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平成 14 年第 15 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 
1．開催日時: 2002 年６月３日(月) 17:47～19:17 
2．場所: 官邸大会議室 
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 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 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)平成 15 年度財政運営について 
(2)平成 15 年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針について 
(3)経済の活性化戦略について 
(4)その他 

3．閉会 
 

（配布資料） 
○塩川議員提出資料（財政制度等審議会・財政制度分科会「建議」のポイント、 
平成 15 年度予算編成の基本的考え方について） 

○平成 15 年度の予算編成について（有識者議員提出資料） 
○平成 15 年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針（案）について 

（尾身臨時議員提出資料） 
○経済活性化戦略（案） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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あった。 
 
○平成 15 年度財政運営について 
（塩川議員） 財政制度等審議会の建議の考え方は、一言で言うと、15 年度予算も財政

規律を堅持して、国民の将来不安を解消し、特に行政コストを厳しく見直して、歳出
の効率化へ是非とも努力してほしいということ。そのためには、“Plan Do See" を徹
底し、既存の事業の有効性を見直さなければならない。 
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    重点７分野につき、官民や国・地方の役割分担、経済活性化への寄与、政策効果な
どの観点から、諮問会議で具体的な絞り込みをし明確化していただきたい。諮問会議
でその実態等を踏まえて今後とも推進するのか、どう修正するのかということを御指
示願いたい。 

   緊縮財政ではなく、予算の効率的な利用等の観点から、無駄を排し、コストを徹底
的に見直していきたい。その一つとして社会保障は、過日申し上げたが、年金、医療、
雇用、介護、保育など全般について検討を進めていきたいと思うので、社会保障のあ
り方について諮問会議から是非方向づけをしていただきたい。公共事業等は、長期計
画の重点を事業量から事業実施の成果へと転換し、単価の見直しと入札の仕方につい
て効率化を図っていきたい。地方財政は、地方交付税制度の抜本的改革による受益と
負担の関係の明確化が必要。この前申し上げたように、地方財政法第 16 条の奨励的
補助金は、この際、徹底的に見直していきたい。しかし、交付税については、地方団
体の生活費的な側面もあるので、この点への配慮は総務省と十分に交渉したい。ＯＤ
Ａについても、なお厳しく重点化するが、財務省だけで独断的に決めることはせず、
外務省と十分相談して決めたい。 

   なお、15 年度財政運営の目標について、次回の諮問会議で私の考え方を申し上げた
い。 

（本間議員） 本年度予算は、30 兆円以下、特殊法人予算１兆円削減など非常に大きな成
果があったが、これから考えていかなければならない問題もあり、我々が提出したペ
ーパーで言及した。 

   来年度予算でまずやるべきこと。第１に、今年は裁量的な支出にはかなり踏み込ん
だが、非裁量的な、制度予算的な問題はやり残した部分もある。地方行財政制度、社
会保障制度等の根本的な改革を進めて、予算に着実に反映していく必要がある。その
点で言えば、「改革と展望」で示した中期的な歳出改革を加速化していくことが肝要。
第２は、特殊法人改革等には踏み込んだが、中央・地方の行政改革が確実に進んでい
るイメージは国民にはない。いま一度国と地方の予算の問題を、各省庁の削減目標、
目標管理、人員再配置等も含めて行政改革の実を上げていくことが重要ではないか。
第３は、昨年は総理主導型の意思決定システムが成果を上げたが、予算編成のプロセ
スや手法の確立も重要なので、後で言及する。 

   次に、２番目の予算編成の基本的な枠組み。これまでの議論は、各省庁等の縦割り
的な性格があり、その点で経済と財政、歳出と歳入の自律性が高すぎた。来年度の予
算はこの点に十分配慮していく必要がある。また、刻々と変化する経済状況の中で、
12 月の段階の来年度の経済見通しでずっと経済財政運営をしていくことが、マネジメ
ントの点で問題を生じるケースがあり、必要に応じて年央の改定も行うべきではない
か。それから、予算編成は中期展望を常に見直しながらこれと整合性をとり、（歳出
改革を）加速化させていくことが必要。その点でスタートの段階から歳出総額等の見
積り、重点分野への予算配分、予算の背景にある制度改革の基本設計、税制改革との
関連など全体像を明らかにしつつ、整合的に進めていくことが肝要。 
３番目は、予算編成プロセスと手法の問題である。従来限界的な部分の調整が主だ

ったが、今後は大きく行財政改革を進めていくことになる。そのためには、制度の改
革方針や分野間の優先順位などトップダウンの意思決定と、事業評価に基づく個別事
業の選択や執行の問題なども含めたボトムアップの選択の双方がうまくかみ合う必
要がある。この点で、トップダウンの仕組みがこれまで以上に重要になってきている。
ボトムアップの選択は、透明性や効果が低い事業を必ずしも排除できていない点を考
えると、査定・執行の両面で「新しい行政手法」の導入を積極的に検討する必要があ
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る。このことが透明性のあるわかりやすい予算編成につながっていく。先ほど申し上
げたトップダウンの仕組みの強化は、諮問会議で、予算の全体像を審議しつつ、各省
が予算要求を準備するために必要なガイドラインを検討し、閣議了解するようなプロ
セスも考えられる。これに基づき、８月末には各大臣が予算や行政の抜本的な改革を
諮問会議の場で表明し、それを集中的に審議し総理に指示していただき、各大臣が責
任を持って「根元」から政策・歳出を変革することを、プロセスの中で充実させてい
くことが肝要である。その上で、諮問会議の場の中でさらに検討を加え、「予算編成
の基本方針」をとりまとめ、年末の予算案の決定に向けて慎重な審議を進めていくこ
とが必要である。ボトムアップの予算編成の改革は、予算の目的、効果を各省庁別と
目的別の予算配分で横断的に透明にしていくために、「マトリックス型の予算」を策
定して全体が見通せるようにしていく必要がある。さらには、ボトムアップの前提条
件となるＢ／Ｃなどの事前的な事業評価等を確立し、事後的な評価をフィードバック
させるメカニズムが必要である。先ほど塩川大臣の“Plan Do See" というのがまさ
にこれだ。 

    15 年度予算については、総人件費の抑制を含め、全体の分野で歳出改革を加速化し
歳出全体を厳しく見直していくことが必要。昨年の５兆円、２兆円を踏襲しながら、
今年も一層メリハリがある予算を編成し、経済の活性化に結びつけていくべきである。
最後は、当初予算の決定にあたり、補正予算を組むかどうかは別問題として、トータ
ルの改革の姿を確定した上で、構造改革に資する方針を 15 年度予算の前提として確
立する必要がある。 

（竹中議員） では、15 年度財政運営について御議論いただきたい。 
（塩川議員） まず、非裁量的な制度予算を抜本的に見直すということを、諮問会議でや

っていただけるのか。この問題を提案するのは誰なのか。各省がそれぞれやっていく
のか、それともトップダウンでやっていくのか。 

（牛尾議員） いわゆる従来の裁量的な支出の削減という点では 14 年度はかなり成果が
上がったと思うが、非裁量的な制度改革はトップダウンでやらなければ実現できない
だろうということで、トップダウンの意思決定についてかなり詳しく述べた。総理に
方針を決めてもらい、各大臣にまず進めてもらうことが大事。勿論、経済財政諮問会
議でも方向について議論するが、実行はやはり各大臣のイニシアチブでやってもらう。
そういうものをこの場に持ち寄って発表してもらうなどして、必要なガイドラインが
検討されていくということだ。 

（塩川議員） では、トップダウンで提案する項目は、各大臣に持ってきてもらうという
ことですね。 

（牛尾議員） ある程度の方向性は示すが、最終的な部隊は各大臣だと思う。 
（塩川議員） そこをはっきりしてもらわないと。 
（小泉議長） いい例が地方交付税。これを見直してくれと、大臣につくってくれと言っ

ている。あるいは社会保障制度もそう。年金の問題。大きな問題は、こういう方針で
やるから案を出してくれと言わないと出てこない。 

（塩川議員） 社会保障、年金、医療、雇用などについて、どこを直すかなど、踏み込ん
だところまでしてもらわないと。ここで決めるのはいつも総論だから全然形が出てこ
ない。 

（牛尾議員） 担当大臣に来てもらって、答えを出して提案してもらう。 
（小泉議長） 道路財源なんかいい例だ。決めたら、見直しに全部反対だ。 
（牛尾議員） 総理、そういうことでいいですよね。 
（小泉議長） そうです。 
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（牛尾議員） 各大臣にちゃんと責任を持ってイニシアチブを出してもらう。 
（塩川議員） すると、ボトムアップとの関係はどうなるのか。 
（小泉議長） それは無理。ボトムアップだと全部現状維持だもの。 
（塩川議員） そうでしょう。 
（小泉議長） 今みんなそうですよ。道路公団民営化も、住宅金融公庫廃止も、民間参入

も、全部反対じゃないか。同じ仕事をやらなきゃだめだ。 
（牛尾議員） それは非裁量的な議論もある。そこはつながったらいい。 
（塩川議員） そんなややこしいことを言わず、はっきり書かないと。 
（牛尾議員） 皆さんがそういう御意見ならいい。 
（片山議員） 私どもは地方交付税制度の見直しを進めていくけれども、地方制度調査会

や地方分権改革推進会議がある。こちらは本来の仕事だから、その辺の調整が必要に
なる。それと結局、制度改正がなかなかできないのは、最後は法律を通さないといけ
ないからだ。 

（塩川議員） 大根を切ったような答えは出ないが、問題毎に今後の方向性を示せば改革
につながっていく。 

（小泉議長） 公共事業だって、削減にはみんな反対する。みんな現状維持だ。 
（塩川議員） 今日も財政審でその話が出た。私は、そうではない、無駄を無くすんだ、

何も事業量を削るとは言っていない、と言った。 
（小泉議長） 無駄を廃止することを言わないと。聞いていれば、予算を増やせと減税ば

かりだ。 
（竹中議員） 国と地方が一つのいい事例になる。まず片山大臣に案を出していただいて、

幾つかの議論すべきポイントが出てくる。そこで総理に改めて方向を出していただい
て、またそれを受けてやっていただくということだと思う。 

（片山議員） 地方交付税の機能は財源保障と財政調整だと財政審は言っているが、これ
は一体だ。どの部分が財源保障で、どの部分が財政調整なのか分かれていない。財政
審は財源保障の方は切れと言っているが、切れない。そこは国税、地方税のあり方と
絡むので案をつくる。 

（塩川議員） 税と絡むものもあるし、計算の基準のとり方もいろいろある。冷静に見て
いったらいい。 

（牛尾議員） まず総務大臣に案を出してもらい、そこからまた議論を次に進めていけば
良い。 

（塩川議員） 社会的ニーズが変わってきている。これこそシビルミニマム。ニーズが変
わってきているのに依然として同じようにやっているからいけない。 

（片山議員） 交付税を切るとみんな倒れる。 
（牛尾議員） この間も厚生労働大臣が塩川大臣に、年金を根本的にどうするんだと仰っ

た。そこで、今度は厚生労働大臣は塩川大臣の仰った提案を土台にして、根本的なこ
とを考えて、経済財政諮問会議で提案してもらわないといけない。 

（塩川議員） こちらが提案するから、ここで答えを出してもらわないと。 
（牛尾議員） 我々もペーパーを全部出している。 
（塩川議員） 諮問会議だから、諮問に答えてもらわないといけない。 
（牛尾議員） それをトップダウンでやってもらおうということですね。 
（片山議員） 案を出すが、それは交付税だけではなくて、国税、地方税、国庫支出金も

併せて。 
（牛尾議員） 地方交付税の例を出したのは、一番難しい話だから。わかりやすくしない

といけない。 
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（塩川議員） 本間議員、「マトリックス型の予算」とは何か。 
（本間議員） 例えば科学技術の場合、文部科学省、厚生労働省など複数の省庁にまたが

る問題がある。 
（小泉議長） 重複を直せと。 
（本間議員） はい。 
（牛尾議員） 科学技術関係をずっと並べて、科学技術分野として、各省別に分けて総体

を見る。今は同じことを複数の省庁でやっている。 
（塩川議員） 民間有識者議員提出ペーパーの３ページ目最後の「・また、補正予算を組

む場合も・・・」について、組む組まんとは言わないで欲しい。 
（本間議員） 補正予算を組むことを前提とはしていない。当初予算と補正予算の方針が

微妙に違う。全体として整合的な形でということ。 
（塩川議員） これは消しておいて下さい。 
（小泉議長） カットして下さい。 
（片山議員） 有識者議員提出ペーパーの３ページの（3）「ボトムアップの予算編成シス

テムの改革」の項目に、「厳格な政策評価、事業評価を行うシステムを確立し」とあ
るが、これは確立して、この４月から施行している。総務省だけでなく、全部の省庁
がやっている。仕組みができている。あとは予算編成に活かされるかどうかだ。 

（本間議員） まさにそういうこと。 
（片山議員） それを書いておいていただかないと、新しい制度をつくるようなことにな

る。 
（牛尾議員） 事業評価の結果を確実に反映する仕組みだ。 
（本間議員） 実効性のある形でシステムができ上がっているかどうか。 
（片山議員） 行政機関政策評価法は４月から施行になっている。これを厳格に運用して、

その結果を予算編成に反映する、と書いておいて欲しい。そうでないと、別の仕組み
をつくることになる。 

（本間議員） そんなことは全然思っていない。 
（牛尾議員） 「システムを確立したが、これを予算編成過程に十分反映しなければなら

ない」と書けばいいのか。 
（塩川議員） そういうことだ。 
（古屋経済産業副大臣） 本日、平沼大臣が福井に行っており、大臣の意向を３点申し上

げる。まず１点が、歳出削減あるいは財政規律の必要性には一定の理解を示すが、た
だ、どういった尺度、分野別のメリハリ、あるいは優先順位をつけていくのかが極め
て重要だ｡  
第２点は、重点７分野は極めて重要だが、その中でも特に、新市場を創り出し、実

用化が間近い技術開発への集中的な投入が必要だ。産業競争力戦略会議でもお示しし
たが、これがキーポイントで、思い切った重点化を図るべき。 

   ３点目が、財政審の答申では歳出削減を減税財源とする考え方を明確に否定されて
いるが、歳出カットの努力を民間経済活性化のために回すという考え方があるのでは
ないか、是非御検討をいただきたい。要するに研究開発や政策投資減税の財源とする
という考え方を是非入れていただきたい。 

（片山議員） 今年度は７分野を決めたが、重点分野をどう決めるのか。 
（竹中議員） 先ほど財務大臣から、７分野をどうするか、民間議員でもう一回議論をし

てくれと言われた。次回までに是非レポートを出してもらいたい。 
（片山議員） ７にするのか、８にするのか、６にするのか。 
（竹中議員） マトリックスにするかという問題もある。 
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（小泉議長） 「５兆削減して２兆増やす」というような、今度は「何兆減らして、何兆
増やすか」という問題。 

（塩川議員） それは予算のフレームのときに出てきます。 
（竹中議員） それについては、財務大臣が次回に御提示いただくと、先程話があった。 
（塩川議員） ６月中に出す。 
（吉川議員） ２点。１つは、「５兆削減して２兆増やす」というのは良い考え方だと思

う。中身を見直すということが一番大切で、無駄を大いに切る一方で、平沼大臣のお
考えのように、伸ばすべきところは当然ある。切るべきところは切って、伸ばすとこ
ろは伸ばす。問題は事業評価で、片山大臣が仰ったが、制度はできているが、それを
どれだけ実効あらしめるか。事業評価もなされているが、それが予算編成に実際上は
生かされない等、いろんな問題がある。本当に無駄なところを削って、伸ばすべきと
ころを伸ばすという観点で、総理のリーダーシップの下で、諮問会議の中でもどう予
算編成のやり方をつくるか。工夫して、「マイナス５、プラス２」の精神を生かす予
算編成のやり方を考えていただきたい。 

   もう１つ、予算編成は経済の実態等を見ながらやらなければいけない。経済実態の
見通しは通常年末だけだが、年央にも、足元をきちんと見定めて、それを踏まえて本
予算をきちんとつくっていくことが必要。 

（塩川議員） 見定めるとは検討し直すというという意味で、予算の調整をするという意
味ではないですね。 

（吉川議員） 予算の調整という意味ではない。 
（奥田議員） 私どもが提出した資料の「４.15 年度予算について」の中で、「総人件費

の抑制を含め」と書いたが、話としてはもっともだが、具体的にどういう形でやるの
かが非常に大事だ。定員削減というような話になれば、受け皿の問題とかなしにバサ
バサ切っていくということは、国民が負担することなので、総人件費の抑制を含める
ことは非常に慎重に行っていただきたい。 

（小泉議長） 地方自治体なんかで結構成功しているところがある。首を切らないで民間
委託していく。そうすると、いろんな事業のコストも削減される。同時に人件費も抑
制していく。民間の方は仕事が増える。地方自治体のいい例を参考にしながら、投資
的経費がいつも一般歳出の問題で問題になるが、経常経費で無駄な点を見直すという
ことが大事だ。 

（本間議員） 国・地方をあわせて行政改革をさらに進めると申し上げたのは、世の中で
は国立大学の独立行政法人化によってこの問題はクリアされているという指摘が非
常に強くある。非常にロットが大きいため、実質的に国と地方の行政の効率化が形だ
けで終わっているのではないか。そういう意味で書かせていただいた。 

（牛尾議員） 我々の資料２ページの３．の（2）に「これに基づき、８月末までに、各
大臣が所管行政・予算について抜本改革案（イニシャティブ、プラン）を諮問会議の
場で表明し、それを集中的に審議をすることを通じ、総理の指示の下で各大臣が責任
を持って政策・歳出を『根元』から変更するというプロセスを構築する」とあり、こ
ういうやり方は初めて。各省が準備に必要なガイドラインをつくるのは８月末なので、
各大臣、特に重要な制度改革を持っているところは、で、７月、８月に相当作業して
提案してもらわなければいけない。 

（塩川議員） これは諮問会議で初めてだ。それを今度取り上げる。 
（牛尾議員） 表に出してオープンにやるわけだ。ガイドラインがどうまとまるかが、構

造改革の基本になるので、是非、全議員の協力をお願いしたい。 
（小泉議長） 今までは、減らすところは言わず、増やすところばかり。これがだめだっ
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た。去年も今年もそうだが、減らすところがある。減らすところは我々がやらなけれ
ばいけない。 

（牛尾議員） 今年の暮れに中期展望で、歳出等の削減は抜本的な改革を通じて中期的な
歳出改革を加速する必要があるという判断をしている。あの気張った長期計画よりも、
一段下げていかないと財政はもたない。今度は相当力を入れてやらないと、益々国債
の格付けは下がる一方だ。 

（塩川議員） 今年こそ正念場ですよ。14 年度じゃない、15 年度が正念場だ。 
（牛尾議員） 全く同感。 
（竹中議員） 今年が正念場だというのは、皆さん仰るとおり。具体的には財政規律の精

神を、「マイナス５、プラス２」をどのように変えていくか。これは財務大臣から御
提言をいただく。重点分野の見直し等については、次回民間議員から御提案いただく。
それとプロセスの抜本的な見直しということを重視するということを確認させてい
ただく。今日の議論を踏まえ、総理の御指示を受けながら、私の方でとりまとめに当
たりたい。次回、議論を続けていきたい。 

 
○平成 15 年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針について 
（尾身臨時議員） お手元の資料で 15 年度に向けた総合科学技術会議の方向として、世

界最高水準の科学技術創造立国の実現を目指す。空洞化に直面している現状に鑑み、
経済活性化、あるいは産業競争力の強化を我が国政策の最優先課題とする。科学技術
への投資についても、整理、合理化して、重点的拡充を進める。 
戦略的に重点化するということで、１つは基礎研究の推進。２番目が重点研究分野

についてで、ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料の４分野
を最優先の重点分野とし、それから、エネルギー、製造技術、社会基盤、フロンティ
アの４分野を準ずる分野としている。特に、物理学、化学、生物学、情報学等の既存
の分野を越えた領域にしっかり力を入れてやりたい。 

   (3)で融合分野の研究者、知的財産に関する人材を重点的に育成したい。 
次のページで、経済活性化のための研究開発プロジェクトを立ち上げたい。比較的

短期間で実用化が期待される技術課題と将来発展が期待され潜在的可能性の高い基
盤的な課題の２種類についてプロジェクト研究を進めたい。産学官連携により、１件
当たり５年間で 50～300 億円ぐらいを目途に、20～30 のプロジェクトをスタートさ
せたい。現在、関係各省あるいは大学と協議をしつつ、総合科学技術会議でとりまと
めており、これを絞っていきたい。例えば、検討中のプロジェクトで、極端紫外線露
光による半導体製造技術の開発や、ものづくりの仮想試作システムの開発で製造業の
起死回生の鍵となるもの。 

   「４．科学技術システムの改革等」で、競争的資金の改革及び拡充。特に若手研究
者を自立させ、若手向け資金を拡充する。公平な審査体制により、従来、硬直的と言
われていた研究資金の配分をもっと弾力的にする。研究の代表者に給与、人の選任等
の責任と権限を与え、そこを中心にやる。年度間で切れ目ができないよう、研究開発
の継続性を保つ。 

    大学等の施設整備については、５か年計画の３年目で、50％を超えるところまでき
ているが、きちっと推進していく。 
産学官連携の推進では、当事者間で責任をもって合意した内容を基に、産学の間で

契約できるよう自主性を持たせたい。大学発ベンチャーの創出に向け、起業者の育成
機能の充実、融資についての個人保証の慣行の撤廃をしていきたい。 

    大学の改革で、１つは大学の教授を選定する時に、少なくとも 70％ぐらいの人は、
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ほかの大学なりから来た人を入れる。純粋培養で日本全体の力が落ちているのをカバ
ーしたい。助教授は教授を助けることになっているが、外国でのアシスタント・プロ
フェッサーは、独立した研究者となっている。講座制の弊害をなくして、若手をもっ
と活用したい。 

    地域の科学技術で、地域経済の活性化のため、公共事業依存型の地域発展から、科
学技術駆動型の地域経済発展へという流れを一層促進していきたい。大学を活用して、
中小企業あるいはベンチャーを育て、中小企業と大学をつなぐコーディネーターを育
成したい。文部科学省の知的クラスター、経済産業省の産業クラスターを相互調整を
しながら促進したい。地方公共団体からの国立大学、独立行政法人への寄附金等を一
定の要件の下に可能とする規制緩和を是非検討していただきたい。 

   それから、知的財産で、研究者が知的財産や関連技術に関する情報を活用して、戦
略的に研究開発を実施できる体制を整備したい。知的財産権を、研究者への十分な還
元を図りつつ機関帰属にしたい。バイ・ドール条項だが、アメリカでは政府資金等に
よる委託研究開発をした場合、その知的財産を受託者へ100％帰属すると決めており、
民間企業の研究開発への意欲が高まっている。日本も同じ法律ができているが、役所
によっては適用していない。全部の委託研究開発制度に適用したい。これに伴い知的
財産を帰属させた相手が独占的ライセンスを得るが、海外で生産するような場合には、
アメリカにおいては、その担当の役所が審査をすることになっていて、この点、アメ
リカ並みの制度を導入したい。 

   研究開発評価システムは、公正で透明性の高い制度にしたい。 
研究開発関係特殊法人等は、他の特殊法人と異なり、専門的知識を有するスタッフ

を備え、質の高い研究開発を推進し、年度を越えて切れ目なく研究開発を実施でき、
我が国の研究開発に果たしてきた役割は極めて大きい。去年は特殊法人改革の中で、
科学技術だけを例外とすると、全体の特殊法人改革がうまくいかないという配慮もあ
り、財政支出を一律に２割程度削減したが、研究現場で大きな支障が生じている。15
年度については、研究開発型特殊法人等の有する能力、機能、弾力性等が使えるよう、
特殊法人の活用を一層拡充していきたい。 

   施策の重点化にあわせ、必要性を見極め、必要な整理、合理化を図り、メリハリの
ある予算の資源配分をしていきたい。概算要求の前後に各府省の検討状況をチェック
し、府省の枠を超えた効果的な取り組みとなるよう調整をしたい。施策の内容は精査
し、昨年のようにランク付けして、メリハリを具体化していきたい。 

   それから、科学技術についての基礎教育を充実したい。 
   知的特区について、先日総理からのお話もあり、大学、病院、研究機関等に係る硬

直的な規制の壁を破ることは有意義であり、知的特区についても検討したい。 
   科学技術の税制に関して一言申し上げたい。21 世紀初頭の経済政策の課題は、急

速に進展しつつある産業空洞化に対応するため日本経済の競争力を強化することが
基本。この鍵は「規制緩和」と「科学技術の振興」の二本立てだが、規制緩和は別に、
科学技術の振興を是非実現していきたい。 

   ２番目で、試験研究費に対する一定割合の税額控除を進めていきたい。これはアメ
リカでもやっている制度だが、是非採用したい。 

   それから、ベンチャー企業に対する投資の一定割合を税額控除し、1,400 兆円の個
人金融資産からもっとベンチャーに投資していただく。イギリスではベンチャー企業
に対する投資額の 20％の税額控除制度がある。これは財源としても 100 億円程度で、
ベンチャーを育てるという意味で実現させていただきたい。 

   また、ベンチャーが儲かった分を内部留保に回して拡大しようとしても、留保金課
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税があって、中小企業の場合、内部留保に対し、多いときには 20％もの税率がかか
り、内部留保の大きな障害になっている。ベンチャーが急成長する妨げになっており、
留保金課税を撤廃していただきたい。 

   ４番目、私立大学は非常に資金不足。国立の方は国の金が入るが、私立の方は民間
から寄附をしたときに税金をとられる状況。10 億円の別荘を寄附しようしても、元
値が１億円だとすると、みなし所得が９億円あるとなり、寄附する前に、９億円相当
分の所得税を取られる。税はこの場合２億 3,000 万円で、別に納めないと寄附できな
い。そのために、私学ではこの種の資産寄附がほとんど行われていない。寄附税制を
アメリカ並みにし、みなし譲渡所得課税を撤廃していただきたい。 

（塩川議員） 尾身大臣の御提案には賛成。 
   １つは、今、概算要求の問題を提示されると、他省も言ってくる。そうすると収拾

がつかない。振興策としての御意見としてもらって、概算要求としての話ではないと
してもらいたい。その意味において２ページ３．の②だが、緊急開発プロジェクトに
ついては、数字が書いてあり、概算要求みたいなもの。この精神はわかっているから
数字は書かないで欲しい。具体的に概算要求のときに話をしてもらいたい。 

   もう１つ、お伺いしたいのはベンチャーの認定について。これはきついのではない
か。中小企業の人と話をしていると、なかなかベンチャーの認定ができない。今、ベ
ンチャーとＮＰＯの基準認定が一番難しいと言われている。どうするか考えてもらえ
ないか。 

   最後の税制のところで、試験研究費の一定割合控除は検討させてみよう。私立の大
学制度は税制改正のときにやりたい。ただ、学校法人だけに限ると。教育、研究のた
めにやる寄附とかそういう縛りはかけようと思う。 

（片山議員） 地方団体から国立大学等への寄附金をなぜ禁止しているかというと、地方
がやることは地方財政法なり地方財政再建促進特別措置法に書いてあって、国が出す
もの、地方が出すものとを分けている。本来国が出すものを出さないで、地方に負担
転嫁するような寄附金は困るということで書いている。これは規制緩和でも何でもな
く、財政秩序の基本的な考え方だ。昔からずっと続いている議論で、一定の要件があ
ったら、運用上どうするかは法律に書いている。そういうことで文部科学省と相談す
る。規制緩和はできない、規制緩和ではないのだから。 

   寄附金の方は、国税の方はお考えになるかもしれないが、住民税は会費という性格
であり、ほとんど寄附金の免除をしていない。幾ら言われてもそうはいかない。 

（塩川議員） 地方団体が随分誘致している。 
（片山議員） 誘致は誘致。自分の都合のいいことだけ言っても駄目。 
（尾身臨時議員） 地元の大学をてこ入れして、そこで経済を活性化させたいという要望

が非常に強い。今度は大学は独立行政法人になり、今までのような国立大学とはちょ
っと違った性格になるので、検討していただきたい。総合科学技術会議でも、是非や
るべきだという意見が強い。 

（片山議員） 以前聞いた。 
（尾身臨時議員） 是非検討をお願いする。 
（片山議員） 今お答え申し上げた。 
（奥田議員） ３ページの（３）に「融資の際の経営者個人保証の慣行を撤廃」と書いて

あるが、ベンチャーの成功度は、１割だったら成功で、３割とか、５割というのは絶
対あり得ない。話を聞いていると、ベンチャーをやれば 100 ％成功して、それが認
定されるという発想と思うが、やはりベンチャーは、そういう世界だということを認
識して、融資の際の経営者個人保証の慣行の撤廃は考えていただきたい。 
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（尾身臨時議員） ベンチャーには出資で資金供給しないとだめで、間接金融から直接金
融に移行するというのが本来の筋道。直接金融、つまり出資についてのインセンティ
ブを与えるということで、６ページの３(1)、(2)を我々としてはどうしてもとりたい。
それをやれば、３つに１つ、あるいは３つに２つつぶれても、あとの１つが成功すれ
ば、出資した人は儲かる。そういうことで資金供給をしていかないと。いわゆる担保
金融的な間接金融の資金供給ではベンチャーは無理。税制の問題としてインセンティ
ブを与えるという方向が本来の趣旨だ。 

（牛尾議員） ４ページにある「研究開発型特殊法人の改革の円滑な推進」については、
前回、小泉総理の下でやった特殊法人の財政支出 20％カットを研究開発型特殊法人
についても一律にやった。それを急に戻してほしいという御提案だが、値打ちのある
特殊法人もあれば 20％以上切るべき特殊法人もある。それを一律に論じるのは非常
に危険。また、20 年前の最前線の研究機関の特殊法人は、次のプロジェクトに入る
ことがなかなかできない。むしろ、新しい特殊法人をつくるか、新しい研究体制の機
関のあり方を考えてる方が有効な場合が多い。古い体制の、20 年前にできた数多く
の先端グループはかなり老朽化している部分がある。例外的に大事なものもあるが、
そうでないものは、新しいものをどうつくるかということに議論を集中した方がより
建設的だ。研究開発も非常にもてはやされるが、研究機関は旧態依然な所も多い。先
端に行っているところはうまく回っているが、採点をつければＡからＤまである。Ｄ
やＥのところはもっと減らして、新たにＡをつくる。そのつくり方もいろんな形を考
えていく方がいいので、特殊法人で減ったものを安易に全部もとに戻すという提案に
は反対。 

（塩川議員） 同感だ。 
（本間議員） ２ページの「大学等の施設整備」というところと、先ほど問題点を指摘し

ました３ページの最後の「補正予算を組む場合も」というところの関係を明らかにし
ておきたい。昨年、公共事業の中に施設費を入れた。これで大学の施設状況が飛躍的
に拡大したが、予算を見ると、当初予算と補正予算の施設費の割合が著しく違う。当
初予算では９対１で、従来部分が９で新規部分が１だが、補正予算の部分は５対２ぐ
らいだ。従って、国立大学等の施設整備を進めるためには、補正予算がなければ進ま
ないという問題点がある。きちんとした方針を組み立てて、科学技術時代にふさわし
い状況をつくっていただくのが、３ページの最後の部分の文脈だ。したがって、ここ
の表現を落とさせていただくが、そういう真意があるということを是非御理解いただ
きたい。 

（古屋経済産業副大臣） 試験研究税制については、財務大臣からも言及されたが、日本
経済の競争力の強化という視点からも極めて重要で、試験研究税制の抜本強化を是非
お願いしたい。特に分野の限定にはいろいろな支障があり、欧米ではそういうことは
一般にされていないと聞いている。是非そういうことも含めて御検討いただきたい。 

（尾身臨時議員） 特殊法人について、牛尾議員から話があったが、例えば原子力とか宇
宙とかについては反省しなきゃならないところがあるが、競争的資金を出していると
ころについては、特殊法人の予算を減らして、中央官庁の予算を増やしても、プロジ
ェクトごとに中央官庁の役人が審査するのは非常に難しいので、特殊法人の能力を使
って、評価のプロを使って弾力的にやっていかないと現実にうまく予算の執行ができ
ない。そこにかなり無理がある。去年は、我々としては無理を我慢して全体の方針の
中でやったが、今年は是非その点については御理解をいただきたい。 

（牛尾議員） 理解する部分もあるが、駄目なところは増やしてはいけないという趣旨で
す。 
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（竹中議員） この方針の内容は、諮問会議の基本方針のとりまとめに皆様の御意見も含
め反映するよう調整してみたい。 

 
○経済の活性化戦略について 
（竹中議員） 先日の会議で、全体の目次（案）を検討いただいたが、その中の経済活性

化部分の素案を提出している。内容的には総理の御指示に従い、先日議論した有識者
議員案と平沼議員案を中心に関係閣僚の意見も踏まえまとめたもの。事務局から説明
させる。 

（坂内閣府政策統括官） Ａ３の１枚紙の資料で説明させていただきたい。 
キーワードは、「選択と集中」による産業競争力の強化、それと規制改革を通じた

「民業拡大」による市場創造。具体的には人間力戦略、技術力戦略、経営力戦略、産
業発掘戦略、地域力、グローバル戦略の６つの戦略である。以下、簡単に説明する。 

   まず「人間力」は、新分野の人材の倍増。遠山大臣も先日仰っていたが、個性ある
人間の教育。21 世紀のＩＴは、いわば「21 世紀の読み書きそろばん」ということ。 

   「技術力」は、今尾身大臣からも御説明があったように、大切なこと。技術４分野
への資源の集中、あるいは知的財産権の活用の仕組み。それから、平沼大臣から先般
御説明があった「死の谷」への対応、例えば次世代半導体技術などで国家がプロジェ
クトを提供していく。 

   「経営力」は、倒産法制の見直し、あるいは産業再生法を抜本的に強化する。それ
から、中小企業金融を円滑化するための地域金融機関の合併を促進する。個人保証の
検討。次が消費者に信頼される企業社会の構築。 

   「産業発掘」は、最初は新技術の活用。２番目は安心ハウスとか、健康づくりとか、
いわば生活産業系、雇用関係には非常に大きい。それから食料産業の問題。片山大臣
から御指摘のあった国・地方の行政サービスのアウトソーシング、また、それを通じ
て地域の産業を活発化させるといった発想のこと。 

   「地域力」は、最初が構造改革特区という問題。それから以前武部大臣から御指摘
があったバイオマス。次が羽田空港の拡張による国際競争力のある大都市の再生。渋
滞解消など、大都市の機能を高めることを通じて土地問題も解決するということ。都
市再生特別地区の積極的化も入っている。 

   「グローバル」はＦＴＡ、それから対内直接投資や頭脳の流入ということ。 
資料「経済活性化戦略（案）」では、６つの戦略と 30 の小見出しに相当するアクシ

ョン・プログラムとなっており、各見出しのなかで具体的なものは、「・」で書いて
あるという仕組みになっている。 

（竹中議員） 御議論いただきたい。 
（塩川議員） 全部やるのか。選り取り見取りで、どこに焦点を絞るのか。実際に動いて

いるのか。 
（牛尾議員） 各省はもう既にやっている。 
（片山議員） やっていることもある。 
（塩川議員） やっていることもあるだろうが、やはり絞らないといけない。羽田空港の

拡張による国際競争力と言っているが、羽田空港の滑走路は、現在３本ある。それな
のに、何故１本しか使わないのか。２本使うぐらいで 24 時間十分いける。要するに、
遠慮して使っていない。現在ある滑走路をもっと有効に使ってもらうことが必要だ。
地方空港でも、外国の乗り入れを受けられるようなものが幾らでもある。空港の国際
競争力を強めるには、そういうことを積極的に考えたらどうか。ヘリコプターや小型
の飛行機をもっと活用させるとかいろいろあるではないか。航空会社の経営指導なん
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か全然やっていない。そんなことを放ったらかしで、こればかり言っている。 
（牛尾議員） 仰るように、ケネディ空港やヒースロー空港に比べると利用頻度は２分の

１以下。 
（塩川議員） ３本も滑走路があって何をしているのか。 
（小泉議長） 地方で大型の旅客機を受け入れることのできる空港はあるのか。 
（片山議員） 地方空港でも 3,000 メートルはかなりある。岡山でも、広島でも 3,000 メ

ートルだ。 
（塩川議員） 岡山なんか貨物が随分来ている。 
（片山議員） 有機的なネットワークを考えたらいい。 
（小泉議長） 未利用のところを有効に利用するということも必要だ。 
（坂内閣府政策統括官） 塩川大臣が仰るとおり、発着間隔を技術的に短くするとか、あ

るいは東京上空がうるさくてもよいというのなら、方向を変えるとかいろんな手はあ
るようです。そういう余地は当然あると思いますが、いずれにしても、今の羽田では
足りない。地方の空港が空いてしまうのも、羽田の枠がないから使えないという問題
があるようです。 

（小泉議長） ３本あるのにどうして２本しか使っていないのか。 
（牛尾議員） 風向きで使うラインが変わる。 
（塩川議員） そうではない。騒音問題を心配して使っていない。それからもう一つ、国

内便が東京で足りないのなら、調布空港を利用すべきだ。あれを遊ばせておいて、羽
田ばかり言っている。 

（牛尾議員） 石原都知事とも相談し、羽田を拡大した方がアジアのハブ空港になり得る
ということで提案している。 

（尾身臨時議員） 沖縄で大学院大学を作ろうと思っているが、アメリカから来てもらう
と、成田から羽田に来て、羽田から那覇に行く。あるいは関空に行って、関空から那
覇に行くとなる。要するに乗り換えるのは関空しかできない。成田に着いた場合、地
方空港とのコネクションがないから不便なところがある。使い勝手からいうと羽田の
方が使い勝手がいい。３本の滑走路を使ってもらいたいということはその通りだと思
う。 

（塩川議員） 逆に那覇で国際空港を開いた方が早いかもしれない。那覇から国内へ飛ん
でくる。 

（尾身臨時議員） 那覇は国際空港だが、直行便は採算が合わないから航空会社が首を縦
に振らない。 

（塩川議員） それは使用料などのサービスで対応したらいい。航空政策として政策がな
い、空港に対して政策がないということだ。 

（牛尾議員） 羽田空港問題は財務大臣の仰ることも十分考慮したい。 
それからもう１つ。この提案で書き足りなかったのだが、燃料電池やバイオマスな

どのいわゆる次の新しい技術開発をやっていくときや、それができたときに、すぐい
ろんな規制にぶつかること。例えば、燃料電池の場合、水素ボンベを補給するときに、
ガソリンスタンドに匹敵するものを造るとか、ガスボンベを置くといういろんな規制
法があってビジネスに乗りにくい。そういう新成長分野では規制の総点検を事前に行
い、ビジネスに乗る形で、基本的には民間に任せていくというルール立てが必要であ
る。すでに、成功している分野は、規制をつくるのではなくて、業界や各社が企業責
任でやっていて成功している。燃料電池やバイオマスやその他諸々の新成長分野での
将来あるべき規制の総点検は、原則として民に任せるという考え方を打ち出す必要が
あると思う。 
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（竹中議員） 規制緩和に関して奥田議員から。 
（奥田議員） 経団連では規制改革の緊急要望についてまとめた。これはビジネスの現場

から出てきた経済界の要望の一例であり、経済活性化の鍵を握る民間活力を最大限に
発揮させるためにも重要な改革課題であると考えている。総理の強いリーダーシップ
の下で、各大臣の御協力をいただき、総合規制改革会議にもなお一層の御尽力を賜っ
て、規制改革の具体策を早期にとりまとめていただきたい。 

（塩川議員） 規制緩和はものすごく遅れている。だから小泉内閣は何もやってないと言
われる。僕らがやかましく言うけれども、なかなか進まない。 

（古屋経済産業副大臣） 牛尾議員から燃料電池の言及があった。総理も燃料電池の実用
化については極めて高いプライオリティを示していただいており、実は、副大臣会議
で燃料電池ＰＴをつくり提言まとめた。その内容は、極めて具体的な内容で、①技術
開発、②実証実験、③普及啓発、④規制緩和を含めたソフトインフラの整備、⑤導入
インセンティブの５つの柱となっている。特に、規制改革については、2005 年の本
格導入時点では原則としてすべて撤廃、緩和されている状態にもっていく必要がある
と提言している。例えば、いわゆる海底トンネルは走れないとか、あるいは１メート
ル以上壁から外さなければならないなど細かい、現実にそぐわない多くの規制がある。
安全性の確保は大原則だが、１つ１つ精査しながら規制緩和を徹底していく。また、
日本が技術を持っていないものがあるので、技術開発も対応していく。この燃料電池
は 2020 年まで 500 万台、あるいは低地で 1,000 万キロワットというものを実現する
と、経済効果は100 兆円以上と言われている。日本のエネルギー革命になるという大
きなプロジェクト。実用が間近い技術であり、集中的に取り組んでいただくよう提言
した。 

（吉川議員） 経済活性化の戦略について、これを政府が実行していく上でのチェック機
関が必要だと思う。 

（小泉議長） 規制改革について、どこがやっていないのか、総合的に見れる場が必要だ。
例えば、外国からの輸入について規制をチェックするＯＴＯのように、その国内版で、
規制緩和をどこが邪魔しているのかがわかるような場が必要である。 

（塩川議員） これを３期くらいに分けて、順序をつけてやらせたらどうか。 
（牛尾議員） 民間経済にはすごくプラスだ。 
（竹中議員） 規制改革は古くて新しい問題であり、もう一度議論を集中的にしたい。 
（小泉議長） 集中的に、総合的に。 
（牛尾議員） 総合規制改革会議は既に７年やっている。案は全部ある。どうやって実行

するかだ。 
（塩川議員） それぞれ理屈があるが、それを聞いていたら進まない。 
（竹中議員） 必ず規制を続ける理屈がある。それをブレークスルーするために特区とい

う１つの試みを考えている。 
（奥田議員） 話は変わるが、2005 年に国際博覧会が開催される。これは国家プロジェ

クトである。自然の叡智というテーマで開催され、環境問題に対応する技術の展示と
か、実験の場として大いに意義がある。日本経済の活性化に大いに貢献すると思って
いる。内外に我が国の先進的な取り組みを示すことで、海外の優秀な頭脳の流入にも
つながると思う。 

（古屋経済産業副大臣） 奥田議員からも御指摘があったが、2005 年の万博は 21 世紀に
初めて世界で開かれる万博。これを成功させたい。それから、アメリカが参画できな
い状況にある。これは、1993 年に当時の財政状況に鑑みて、こういったイベントに
国の金を出さないという法律があるため。私の方から関連の議員に、既にアメリカの
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経済状況は良くなっているので、法案を改正するよう要望した。21 世紀初めての国
際博覧会にアメリカが参画しないのは問題。皆様方にもよろしくお願いしたい。 

（速水議員） 経済活性化戦略には、尾身大臣が言われた直接金融の整備が１つの大事な
問題になってくると思う。企業サイドでリスクテイクやリストラを促進することが必
要であるほか、投資家サイドもリスクキャピタルをもっと積極的に供給していくとい
うことが大事。直接金融市場の整備の重要性が随分指摘されて久しいが、まだ十分成
果が得られていない。 
直接金融を活性化するためには２つの問題が大事。１つは公的金融の見直し。公的

金融機関が大きなウエートを占めると、リスクを適正に反映する金利設定が難しくな
り、結果として資本市場の発展が阻害されていく。もう１つは、金融税制などの税制
の見直し。個別具体的にいろいろな議論があるが、こういった基本認識を踏まえ、ア
クションプログラムを積極的に推進していくことが必要だ。 

（竹中議員） 今回の事務局案について、項目がたくさんあってわかりにくいという御指
摘だが、昨年、同じような意味で改革の工程表を作った。それにより改革が進んだこ
とも事実。これもしっかりとりまとめをさせていただきたい。それに当たり、ポイン
トがどこかということは大変重要であり、総理の御指示もいただきながらしかるべく
対応したい。例えば特区の推進主体をつくるなど、新しいものは十分アピールするこ
とも考えたい。 

   また、羽田の例がでたが、民間議員の趣旨は、ハブを羽田に持ってくることが戦略
上必要であるという指摘をした上で、それをどのように実現していくかに当たって、
担当大臣にイニシアチブを発揮していただいて、「こうすれば金はそんなにかからな
い」とか、いろいろ議論を進めていくことが改革への道筋だと思う。 

   次回の諮問会議では税制に関して同じようなたたき台を提出し、次々回の諮問会議
では、歳出について同じようなたたき台を提出させていただく。その過程で、総理の
御指示を仰ぎながら、各大臣といろいろ御相談させていただきたい。 

   総理、お願いします。 
（小泉議長） 議論も絞っていかなきゃならない時期だと思う。要するに簡素で効率的な

政府を構築すること。これが経済の活性化につながるということで、「民間でできる
ことは民間に委ねる」ということを原則にしてきた。14 年度予算の 30 兆円枠は、も
っと国債を増発するという声を抑えて、何とか 30 兆円の枠を守りながら、公共事業
をはじめ、切るべきところは切ってきた。ようやく最近この予算は緊縮だといった批
判が影を潜めてきた。50 兆円そこそこの税収がないところで、30 兆円の国債増発を
認める国でどうして緊縮と批判が出るのか。私の改革路線を批判している専門家や評
論家がいるが、外国ではなるほどと言います。サミット先進国の中で放漫財政だとい
う批判はあっても、緊縮財政という批判のいわれは何もないということを説明すると、
なるほどとわかってくる。 

   最近のムーディーズの格付けなんかでもわかってきたでしょう。15 年度は徹底的
に無駄を削る。今まで、景気対策、経済活性化というと、必ず財政出動、国債の増発、
減税。これは通じない。15 年度予算は増税をしないのだから、無駄な点をどうやっ
て削減するか、これは引き続き堅持していかなきゃならない。いわゆる歳出改革を加
速させることがこの経済活性化に重要だという点は、是非とも国民にもわかってもら
えるような努力が必要だと思う。 

   そしてデフレ対応。これも要するに経済活性化戦略です。これについて規制改革等
はじめ、できるものから早く行わなければならない。規制改革を邪魔しているところ
はどこか、また規制改革を促進させるためにはどういうことが必要かという総合的な
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場が必要だということはわかりました。 
   関係閣僚に、これからもいろいろ努力をしていただいく。構造改革路線は全く揺る

ぎがない。これに協力してもらうように私からも、今後、関係閣僚と話し合いの場を
持っていきたいと思う。大事なところに来たので、これからも御議論よろしくお願い
します。 

（竹中議員） ありがとうございます。 
（小泉議長） 予算を増やせば景気回復するものではないというのを言っているんです。 
（竹中議員） 本日は、これで終了します。ありがとうございました。 
 
                                   （以 上） 
 
 


