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平成 14 年第 21 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 
1．開催日時: 2002 年８月２日（金）16:32～18:10 
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 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 
臨時議員 石原 伸晃  行政改革担当大臣 

 
（議事次第） 
1．開会 
2．議事 

(1)「予算の全体像」及び概算要求基準について 
(2)政策金融について 
(3)その他 

3．閉会 
 
（配布資料） 
○「15 年度予算の全体像」（案）（竹中議員提出資料） 
○平成 15 年度概算要求基準について（塩川議員提出資料） 
○政策金融改革について（竹中議員提出資料） 
○政策金融に関する調査結果報告 
○政策金融について（速水議員提出資料） 
○金融システム改革のための政策金融機関の役割（メモ） 

（柳澤臨時議員提出資料） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介がされた。 
（竹中議員） 今日は２つの議論を行う。前半は、「予算の全体像」と「概算要求基準」
である。後半の、「政策金融」は、柳澤金融担当大臣と石原行政改革担当大臣に臨時議員
として御出席いただく。 
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○「予算の全体像」及び概算要求基準について 
（竹中議員） 「予算の全体像」について、前回の御審議を踏まえ、私の方で取りまとめ

た。 
   簡単に申し上げると、「『基本方針 2002』では、『予算編成は、そのスタート段階か

ら、歳出の見積もり、重点分野への予算の配分、予算の背景にある制度改革の基本設
計など、全体像を明らかにしつつ行う必要がある。』」と記述しており、それに基づい
て、「予算の全体像」をマクロとの関連等を踏まえて取りまとめる。 

   マクロとの関連では、１．のように、今のところ「改革と展望」のシナリオに沿っ
た動きをしている。しかし、リスク要因が高まっているので、15 年度に向けて歳出
改革、税制改革、規制改革、金融システム改革などへの取組を強化する。 

   15 年度予算の目標は、経済活性化と財政健全化の両立。そのために歳出改革を加
速すると同時に、その成果も活用しつつ、持続的な経済活性化・民需拡大に寄与する
減税が不可欠であるとの認識を示している。 

   ２ページの３．15 年度予算の骨格(1) 歳出改革の加速、は、これまでの議論を要
約した。同(2)歳出の見積もり、で、「一般歳出については、実質的に 14 年度の 47.5
兆円を下回ることとし、さらなる抑制が可能となるようあらゆる努力を行う」、一般
会計歳出についても、「実質的に 14 年度の 81.2 兆円以下に抑制する」とした。(3)
歳入面での改革の推進では、「『基本方針 2002』を踏まえ、経済活性化を目指した本
格的な税制改革の検討を進める」、また、「減税に際しては、一層の歳出改革や国有財
産の売却を進めるとともに、これに加えて、多年度での税収中立の下で、一体的な税
制改革の一環としての増収等を活用することとし、マクロ経済との関係を踏まえなが
ら、その規模、期間、内容などについて早急に検討を進め結論を得る」とした。(4)
歳入の見積もり、では、「引続き検討を行う」とした。 
御意見をいただきたい。（意見なし）概算要求の話と併せて御意見を伺うこととし、

この案そのものについては、承認いただいてよいか。（「異議なし」と声あり） 
（竹中議員） それでは、そのようにさせていただく。 

続いて、塩川大臣から「概算要求基準」について御説明をお願いする。 
（塩川議員） 平成 15 年度概算要求基準については、８月７日の閣議了解に向け全力で

検討しているが、概算要求基準案の大枠について御説明する。 
   平成 15 年度予算編成においては、「基本方針 2002」の基本的考え方を踏まえて、

歳出改革を一段と推進したい。このような観点から、平成 15 年度概算要求基準の設
定に当たっては、歳出抑制と予算配分の重点化・効率化を同時に実現するため、適切
な内容となるよう枠組みをしたい。詳細は、主計局長から説明させる。 
なお、皆様におかれては、極めて厳しい日程の中での調整となるが、格段の御協力

をお願いしたい。 
（林財務省主計局長） 補足したい。15 年度の概算要求基準については枠組みを大きく

見直すことにしたい。基本的な考え方は３つである。 
   １番目は、新しい経費区分の導入。公共投資関係費、義務的経費、裁量的経費と３

つに区分けして概算要求基準を作る初めての試みである。 
   ２番目は、公共投資関係費、裁量的経費については、各省の要望額、いわゆるシー

リングを緩和する。同時に、財政事情を踏まえ最終的な仕上がりは厳しくする。「自
由な要望、厳しい配分」という考え方で枠組みを作っている。 

   ３番目は、義務的経費の見直し。義務的経費については、年金・医療など、真にや
むを得ないもののみ増加要求を認めるということで対応したい。 

   塩川議員提出資料では、左の方に公共投資重点化措置とある。平成 14 年度当初予
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算で、公共投資関係費が公共事業と施設費で全体として 9.3 兆円ある。これは昨年に
引き続き、公共投資関係費全体を公共投資重点化措置の対象として、「対前年度削減
幅（▲○％）」とあるが、その規模を削減する一方で、新規要求がしやすいよう十分
な要望額を確保して、新重点４分野への重点化を図りたい。各省庁ごとに、それぞれ
前年度当初予算における公共投資関係費の額に対して、何％減を要望基礎額として、
それに対してかなり思い切って上限を設けて要望いただき、これによって各省庁間の
配分をできるだけ変えていきたいと思う。 

   次に、右の方に裁量的経費重点化措置とある。これは裁量的経費全体を重点化措置
の対象として、規模全体の縮減を図る一方で、新規要求がしやすいように、十分な要
望額を確保して、新重点４分野への重点化を図りたい。裁量的経費重点化措置のグラ
フで、上に少し出っ張っている部分がある。これは 14 年度の裁量的経費が 5.5 兆円。
これから科学技術振興費に相当する額を除いた額をベースとして何％か落とすとこ
ろが要望基礎額になる。この結果、科学技術振興費については、最終的な予算額を前
年同額と保証する訳ではないが、科学技術振興費をたくさん持っている所管省庁は、
そうでない省庁に比べてより多くの要望が可能になる。 

   真ん中に義務的経費とある。これが一番大きく、14 年度は 32.8 兆円。人件費、年
金・医療、特殊要因等は増加要求を認めるが、それ以外は認めないこととしたい。各
省庁に極力制度改革を行っていただき、また予算編成過程でも、経済財政諮問会議の
議論を踏まえて、制度改革に向けて努力していくことが求められている。 

   最後に、補助金の整理については、例年シーリングのときに決めているが、「（注２）
公共投資関係費及び裁量的経費のうち、奨励的補助金については、対前年度▲○％を
目指す」ということで、補助金整理に向けての姿勢も打ち出していきたい。 

（竹中議員） それでは御議論いただきたい。 
（奥田議員） 質問だが、義務的経費の中で、人件費は増加を認めるのか。 
（林財務省主計局長） 人件費は全体で32兆円のうち10兆円だが、現行法律に基づいて、

それぞれ計算して要求していただく。 
（塩川議員） 与党の会合でも、「人件費を１％引き下げる要望をしていると聞いている

が経過はどうか」と質問があり、「人事院勧告の結果を見て、義務的経費の削減を考
えてはどうか」と提案があった。未だ不確定だが、極力その方向で努力したいと思う。 

（吉川議員）  概算要求基準の考え方は大変結構だ。基準は、良い予算を作る一つの技術
だと思うが、結構だ。 

   ただ、予算については、「予算の全体像」で、政府の考え方を国民に分かり易く説
明する必要がある。予算と税を一体として考える。例えば、歳出カットをして、それ
を減税の財源に回す。歳出額と減税と国債発行額の３つは連動しているので全部自由
に動かせる訳ではない。そのうち２つ決めれば残りの１つは自動的に決まる。それを
どう組み合わせるのが一番良いのか、という問題だ。その際の基準は、結局、①経済
に与える負荷、②経済活性化にどれぐらい資するか、③財政規律の３つである。これ
を政府として総合的にバランスをとって、「今年の予算、税、国債発行額は、こうす
るのが一番良いと考える。」と説明する必要がある。 

（塩川議員） それを考えて概算要求の大枠を提示しているが、要求は比較的自由にやっ
てもらいたいと思っている。表の上の方は点線で期待感を与えている。できるだけ自
由な発想で要求してもらい、最後は 12 月に絞り込む。当然３点セットでやらなけれ
ばいけない。問題は、何時の時期が良いかということ。税のあり方が大体決まってく
るときとセットにすべきだろう。こちらを先に決めて、税を制約して良いのか。むし
ろ、税の決まり方と併せて発表できるようにしたいが、何時が良いだろうか。 
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（吉川議員）  それは政府として色んなお考えがあると思う。 
（塩川議員） それは、経済財政諮問会議の問題でもある。 
（吉川議員）  我々民間議員は、今の予算・歳出の中には未だ効率化の余地があると考え

ている。異論もあろうが、多くの国民はそう思っている。それを前提に歳出カットを
進める。他方で、それだけでは経済に負荷がかかり過ぎ、活性化の面でも足りないの
で、減税を進めるのが良いという一つの考え方を示した。いずれにしても、政府とし
て国民に分かり易く説明する必要がある。 

（塩川議員） そうしないと分からない。 
（牛尾議員） 今日の問題提起は十分理解しているので特段意見は無いが、前回塩川大臣

が言われた 14 年度予算の点検結果をどう 15 年度に活かすかというのは、大体どの時
点になるのか。 

（塩川議員） 絞込みのときだろう。 
（牛尾議員） 一番最後か。 
（塩川議員） ９月に概算要求を出して 12 月まで交渉する。その間でということ。 
（牛尾議員） これは国民にも分かり易い話で、メッセージ性があるので大事だ。スケジ

ュールを決め、どこで活かして決めたのか、経過について発言することが大事だ。 
   第ニに、「予算の全体像」として、前回、民間議員が提示したペーパーを竹中大臣

を中心に上手にまとめていただいた。しかし、国民が読んでもあまり分からないと思
う。来週、概算要求の数字が入った時点で、国民に分かり易いメッセージを出す必要
がある。いつも行政上のレシピだけが出て、メッセージがない。今回は幸いなことに、
予算編成の経過が詳細に報道されている。パンフレットを配るのではなく、７日の閣
議後に、最終的な国民への広報、国民向けの紙をきちんと書く必要がある。歳出改革、
税制改革、規制改革、金融システム改革の 12 月までの構想なども書けば、国民にも
納得してもらえる。提案したい。 

（塩川議員） 具体的に書かなければ国民は理解してくれない。私は、主計局に、これか
らの交渉過程で、「行政経費を出すにしても、単価や定員などのやり取りを公表して
いけ」と言っている。学校建築でも、「基準はこうだが、こう節約する。だから、補
助金がこれだけ下がる。」と説明すべきと言っている。 

（牛尾議員） 国民に、「これだけ歳出を削った」と納得できるものが必要だ。また、国
から地方へ移す作業もいよいよ踏み込まざるを得ない。それを全部まとめてから書く
と行政的になる。国民へのメッセージでは、そのプロセスを順番に分かるようにする
のが小泉流だ。普通は広報官が行うのだが、官房長官が広報官を兼ねているため、決
まったこと以外言えない。広報官は、やや憶測を兼ねて国民に分かり易く話すのだが、
そういうことが必要だろう。最後に潜水艦のように急に表に出て、何もかも決まった
後に、難い文書が出ても分からない。今の流れを大切にして、８月の税制の議論や大
臣イニシアティブもその都度広報しながら国民に納得してもらう。民営化や小さな政
府は凄いことで、一歩一歩進んでいることを見せる必要がある。行政向けにはこの紙
でも十分だが、国民には分かりづらい。 

（塩川議員） 特に、税の議論は、経過を出すのが一番分かり易い。 
（牛尾議員） 税も歳出カットも同じ。歳出カットへの国民の不信感は非常に強い。従来

の広報では不十分だ。 
（小泉議長） 行政単価や 14 年度予算の点検結果はどこが担当しているのか。 
（塩川議員） 主計局である。去年、随分調べた。 
（小泉議長） 民間企業では、自動車メーカーでも、円高だから値段を上げる発想は出な

い。ファーストフードでも赤字になったら値上げしようということはない。ところが、
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道路公団は赤字だから値上げしようと言う。こういう発想自体を変えてもらいたい。
元国鉄マンが言っていたが、「値段半分、重量半分、寿命半分で良いから安いのをや
れ」と。こういうのを、去年の予算を見て（点検すべきだ）。これだけ物価が下がっ
ているときにやれないはずない。そういうことを具体的にやって欲しい。 

（塩川議員） 今まで公表しなかったから、分からなかった。 
（小泉議長） 公表して、取り組んで欲しい。具体的に。何でこんなに高い予算でやって

いるのかと。刑務所、収容所が足りないと言うが、建設方法を考えたら同じ額で倍の
ものができるはず。どういう点が問題で、何でこんな高いのをやっているのか、公表
して欲しい。高速道路の固定電話だけではない。250 万円かけてやる必要があるのか
どうか、他にもたくさんあるはずだ。そういうものを具体的に出し、何が問題で、何
故こんなに高くなるのか公表して交渉して欲しい。 

（牛尾議員） 事業量を減らさずとも、歳出は削減できる。 
（塩川議員） 例えば、地方児童相談所などでは職員定数を決めているのではないか。そ

んなに要らないと思うが、削減は難しいのではないか。しかし、これは法律ではない。
行政で決めている話。これからは行政指導のような発想を打ち破ることが大事だが、
実際に予算を減らすことはしんどい。 

（牛尾議員） 期待している。 
（塩川議員） 応援して欲しい。 
（牛尾議員） そういうことを広報して、国民に知らせないといけない。 
（片山議員） 行政指導よりも補助金の問題で、人件費補助金と連動した必置規制だ。大

分直ってきたが、未だ残っている。 
（塩川議員） 必置規制を行政指導でやっている。 
（片山議員） かなり整理したが、未だ残っている。 
（牛尾議員） 行政の慣行では物事が確実になるまで発表できないとの印象があり、結局、

最後まで発表できない。中間で国民に知らせることが民主主義では大事だ。 
（塩川議員） 今までは「腹と腹で」なんていう決め方だったが、それでは分からない。 
（牛尾議員） 我々民間人には、「腹」云々というより結果が大事である。 
（小泉議長） 予算額が減っても、事業量が増えるところもあるはずだ。 
（本間議員） 今年度初めて「予算の全体像」をまとめ、それを踏まえて概算要求基準を

作り、年末に向けてプロセスを踏むというのは、説明責任の点では大分前進した。し
かし、「予算の全体像」をまとめる上では基本的なジレンマがある。それは、国民に
分かり易く説明しようとすればするほど、与党との間や行政間のねじれを具体的に詰
めるのが困難だということである。このジレンマをどう克服するかは大きな課題であ
り、ステップをきちんと踏むことが必要だ。与党の方は全体はそれで良いかもしれな
いと仰っても、公共投資に御関心の方は「公共投資を削らず社会保障を切れ」と言う
が、社会保障に御関心の方は別の意見を言う。それぞれが部分均衡的に、ソフトバジ
ェットで予算を考えていることが、全体として極めて非効率な予算要求につながって
しまう。初めからバジェット全体をきちんと提示し、その中でプライオリティ付けを
与党の先生方も含めて決定するメカニズムが必要だ。困難だからといって、全部隠し
て、財務省が先生回りで落としどころを見つける手法を続ける限り、国民への説明責
任、情報公開という点では前進しない。きちんと定型化する必要がある。また、来年
度の作業にも活かせるようにフィードバックも含め、効果がどうか、単価の面で事業
量がどうなるか、主計局で分かるように取り組んでいただきたい。 

   第２点は、概算要求基準。概算要求基準額が大きく膨れ、48 兆円を超えてまとめ
てから、果たして14年度の47兆5,000億円を更に切り込むような査定ができるのか。
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きちんとした枠組みを作っていただきたい。 
   第３点は、減税の問題。総理からも御指示があったが、どう具体化するか。「改革

還元型」で、見える形で構造改革が進むことによって国民に納得してもらうのが非常
に重要だと思いますので、これを主張している。難しいことは理解しているが、税制
改革の中身をここで時間をかけて議論をすることは枠組みとして必要ではないか。当
然、11 月に予算編成の基本方針を決める前には結論が必要であり、８、９月にも集
中審議をお願いしたい。制度減税と政策減税の関係等も整理することが必要になるだ
ろう。今後、議論していただきたい。 

（速水議員） 中長期的な財政規律の確保が重要だと申し上げてきたが、来年度予算では、
構造改革との関連で民間活力を上手く引き出すよう支出内容を見直していただきた
い。税制改革も同じ方向で見直すことが重要な課題である。また、この会議でも「小
さい政府」という言葉を使い始めたのは非常に良い方向だし、非常に分かり易い。「小
さい政府」と言いながら、人件費が増えるのは、一般には理解しにくい。減らすなり、
増えないようにして欲しい。 

（塩川議員） 各ブロックごとに数字が入っていないのは与党と調整中のため。一般歳出
や予算総額の規模については、大体、調整は済んでいる。中身はこれから相談する。 

（平沼議員） 「15 年度予算の全体像」、この大枠は良いと思う。が、15 年度予算で重要
なのは、財政規律を強化しつつ、早急にデフレを克服し、経済活性化を図ることだ。
歳出抑制に努める一方で、公需の減少を如何に民需の拡大でカバーするかという観点
は極めて重大だ。そういう意味では、経済活性化戦略を進めるための予算は重点配分
し、メリハリを付けるのが大切だ。特に、産業競争力強化のための重点４分野に対し
ては、実用化に直結する技術開発などに予算を集中投入すべきだ。 

（片山議員） 概算要求基準では、義務的経費の扱いが一番の課題。地方から言うと、１
年かけて税源移譲と交付税と国庫補助負担金の工程表を作る。そこで義務的経費を変
更しなければならない。義務的経費は、地方から言うと国庫負担金で、奨励的経費は
国庫補助金である。一つのポリシーを持って、アトランダムではなく改革する。奨励
的補助金の扱い、15 年度の扱い、その後の扱いを工程表にする。義務的経費も同様
であり、当面の扱い、中長期的な扱いを考える。来年度だけを考えて場当たり的に切
るのでは駄目であり、財務大臣にもよろしくお願いしたい。 

（竹中議員） 定期的な改革と来年度予算の整合性をとる必要があるということ。 
（小泉議長） 地方分権は１年や２年でという訳にはいかない。 
（片山議員） 税源移譲は難しい。 
（竹中議員） 取りまとめたい。 

第１に、今回、初めて「予算の全体像」を取りまとめたが、予算プロセスとしては
意義があった。概算要求基準の作成は、これと整合的にすべきとの御指摘だった。 

   第２に、国民へのメッセージが重要ということ。国民へのメッセージを分かり易く
説明するというのは、内閣官房と内閣府と財務省とで少し詰めて議論をしたい。国民
から見ると、今回３つの数字が出てくる。「予算の全体像」の数字と、概算要求基準
額、それと要望額。整理が必要だろう。 

   第３に、平成14 年度予算の点検。政策評価の問題だと思うが、一般論ではなくて、
予算プロセスの中に反映するにはどうしたら良いか。公表すべきとのご意見も含め、
どういう対応が可能か検討したい。 

   税については、本格的にきちっとした議論が必要だという御指摘であり、引き続き
時間をかけて納得のいく議論をしたい。 
次回は、概算要求基準に数字を入れたものを塩川大臣から御提案いただきたい。 
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（奥田議員） 「全体像」３ページの「多年度」とは、何年ぐらいか。 
（塩川議員） 大体３年から５年の間である。 
（竹中議員） これから議論したい。 
 
○政策金融について 
（竹中議員） 「政策金融改革について」という資料について説明したい。 
   １ページ。下の図で、政策金融のシェアは、一時下がった後、90 年代、一気に 15.9％

まで高まった。貸出の６分の１を政府が占めている。 
   ２ページ。先進４カ国の政策金融（住宅を除く）の規模の比較。歴史的にアメリカ

やイギリスは資本市場が発達しており、政策金融のウエイトが低い。ドイツ、フラン
スは日本と同じく比較的高い。ドイツは間接融資が多く、直貸は 6.8％となる。日本
は、直貸が多い点が国際比較から分かる。中小企業向け信用保証を含む合計でも日本
の数字は高い。フランスでは、90 年代初頭に８機関のうち、４機関を民営化し、更
に２機関を統合し、現在では３つに集約化されている。市場の圧力の高まりで、各国
ともかなりの努力をしている。市場機能の阻害が一番大きな問題であろう。 

   ３ページ。民間金融機関へのアンケート結果。民業圧迫事例として、「案件の横取
り」が 138。「民業圧迫を生む要因」として、長期固定の低水準金利への指摘が多い。 

   ５ページ。改革の方向性。先進各国は、必要な政策金融活動を行っている。間接金
融の役割が大きいドイツ、フランスでは、中小企業向けなどで政策金融が活用されて
おり、日本と共通するが、日本では直貸が多い。フランスでは、対象分野を中小企業
やＯＤＡに絞り込んだ上に、運営面でも民間と同一基準での協調融資しか行わないな
ど民業補完に徹する工夫がとられている。こうしたことを踏まえ、「市場機能を最大
限に生かして、民業補完が担保される方向での改革推進が必要」であろう。 

   ６、７ページでは、基本的な考え方を整理した。第一パラは、市場機能の最大限の
発揮が不可欠ということ。第二パラは、1,400 兆円の個人金融資産が適切なリスクテ
イクを前提に、豊かなリターンを生む構造が実現され、国民一人一人も「改革の配当」
を受け取れるよう効率的な資源配分を実現しなければいけないこと。第三パラは、政
策金融改革が民間金融の活動の場を広げるよう、フロンティアの挑戦を妨げない方向
で実施されるべきこと。同時に、民間金融機関においても新たな努力が必要である。
民間金融と政策金融は表裏一体であり、民間金融の機能強化と分離して、この政策金
融の議論をすることはできない。 

   最後の８ページ。政策金融改革を進めるための議論の方向性を取りまとめた。「こ
れまでに確認された基本スタンス」として、①民業補完、②政策コストの最小化、③
機関・業務の統合合理化の原則の下で抜本検討を行った上で、公的金融の対象分野等
の見直しを行う。これは出発点である。更に、中長期視点に立って、公的金融のある
べき姿をまず議論する。同時に、厳しい経済金融情勢を踏まえた移行工程も、何年か
けるかを含めて検討する。これが今までの確認事項であったと思う。 

   個別の政策金融機関の検討の前提として、総論としてのどのような改革方針で望む
かを諮問会議で９月中を目途に基本方針を取りまとめてはいかがかと思う。 

（速水議員） 資料をご説明したい。 
   １ページ。「民間でできることは民間に委ねる」との原則で、公的金融が中長期的

に目指すべき方向を明確にするのが望ましい。見直しのスピードは、実体経済、金融
システム、金融市場の動向を踏まえ、その都度検討していくべきである。表に、貸出
残高に占める政府系金融機関のシェアを示した。2001 年度は 19.4％で、増えてきて
いる。竹中大臣の資料の 15.9％というのは恐らく住宅関係が入っていない。お金が
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入る方は、民間の預貯金の３分の１ぐらいは郵貯へ入り、出る方は２割近い貸出が政
府から出ていく。 

   ２ページは、政府系金融機関の大企業向け貸出。非常に大きなウエイトを占めてい
る。貸出先は優良大企業であるが、そこでの政府系金融機関の借入シェア（社債・Ｃ
Ｐを含まない残高ベース）が非常に高くなっている。政府系の低利長期固定貸出が金
利形成に影響を与え、社債市場等の発展をも阻害している面がある。大企業向けの長
期固定低利融資は、明確な公共政策目的を有するもの以外は、減らして撤退すべきで
はないか。 

   ３ページは、保証機能の活用について。米国では保証が中心だ。特に、住宅、教育
ローン、中小企業、輸出関係のものが多い。第一線で民間銀行と争うのではなく、民
間銀行、金融機関が貸したものを保証する。直接貸付は 2,400 億ドルぐらいで、スチ
ューデント・ローンなどが多い。このように、保証や利子補給等を基本とする方向で
いくべきではないか。例えば、中小企業の売掛債権の証券化でも、公的保証の活用が
望ましい。証券化市場の促進は、中小企業金融の円滑化、民業活性化にも寄与するだ
ろう。中小企業の売掛債権を、その都度ＳＰＣを設置して証券化し、政府系金融機関
が公的保証すれば、市場で投資家が買う動きも出てこよう。 

   ４ページ。ディスクロージャーの一層の充実を図り、貸倒引当金を含めて民間会計
基準で計上するのが望ましい。表を見ると、貸倒引当金でも民間会計基準と比べ、特
殊法人の会計基準は非常に甘く、民間会計基準ではかなり損が出る。 

（竹中議員） 民間基準で損が出るという最大のポイント、要因は何か。 
（速水議員） 民間会計基準での貸倒引当金が置かれていないということ。そういうもの

を積んでも、なお利益が出る形にすべきではないか。 
（柳澤臨時議員） 竹中大臣、速水総裁のご指摘のように、日本の政策金融は、残高が他

国に比べて非常に大きいのが基本的に問題だ。補助金による利子補給や債務保証にし
てはとの議論もあるが、金融技術の面からも、現実論では一足飛びにはいかない。資
金を伴った政策融資の存在は、今暫く、日本の経済の中では続くのではないかと思う。 

   問題は政策金融を無くすのではなく、ここまで増大したのは、政策の評価、政策の
期限をルーズに扱い過ぎたのが基本的な問題ではないか。政策金融そのものの全廃は、
現実論として難しいので、期限をきちんと決めたり、どういう条件で発動させるかと
いう指針を見つけ出すことが現実的に大事だろう。それには政策コストを明確化する
ことが、道具立てになる。そこからアプローチしてはどうか。 
これは行革的アプローチであり、今日は別の観点、民間金融システム改革の側面か

ら、政策機関に対する問題意識をお話ししたい。資料をお配りした。従来は、産業金
融モデルやリレーションシップ・バンキングということで、貸出先と緊密に色々な情
報のやりとりを行い、一度貸すと、ずっと資産として持ち続けていた。今は、そうい
う銀行業務には限界が見えてきた。以前、アメリカのバンカーから「バンキングとい
うビジネスは寿命が尽きたと思う」と言われた。もの凄い貸出残高を持って、その中
にはもの凄いリスクが含まれている。それを銀行だけで受け止めることはできないと。
銀行ビジネスの寿命というので驚いたが、日本も先進国になり、リスクが増えている。
新産業を興さない限り経済全体が浮上しないが、新分野はリスクが大きく、リスクが
増えている。また、既存産業でも、中国を始めとするアジア諸国の追上げで、リスク
が増えている。そういう中で、今までの形の銀行業務が成り立ちにくくなっている。 

   地域の中小金融機関については、今までのリレーションシップ型バンキングが有効
性を持っていると思うが、例えば、大手行の大企業・中堅企業向け債権については、
流動化を考えなければならない。これからの金融システム、バンキングシステムは、
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新しい市場型の金融と従来型の産業金融モデルが複線的関係になるのだろう。 
   そこで、市場型金融を指向する場合に、非常に大きなファクターは、日銀総裁も指

摘されたが、債権の流動化であり、債権という資産の流通市場を作っていくことだ。
リスクを分散すると、投資家は大数の原則に基づいて引き受けられる。そうすること
で、債権の市場価値が決められる。今、引当水準の正しさについて議論があるが、債
権の市場価値が銀行経営に直結するなら、待ったなしで適正な引当を積む必要が生じ
る。資産の妥当なプライシングという意味でも債権流通市場が必要だ。 

   新しい形の金融では、金融機能が分化する。銀行は貸出組成はするが、リスクを流
通市場に流して、機関投資家などが受け手になり、リスクを分担する。こういう市場
型の金融をどうしても促進しなければならない。 
その場合に、政策金融機関が大きな役割を果たすのではないかと、今日問題提起し

たい。今、我が国の債権の流通市場では、日本ローン債権市場協会が、契約書のひな
形等を作っている。現実の市場規模はせいぜい３兆円ぐらいである。アメリカは 140 
兆円の規模の市場を持っている。政策金融機関の融資残高は 170 兆円ぐらいで、それ
に匹敵する。シードマンＲＴＣ元議長から聞いたが、最初は、ファニーメイが住宅ロ
ーンの流動化ということで作ったが、その後、ＲＴＣが自分が買い付けた債権をどん
どん売った。政策金融機関が先鞭を付け、基盤を創らないと初めから民間では無理だ
ということだった。政策金融機関の持つ貸付金債権を、こういう市場を創るために流
動化して、先鞭を付けてもらうのが、一つのアイディアになる。 

   ３の構造改革との関連で、政策金融機関の資産が縮小するので、「民でできること
は民で」という小泉改革に合致する。こういうプロセスでやれば、長期固定とか低利
という条件も、キャッシュフロー・ディスカウントのディスカウント幅を大きくする
ことで長期も、低利もこなせる。民間機関投資家の資金が、長期固定に耐えられるよ
う供給でき、民間の対応可能分野が拡大する。また、政策金融機関について、そのデ
ィスカウント幅で、幾ら政策コストがかかるか立ち所に分かる。その意味でも、流通
市場化促進のため、政府関係金融機関の持つ債権をそこに流すことは、小泉構造改革
に資するところ大である。 

   最後に、留意事項だが、債権流動化に合わせて回収が早まる。財投機関、政策金融
機関にとって、その資金がどうなるか。もちろん次の融資に回すこともできるが、そ
れでも余ったものは、財投が引き取るのかという問題が出てくる。それから、市場育
成の当初段階では、政府がアメの部分を供給しないと上手くいかない。アメリカの経
験だが、貸倒れになりそうなものは政府機関がずっと持ち続けて、むしろ、回収が確
実なものだけ市場にどんどん流すことが必要になる。 

（吉川議員） 政策金融について債権流動化は結構だ。既に政策金融機関が存在し、貸出
残高もある訳だからそれをどうするかという問題はある。ただ、それとは別に、政策
金融なるものを将来的にどのように考えていくかという点については、細かいことを
省くと、私は日本の公的政策金融機関のサイズは大きすぎると思う。民業圧迫もあり、
方向としては縮小すべきだ。「民間にできることは民間に」というのが基本的な考え
方だが、これに対しては、「政策金融は民間にできないことをやっている」との反論
がある。しかし、民間にできないから現在政策金融機関がやっていることが本来的に
望ましいかゼロベースで考え直すべきだ。例えば、日本の経済政策の議論では「中小
企業」というキーワードが出てくるが、「高齢者」と同じで中小企業を一様に扱うの
は正しくない。中小企業には色んな問題があるが、政府全体の中小企業政策の理念も
数年前に変わった。残念ながら、政策金融の方は、こうした政策理念変更に未だ追い
ついていない。 



 

 10

（石原臨時議員） 速水総裁、竹中大臣も御指摘のとおり、対ＧＤＰ、総与信残高から見
て、政府系金融機関の与信は大きすぎる。沖縄金融公庫は６機関の役割を一つで担っ
ているが、１兆 8,000 億円の与信のうち半分が住宅だ。これは地元銀行が代替できる。
沖縄の企業向け融資は、金余りのときは民間で供給できるが、資金需要が逼迫すると
本土の金融機関等は貸してくれず、政策金融、すなわち公庫が必要である、という意
見が現地であった。特殊事情は留意しなければならない。 

   柳澤大臣の御指摘は重要なポイントだ。速水総裁の資料の政策投資銀行、国際協力
銀行等の融資先は一流企業で、マーケットや民間金融機関から調達可能なのに未だ政
策金融機関から融資を受けている。これは日本の金融機関に対するクレジットの問題
だ。そこが解決され、金融システム改革の中での政策金融機関の役割という、柳澤大
臣が取りまとめている部分が確立されないと、簡単ではない。 

   最後に、債権市場整備は非常に重要だ。今、資金運用先がなく、国債や米国債を日
本の機関投資家は買っている。大手機関投資家とポートフォリオの話をしたが、かな
り歪だ。すなわち、安全資産だけでリスクを全くとらない。しかし、ＡＢＳ（アセッ
ト・バック・セキュリティ）のような不良債権から発生する市場の商品は手数料を入
れても利回りが大変良く、ポートフォリオへの組込みは当然だが、大手機関投資家は
できないマインドにある。この問題をどう解決するか。官が動いて、そういうものが
安全で、儲かると示すのも緊急処置として必要ではないか。 

（本間議員） 日本の政策金融、公的金融がシェアの面、質的な面でも、時代の転換期に
来ている。「民にできるものを民へ」から更に踏み込んで、政策金融、公的金融につ
いては、「政から民へ」との原則をはっきり打ち出すべきだ。 

   公益性、政策上の効果があまり精査をされず、組織存続のため拡大してきた経緯を
見ると、公益性をきちんと政策効果面で評価するシステムづくりをすべきだ。それは、
長期・固定・低利で公益性を追求するというが、長期・固定は、民間でできる状況が
かなり出ている。問題は、低利とリスクテイクだが、公的な補助金、出資金等によっ
て民間金融機関と政策金融機関とは能力上の差異がある。ここが大きな問題点であり、
「組織の問題」と「機能の問題」は、きちんと分離して考えるべきだ。継続すべき機
能と現存組織との関係を見分け、手法面でも政府保証等様々に工夫することができる
のであれば、官は撤退することが重要だ。 

   最後に、柳澤大臣から話が出たが、新たに政策金融が行われるべき分野は、新たな
次元の中で考えるべきで、現存組織の延命論の論拠に使われるのは本末転倒だ。新た
な機能と新たな対応策をどうデザインをするかは別枠で考えていただきたい。 

（塩川議員） 90 年前後は非常に依存度が低く、最近になって、倍以上に膨らんでいる。
経済的、社会的な背景があり、経済一本だけでは片づかない問題だ。とはいえ、整理
はすべきだろう。いつまでも、都合に合わせて議論していても困るので、一度、具体
的な改革原案を出してもらいたい。そのときにお願いしたいのは、これだけの根深い
事業なので、経過措置を付けてもらいたい。今後の事業分野は各金融機関ごとにある
が、案を出してもらったら良い。その代わりに、経過措置とともに、民の協力もとり
つけてもらいたい。民が無責任だから起こっていることも随分ある。総合的にやって
もらいたい。特に、中小企業金融では、官がやっているので、シフトさせてしまうと
いうことがある。９月中に出る案を期待している。我々も真剣に勉強する。 

（平沼議員） 基本的には塩川大臣と同じ考え方だ。中長期的には、皆さんの御意見のと
おりだ。今、厳しいデフレの中で、一昨年９月ぐらいから民間金融機関の中小企業へ
の貸出姿勢が厳しくなり、中小企業者の 25％が本当に厳しいと悲鳴を上げている。
公的資金投入を受けた大手都銀等の中小企業向け融資残高も、13 年度末時点で約 103 
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兆円の目標を立てたが５兆円程度下回っている。中小企業庁・当省には、毎日「厳し
い」という悲鳴が届く。今、ニーズがあり、民間が十分応えていない現状をみると、
中長期では賛成だが、厳しい経済情勢の中で中小企業を活性化する手当は必要だ。 

（奥田議員） 平沼大臣を後押しするが、速水議員提出資料の中に中小企業金融公庫、国
民生活金融公庫、商工組合中央金庫、沖縄も含めて、ほっといたら倒れてしまうとか、
切り捨てられるところに相当金を貸している。アブソーバー的役割を持っていて、中
小企業が倒れない役割を果たしている。一方で、不良債権償却をやれという矛盾した
話が出てきているが、そこを政策として考えなければならない。 

（塩川議員） 中小企業が全部弱者ではない。生業の中小企業と、企業の中小企業と、政
策的に分けなければならない。農業もそうだ。中小企業では、国民生活金融公庫のマ
ル経融資が困った状態になっている。奥田議員ご指摘のように相矛盾している。社会
政策的なものを金融政策に入れている。そこは一回整理をしないと片付かない。だか
ら、経過措置をとって、きちんと整理できるようにしてほしい。 

（奥田議員） 同感だ。矛盾した話が入っている。この３つを、不良債権の整理の関係で
どう考えるか。現実問題として、相当支えていることは事実だ。 

（塩川議員） 社会政策的な問題であり、難しい。 
（平沼議員） 中小零細企業を全部助ける訳ではない。退場しなければならない中小企業

には退場しやすい仕組みが必要だ。次の臨時国会で法律案も用意している。500 万社
のうち 99.7％が中小企業で、日本経済の活力の基盤である。良いところを伸ばしな
がら、厳しい状況下で民間金融機関が対応できなければ当面は政府系金融機関で対応
しないと、日本全体の活力を殺ぐことになりかねない。中長期的には皆さんの考え方
は正しいが、厳しい状況はしっかり見極めてやることが必要だ。 

（片山議員） 公営企業金融公庫が、８政策金融機関に入っているが、これは調達機関。
地方団体の特定の公共事務への資金調達の共同機関で、貸付は地方債の許可その他の
手続きで行っている。それから、郵貯、簡保は大議論だが、総理の郵政事業懇談会で
議論しており、これからの大きい問題だ。これも国債や地方債の大口機関で安定して
いる。 

（柳澤臨時議員） 有利子負債をキャッシュフローで割った過剰債務度で見ると、普通の
大企業では５年ぐらいで返せる。中小企業は、11 年くらい。大企業に比べて中小企
業の比率は高くても良いが、ここまで高くて良いかという問題がある。そうは言って
も、政治は現実であり、平沼大臣の御指摘は実際の政治の場面ではなかなか否定しが
たい。どのぐらいのコストがかかるかをもっと明らかにすることでチェックしていく
べきだと思う。だから、資産のプライシングを可能とすべきだ。政府関係金融機関の
資産も民間金融機関の資産もプライシングをするとみんな驚く。こんなに金をかけて
良いのかということで、政策をある程度抑制の利いたものにすべきだ。既存機関の存
在を正当化しようという気持ちは全くない。行革をさんざんやった人間としてこうい
う発言をしていると御理解いただきたい。 

（竹中議員） とりまとめさせていただく。大きく４点確認したい。 
第１点は、スケジュール的なもので、年末までに方向を示すという総理の施政方針

演説の御発言から逆算して、個別論に入る以前の基本方針を９月ぐらいにまとめない
といけない。したがって、次回たたき台を民間議員中心に御提示いただく必要がある。 

   第２点は、中長期的に直貸しは縮小しなければいけないというのが、多くの方が認
める方向だ。しかし、同時に、政策金融は政策判断で、政策として何をすべきかとい
う根本的な方向、縮小という方向はあるが、最終的にやらなければいけないことが何
かという議論を詰めなければいけない。 
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   第３点は、検討項目は結構たくさんあり、金融の手段は、保証か、直貸か、間接融
資かと。証券化も含めて議論する必要がある。もう一つは、民間補完の仕組みは、諸
外国を見る限り色々工夫があり、日本でも民間補完の余地がもっとあるのではないか。
さらには、そのコストも含めた運営上の工夫がある。さらに、原資の問題も視野に入
れなければいけない。 

   第４番目は、移行工程の問題だ。中長期的な改革の方向と、現状認識とのギャップ
をどのように埋めていくか。これは、民間の金融部門をどのようにシステム強化して
いくかと表裏一体で、これは一体化して議論しないと工程が組めない。その意味では、
金融ビジョン等々の議論も柳澤大臣の方で御準備いただいているが、ぜひ一体として
議論を進めていく必要がある。 

   この４点が主要な確認事項で、９月の早い時点で、民間議員にも頑張っていただき、
たたき台の提示をさせていただきたい。総理、お願いします。 

（小泉議長） ニワトリが先か卵が先かという議論にもなるが、政府系金融機関は、民間
の金融機関がやらないから政策的に必要だから政府がやると、政府がやってくれるか
ら民間はやらないと、この両面が何回か言われてきた。好況のときにも、統合廃止民
営化論が出なかった。今、不況だからできないという議論は分かるが、この政府系金
融機関は、去年も党も役所も一指も触れてはならぬという結論だった。好況期だから
変えるという議論が出ないのに、不況期だから現状維持。これは、郵貯と簡保と同じ。 
 手を触れてはならないというところに政府系金融機関も郵貯も簡保も手を入れる
ということになったのだから、郵政、財投、政府系金融機関、民間金融機関一体でや
る大きな改革である。中長期的に望ましい改革を目指して、現時点、どういうステッ
プを踏んで。あるべき統合廃止、民営化、健全化に持っていくか。今、竹中大臣がと
りまとめた方向と、もう一つ大事なことは、何故無くならなかったかということ。総
裁、理事長が事務次官経験者の指定席になっている。これでは役所で考えて、無くす
という発想が出るわけがない。全部天下り先だから。そういう政策金融のあり方と同
時に、これからは総裁、理事長、トップは役所から持ってこない、どういう人をトッ
プにすれば良いか、どういう人を選任すれば良いかということを併せて考えてもらわ
ないといけない。今後、事務次官は、総裁、理事長にならないという中で考えてくれ、
とやらないとなかなか統合廃止民営化にならない。 

（平沼議員） 総理が言われている公務員の職務体系、給与体系との見直しとセットでや
っていくということ。 

（小泉議長） 早期退職の改革も並んでやっていく。そういう点もよく考えてこれから議
論する必要がある。天下りの元が、郵貯、簡保、民営化、財投、特殊法人。全部つな
がっている。 
ようやく一大改革に手を入れるのが今月から始まる。ここまで耐えに耐えて、郵政

公社化の法案が成立するまでは、不十分だと言われながらも、何とか耐えてこようと
いうのをやろうとしている。是非、皆さんよろしく。良い知恵を出していただきたい。 

（吉川議員） 今、総理のお話を伺って、民間金融機関の問題、財投の問題等全部合わせ
てきちんと考えると言うのは仰るとおりだと思う。ペイオフの話を含め民間金融シス
テムの問題は、諮問会議でもある程度きちんと議論させていただく必要がある。 

（小泉議長） 不良債権処理は、国会でも両方から相矛盾した批判が出る。不良債権を処
理しろというのと、処理したら倒産、失業が増えるので柔らかく温存すべきという意
見だ。綱渡り的なところがある。 

（平沼議員） 特別保証制度を復活すべしとの議論さえある。 
（小泉議長） そうなんだ。相矛盾した要求が出る。 
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（吉川議員） だから、こういう場で議論すべきだ。 
（竹中議員） どうもありがとうございました。 

（以 上） 


