研究をバックアップすることが重要である。 

（竹中議員） ありがとうございました。尾身大臣お願いします。 

（尾身臨時議員） 現在の経済状況は大変厳しいが、その理由は３つあると思う。 

１つ目は、景気循環が底にあるという点。２つ目は、バブルの後遺症。まだ土地の

値段、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る。 

前の２点については、関係者がいろいろ努力しているが、時間が経てば改善する問

題だと考えている。ところが、３つ目の産業空洞化の問題は構造的な要因であり、全

体的な経済政策の中で解決しなければならない。もう少し言うと、今、日本経済の最

大の問題は、競争力のある強い経済をいかに作り上げるかということだ。 

そこで、科学技術の面から５項目挙げた。１つは、これからは、技術を輸入し、改

良して良い製品を作り、外国へ輸出するという、キャッチアップ時代のやり方は通用

しないので、新しい原理の発見も含め、基礎から研究開発を進める必要がある。道の

ないところに道を付けていかなければいけないので、大学の頭脳を活用する産学官の

連携が極めて大事である。それに関連して産学官連携サミットを全国でやり、昨年か

ら今年にかけて延べ約 5,000 人が参加した。また、産学官連携予算は、13 年度補正

予算と 14 年度予算の合計が、13 年度当初予算比 1.6 倍になり、かなり盛り上がって

いる。 

２つ目が、地域における技術開発の活性化。地域振興政策の重点が、インフラ整備

による追い付け追い越せという方向から、地域の科学技術を発展させ、新しい企業を

興して、地域経済の活性化をする方向にシフトしている。これを今、大車輪で進めて

おり、地域科学技術関係予算は、13 年度補正予算と 14 年度当初予算の合計で、13 年

度当初予算の 2.9 倍となっている。その結果、特に中小企業関係の研究開発プロジェ

クトの参加大学が約 400 にまで達し、極めて活性化している。そして、大学発ベンチ

ャーの数も急速に増大しており、12 年の８月末の 128 社から、13 年８月末には 251 
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社とほぼ倍増している。ただし、アメリカの大学発のベンチャー数と比べるとまだ少

ないので、これを更に検討する必要がある。 

３番目が、基礎研究の推進。これからも更に力を入れていかなければいけないし、

特にバイオ、ＩＴ、環境、ナノテクノロジー等の重点分野を中心に進めていきたい。

４番目は、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

たいと考えている。次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である。イメージとしては、１件当たり５年間で 50 億円か

ら 300 億円程度のプロジェクトを戦略的に同時並行的に立ち上げて進めていきたい。

既に推進しているプロジェクトは、大画面高精細平面ディスプレイ、次世代半導体設

計・製造技術、糖鎖の研究開発等である。それから今後、ソフトの面においても、例

えばリナックス方式を改良するといったことで、オープンソースのやり方で、日本が

リーダーシップを取ってやれるようなプログラムも考えている。また、希少糖という

のがあり、これも生産・応用研究など、こういう玉を見つけ出して、戦略的に進めて

いきたい。 

５番目は、研究開発関連税制、いわゆる研究開発促進税制。アメリカでも行われて

いるが、試験研究費の一定割合の税額控除制度の創設を是非お願いしたい。産学連携

の場合にはマッチングファンドの獲得につながるので、深掘りしていきたい。そして、

設備投資減税の拡充。 

科学技術をやって産業を興すときに、ベンチャーが税制面でやりやすくする必要が

あるので、ある適格対象企業に対する投資の一定額を税額控除する制度をつくりたい。

留保金課税の撤廃については、急成長するベンチャーはお金を借りることが困難なの

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、留保金課税は大きな障害

になっている。これを撤廃していきたい。間接金融から直接金融への移行については、

それを促す税制の整備をやりたいと思う。 

それから、私立大学は学生数の８割を持っているが、国立大学との間で不利な面が

あり、なかなか科学技術の戦線に入ってこない。そこで、アメリカと同じような寄附

金関連税制をつくりたい。例えば、ハーバードと慶応を比べると、年間経費は大体

2,000 億円前後で同程度だが、基本財産はハーバードが 2.4 兆円、慶応が 260 億円と

約 100 倍の格差があるので、寄附金税制によって私立大学の財政基盤を強化していき

たい。このように科学技術を振興すると同時に規制緩和を進める必要がある。その他

に、大学の改革、知的財産の国家戦略が必要である。 

次に、研究開発関連以外で、税制について一言述べる。税制改革については、閉塞

感を打破し、経済再生に向けたビジョンを示すために、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、

中長期の経済効果・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、雇

用拡大、税収増につなげるという拡大均衡の発想に立って税制改革を進めるべき。ま

た、プライマリーバランス回復の目途が立っていないことは、国民に将来に対する不

安感を持たせているので、何とか目途が立つようにする必要がある。 

具体的には、法人のコストを低めて、少なくとも国際水準になるような実効税率に

したい。そのため、連結納税制度の付加税の撤廃も是非考えていかなければいけない

のではないか。外形標準課税については、転嫁できず、企業の力を弱めコストを高め

てしまう、という意味で慎重に考えるべきだ。 

プライマリーバランスについては、日本の国民負担率は、アメリカは民間医療保険

があり日本のように皆保険制度ではないことを踏まえると、実質的には一番低い。し

たがって、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には、
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消費税の５％程度の引き上げはやらざるを得ないと考える。同時に、経済の活性化を

図ると、法人税収が増え、プライマリーバランスの達成が可能だということを国民に

示す必要がある。消費税に関連して、免税点は、3,000 万円から 1,000 万円にまで引

き下げるべきだと思う。 

また、高齢者が生産活動に参加することは必要だが、60 歳から 70 歳までの高齢者

が一定以上の勤労収入があるとその分だけ年金が減額されるという「在職老齢年金制

度」があり、参加の大きな障害となっている。この制度を撤廃するとともに、公的年

金控除は廃止し、全部の所得を一括して課税するべきだと考える。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でカバーする

ということであり、全体の流れから見ると逆行していると思う。財源はこれだけで１

兆円だ。 

その他、課税最低限の問題がある。また、納税者番号制度については、例えば中小

企業関係者もかなりの理解を示しているという状況もあるので、税制を考える際に是

非考えていただきたい。 

（竹中議員） ありがとうございます。では、平沼大臣お願いします。 

（平沼議員） それでは、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は非常に重要だ。まず、ＦＴＡや対内投資の促進は、単なる通商政策ではな

く、経済政策として、需要拡大あるいは技術開発等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。特に世界の成長軸である東アジアとの連携強化は、我が国のフロン

ティアを開くものであり、縮み志向から中国脅威論に陥るのではなくて、日本人一人

ひとりにフロンティアの挑戦を呼び掛け、小泉政権の強力なメッセージとして発出す

べきだと思う。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。 

では、「平沼議員提出資料」を御覧いただきたい。まず第１点は、調達・生産・販

売・投資等様々な面での、東アジアでの経済関係の進化を踏まえて、政府が強い意思

でこの地域での連携強化を進めることが必要だ。その点、小泉総理がＡＳＥＡＮ訪問

時に、メッセージを発出したことは意味があったと思う。これにより、東アジアで活

躍する企業にとっての障害が取り除かれ、我が国が経済発展の恩恵を享受できる。 具

体的には、資料の２ページに列挙している。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。 

２点目は資料の３ページ。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う。外資を活用した７

つの解決モデルとして、外国企業による対日投資の拡大があるが、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、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。この７つの分

野は、実際に進んでおり、現実に日本に対する投資になってきている。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う。 

先ほど坂口臨時議員からお話があった外国人労働者の受入れについては、人材獲得

競争の時代を迎えて、各国は国境を越えてやっている。日本でも、高度な専門家や技

術者である外国人労働者を我が国に引き付ける施策を積極的に講ずるべきだ。その際、

高度な人材の範囲を明確化し、単純労働者とは一線を画すべきだと思う。 

次に、技術開発を通じた経済活性化策について。 
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まず、６ページの図は、米国がＯＥＣＤで説明した資料だ。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、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ても、開発、スケールアップでぐんと落ち込む。これ

を「The Valley of Death」、「死の谷」と言う。米国ではこの段階にインセンティブ

を与え、ここをキャッチアップしなければいけないということで、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上げている。従っ

て、我が国も実用化段階に重点的に投資し、官民一体となった取り組みを推進するフ

レームを整備する必要がある。今も色々いいものがあるが、もう一歩のところで停滞

している。 

次に資料５ページの２。「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

る。ただし、ばらまきにならないように、以下の４つの条件を設定して、集中的にや

ってはどうかと思う。 

１番目は、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、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する。２番目は、市場

化までの明確なシナリオが描けるものに重点をおく。３番目は大きな成長市場が見込

めるもの。そして、民が主体的にやる、民からのコミットメントだ。この４条件を設

定して政府を挙げてやっていくべきだ。７ページには、経済産業省として推進すべき

だと考えているプロジェクトを例示している。例えば高度情報化への対応として、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があ

る。あるいは高齢化社会への対応として、ホームヘルスケア、また、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がある。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思う。もう一つ、今までプラズマとか液晶があったが、

今は産学の成果として新世代平面ディスプレイができている。こういったことを具体

的にやる必要がある。総合科学技術会議で優先的に取り上げていただきたい。 

最後に、資料の５ページの３。尾身大臣が言われたが、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が必要だと思う。 

（竹中議員） ありがとうございました。塩川大臣お願いします。 

（塩川議員） 本日の議事とは別に１つコメントさせていただきたい。それは、与党から

提言された「デフレ対策」について。これに対してどう答えていくか議論していただ

きたい。 

議事に戻り、経済の活性化について感じていることを申し上げたい。 

１つは、民間研究開発で、これを戦略的にどう決めるかということ。活性化に向け

た重点４分野と、平沼大臣が説明された４つの方針をワンセットになるようにして、

産業に直結するようにしてもらわなければいけない。研究開発したものが産業に下り

ていくようにしなければならない。その下りてくる重点分野は４分野である。そして、

平沼大臣提出資料の５ページにある重点投資についての４つの方針を併せて一つに

し、産業の競争力を強化してもらいたい。 

民間研究開発について、日本企業の研究開発費は３分の２を外国に払っている。日

本の研究開発に払ってない。具体的には、平成 10 年度では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 億円だ。どうしてこの

ようなことが起こるのか、是非検討してもらいたい。 

私大の寄附を拡大する問題では、４月１日より私大に対する受託研究収入は非課税

とした。また寄附金については、企業の方の寄附枠の使用割合は、たった 12％で、

88％は枠が余っている。もっと活用していただいたらいいと思う。さらに、企業が使
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うところの試験研究費は全然上がってない。使わないのに金出せと言っている。私が

お願いしたいのは、この機会に既存のいろんな制度を一度見直して、うまく活用する

ことも考えてもらわないといけないということだ。 

グローバル化について民間議員から提案されたがこれは賛成だ。そこで、経済界か

ら言っていただきたいのは、資本を受け入れる方は進めるので、相手国も資本の自由

化を早く進めてほしいということだ。現在は、投資したものが日本の収益として還っ

てきてない。数日前に、中国の銀行の方に資本取引の自由化をしてくれと話したら、

「それはやらなければいけないがそう一遍にできない。」と言っていた。だから、Ｆ

ＴＡの時に、資本取引の自由化をもっと進めてもらうような条件を出しておいてもら

わないといけないと思う。これは是非検討項目としてやってもらいたい。なお、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おり、ナックスの料金は半分程度

削減している。 

開発研究費について、これを予算で繰越明許をして自由に使えるようにして欲しい

とよく要望されるが、調べたところ、既に繰越明許は 36％やっている。今年は約 4,000 

億円の繰越明許をやっている。これは、そんなに難しいことではないが、面倒臭いと

いうことだと思う。方法については少し検討するが、36％の繰越明許を認めていると

いうことだ。したがって、これは余り大きな問題ではない。もっとフリーにすると便

利だろうとは思うが、その際には、行政評価をどうするか考えないと意味がない。 

また、有識者議員提出資料で、「研究資金は競争的資金で」と書いている。これは

賛成であるが、教育費用の公的負担の記述はおかしい。もちろん、公的負担は必要だ

が、教育費は適正な受益者負担の原則をある程度考慮してもらわないといけない。 

最後に、提出した資料に民間の研究開発費がどのように流れているかを示している

ので、見ていただきたい。どんどん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だ。 

繰り返しになるが、繰越明許は進めていくが、行政評価もやらせてもらう、進行状

態をチェックさせてもらうということだ。特に宇宙開発であるとか、大型のものは繰

越明許を進めている。約 4,000 億円の繰越明許を認めていることを承知いただきたい。

（竹中議員） 自由討論に移りたい。 

（塩川議員） 尾身大臣の資料３ページに「次世代半導体設計」とあるが、いい成果が出

ている。半導体の７社が合体し、政府の方針どおり一体となって国際競争に勝つとい

うことで、第２次補正予算で措置したもの。こういうことは宣伝すべき。税制でなく、

予算でもこんなにやっていると。これは将来数千億円の投資に結び付いてくる。 

（尾身臨時議員） 40 億～50 億円から 300 億円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。「次世代半導体施設」は、第２次補正予算で措

置できたが、当初予算で措置するのは難しい点もある。日本として戦略的にすぐ効果

の上がるプロジェクトをいくつでも用意してお待ちするというのが私どもの心境だ。

これが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。 

（塩川議員）  具体的なプロジェクトを立ち上げて欲しい。それで出てきたものが、こう

やって実を結んだのだから。 

（尾身臨時議員）  私立大学の寄附に対する免税の問題について、例えば、別荘などを相

続すると多額の相続税がかかるため、これを大学に寄附する。１億円で買ったものが

現在 10 億円になったとする。この場合９億円がみなし所得として課税されてしまう。

これを避けるためには、手続きが面倒で、役所は、一つ一つきちんとやっていると言

うが、こういう手続がアメリカと比べてものすごく難しく制限的になっている。この

ような実態をよく調べ、もっと民間資金を私学に入れないといけない。もっと私学の
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力を付けるという意味で、効果的な税制になると思う。財源はそんなにかからない。

私学の活性化も是非お願いしたい。 

（塩川議員） 知的所有権の相続問題も大きい問題だ。現物給付したらかからないという。

おかしな話だ。 

（尾身臨時議員） 実際には、なかなか現金化できない。 

（坂口臨時議員） 外国人の問題について、特に専門的あるいは技術的な分野の外国人が、

なぜ日本に入りにくいかは、幾つかの問題点が明らかになっている。それぞれの省庁

に問い合わせても、あれはできません、これはできませんというだけの話で、前に進

まない。例えば、関係の副大臣や大臣政務官を中心として、お互いに話をしてもらう

のも一案だと思うが。 

（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。 

（牛尾議員） 坂口大臣が言われるように、経済活性化は、新しい分野への進出だから、

古いタイプの縦型の行政には馴染まず、複数の省庁にまたがってしまう。だから、経

済活性化を中心とした構造改革というのは、大臣が言われたように、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、リーダーの省庁を決め、一挙に指示して、

解決するような仕組みをつくらないと経済活性化は難しいと思う。 

 尾身大臣が言われた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処理できるから実行できるのであって、こ

れが複数の省庁にまたがると急にぎくしゃくする。だから、プロジェクト的に複数の

省庁がまとめてものを決められるような仕組みをこれからつくらないといけない。経

済活性化の問題は、ほとんどが複数の省庁にまたがる問題だ。 

（平沼議員） 私の提出資料でもそれを意味することを書いている。 

（牛尾議員） そのためにも、このような仕組みを内閣等で決めてもらって、発動できる

ようにする必要があると思う。 

もう１つはＦＴＡに関して、農業・漁業といった分野は、グローバル化に馴染まな

いと思い込んでいるが、これからは、グローバルじゃないと経済の規模は増えない。

総理がＡＳＥＡＮであれだけのことを話したのだから、閉鎖的な分野も本当にグロー

バル化を考えるべきだ。 

（塩川議員） 大胆なＯＤＡの対策も考えてね。 

（牛尾議員）  そうだ。そういうのは、１つの省で決められる話ではない。閣議でその方

向性を決めてやることだ。 

（塩川議員） 総じてＦＴＡについては司令塔がはっきりしていない。そこが一番弱い。

（牛尾議員） これは是非どこかで決めないと、堂々巡りする。 

次に、大学の改革については、一番の問題は国立大学の事務職員約３万 5,000 人を

非公務員化した後に、どうなるか見えないことだ。現実に、大学では事務局長が最大

の権力者で、施設に関しては、施設部長が最大の権力者だ。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

えば十分できると思うが、その約３万 5,000 人の問題がタブーになっている。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について、どこかで難しい問題

が出てくると思う。 

（遠山臨時議員）  先ほど説明したように、教員のみならず職員についても非公務員型で

いくことを明確にした。法人化すれば、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。そのため、事務職員に対する研修をきちっとやる。改革の目的及び今後

をどうなるか、不安を煽りたてるのではなく、しっかりやる。視点も変わってくる。
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現在、どういう研修が必要か、どういう目的でどうやるかを指示している。大きく変

わらないといけない。また、事務局長でも、できる人は役員にしていくということで、

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う。 

（牛尾議員）  国立大学の改革というのは、文科省の最大のイシューだ。だから、１、２ 

か所の重点項目に集中して一気に持っていく。無理を承知で 15 年度からと書いたが、

だらだらやるべきではない。 

（遠山臨時議員）  一言言わせていただくと、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ある。実現するには、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などが必要だ。こ

れを拙速にやれば禍根を将来に残すことになる。平成 15 年４月は、実務的に無理だ

し、全体の改革機運を末端まで浸透させ、全員がその方向に向かっていかないと成功

しない。しかし、できるだけ早くということで、来年の通常国会には法律が出される

と思う。 

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

に、独法化にして非公務員型ということを考えているのか。 

（遠山臨時議員） 設置者がどう考えるかだ。 

（片山議員） 文部科学省は口を出さないということか。 

（遠山臨時議員） 出さない。当然ながら大学の自主性に任せる。 

（片山議員） 国立大学を含めて大学が余るが、公立は設置者任せか。 

（遠山臨時議員） そうだ。ただ、相談があれば幾らでもアドバイスする。 

（本間議員） 確認だが、時期的に 15 年は無理だと言われたが、独法化は全部の国立大

学で一斉にやるということか。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。 

（遠山臨時議員） 法人化の法整備を来年の通常国会に出し法人化をまず行う。15 年４月

は、恐らく法案の審議中で、その成立後、16 年４月には、その段階で再編統合でき

るものも含めて法人化する。 

（本間議員） 現場では、囚人のジレンマを起こしている。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、もっと積極的にやらせることが必要だ。 

（遠山臨時議員） 本日、議論がスタートを切ったところ。方針が決まったので今後は加

速することはできる。 

（本間議員） もう１点。有識者議員提出資料に書いてある、経営、大学事務の非公務員

型について、ここを独立して法人化できないのか。この提案は、事務方の部分をまと

めて独法化をして、文科省の人事政策の一環から外せないかということだ。 

（遠山臨時議員）  外す。しかし、特定の大学に何十年もいる事務職員がそれでいいかと

いうこともあるので、流動性が必要な部分を残さないといけないということ。それは

総合的にすべて考えているので、また機会を見て説明したい。 

（竹中議員） 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ことには賛成だが、民、官ま

たは民官共同でやると、その分担と連携はどこが行うのか。それと進行管理、何年も

かかる大きなプロジェクトであり、大金を投じる。そして、業績評価をどうするのか。 

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

が相応のお金を出せるか出せないか、ケース・バイ・ケースだ。一つ一つ中身を詰め

て、バランスの取れた形でやって、戦略的に幾つかのプロジェクトを同時並行的に進
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めていく。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

争力を高めるようなことを全体としてやっていきたい。そういう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。 

（片山議員） 各省がばらばらにやるのではなく、内閣として何か仕組みが必要ではない

か。 

（尾身臨時議員） だから、各省庁からプロジェクトの提案をいただいて、総合科学技術

会議で一応全部見たいと思っている。 

しかし、お金の負担とか、やり方とかは、実情みんな違うので、基本的にはケース・

バイ・ケースだ。それから、大学も当然有力な役割を果たしてもらうので、結果とし

ては産学官連携ということになる。本当の意味での日本経済に資するプロジェクトを

どうやって探すのか、お金の負担とか、やり方、体制をどのように行うかは一つ一つ

詰めていって仕上げていきたい。 

（片山議員） 進行管理評価もか。 

（尾身臨時議員） そうだ。 

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

部評価を入れる、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。内部

のもたれ合い評価ではだめだ。 

（竹中議員） その過程で、総合科学技術会議が大変重要な役割を果たしていかなければ

いけないが、その機能、サポーティング体制、在り方、強化ということについて何か

考えはあるか。 

（尾身臨時議員） 総合科学技術会議事務局は人手不足であるので、やはり各省をできる

だけ使って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う。 

もう１つは、先程、繰越明許の話があったが、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越しを弾力的にやれるというシステムを活用しないと、現

実の研究開発プロジェクトがうまくいかないものもある。特殊法人改革というが、科

学技術にはそういう問題があるので、その点はご理解いただきたい。 

（塩川議員）  それは賛成している。だから、評価を誰がどこでやるかだ。しかし、ＮＥ 

ＤＯや宇宙開発とかは、途中で大きく変更してしまい、最初の話と全然違ってしまう。

それは問題だ。 

（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う。 

（竹中議員） ここで、吉川議員から「休日の長期化・分散化の経済効果」について報告

いただく。 

（吉川議員）  第７回諮問会議で総理から御下問がありました休日の長期化、分散化の効

果について説明したい。365 日の中で、例えば２週間くらいの休日を自由に取った場

合、経済にどういう効果があるか。それに直接答える研究は残念ながらないが、民間

のシンクタンクで、夏休みに限って２週間くらいの長期休暇があった場合何をしたい

かについてのアンケート調査がある。結果は予想通り「旅行」である。この調査機関

は、こうした旅行の需要が発生し、2.4 兆円ぐらいの付加価値の増加があるという。

日本のＧＤＰは約 500 兆円だ。したがって、0.5％くらいのプラス効果があるという

ことだ。 

ただし、ポイントは、旅行にお金を使うために、逆に節約するなどすると、プラス・

マイナスが打ち消し合って、純増がどれくらいかはわからない、結論的には休日が魔

法の杖になることはないのだろうと思う。 

ただし、日本人の生活として、みんな同じ時に休日を取って、どこに行っても混雑

しているのはおかしい。国が休日をどこに定めるとか、あるいは無理やりシフトする
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こととは別に、個々の企業レベルで 10 日や２週間くらいの長期休暇をどこで取って

もいいという伸縮性、フレキシビリティーを持たせるのは、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う。 

（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だ。だから、有給休暇があっても取らない。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。 

（奥田議員）  会社でも何回かトライしたが、最初に問題になるのは教育だ。学校は行か

さなければならないと。わが社では土曜・日曜は確実に休み、月曜から金曜まで働い

てもらっている。それと夏と正月とゴールデンウィークに分けて、長期休暇を行って

いる。しかし、結局、正月と夏はみんな一緒に出るので、道路は渋滞となっている。

渋滞による経済的な不効果が計算すると出てくる。だから、本当に日本の文化全体を

考えていく必要があり、なかなか難しい話だと思う。 

（小泉議長） 週休２日を例に挙げると、それに反対の人と土曜日休まないと旅行に行け

ない、子どもが学校行く場合は旅行に行けないという人、両方ある。その人の雇用形

態なり生き方によって違うから。 

（牛尾議員） 子どもと夫婦はまた行動様式が違う。 

（小泉議長）  子どもがいる場合、土曜日に休んでもらわないと旅行もいけない、だから

学校を休んでほしいという家庭も結構ある。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。これはなかなか難し

い。 

（竹中議員） 牛尾議員、どうぞ。 

（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つのテーマは関係

大臣からも非常に充実した案が出ているが、相互に微妙に違うところもある。これを

６月にはまとめたい。まとめて、実施に移すためにはどうするかということについて、

そのやり方を含めて是非竹中大臣にお願いしたい。 

（竹中議員） わかりました。本日のとりまとめになるが、細かいことはともかく、方向

性については非常に一致している。かつ「集中と選択」が重要であり、いろんな意味

で競争促進が重要であるという点についても一致をみた。具体策については、見えな

い部分もあり、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プロセスが必要だと思う。各大臣にはそのプロセス

で、かなり御協力をいただかなければいけない。 

さらに、坂口大臣や牛尾議員が言われたとおり、問題解決の仕組み、問題ごとに機

動的にやる仕組みを考えた方がいいと提案があったので、是非検討させていただきた

い。 

次回は、テーマを変え、新産業の育成などを議論する予定である。 

それと、与党のデフレ対策についてどう考えるかは、大変な重要な問題であり、で

きれば次回少しお話をいただくということも１つかなと思う。 

では総理、何かありますか。 

（小泉議長） 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

不思議だ。だから、どんどん進める必要がある。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

                                  （  以 上）  
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