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平成 14 年第 40 回経済財政諮問会議議事要旨 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（開催要領） 
1．開催日時: 2002 年 12 月 13 日（金）17:02～18:35 
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・金融担当大臣 
同 片山 虎之助 総務大臣 
同 塩川  正十郎 財務大臣 
同 平沼 赳夫 経済産業大臣 
同 速水  優 日本銀行総裁 
同 牛尾  治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 
同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 
同 本間  正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 
同 吉川  洋 東京大学大学院経済学研究科教授 
臨時議員 大島 理森  農林水産大臣 
同    石原 伸晃  行政改革担当・規制改革担当大臣 
同    鴻池 祥肇  構造改革特区担当大臣 

 
 宮内 義彦  総合規制改革会議議長 
    浜田 宏一  経済社会総合研究所所長  

 
（議事次第） 
1．開会 
2．議事 

(1) 改革加速プログラムについて（報告） 
(2) 政策金融改革について 
(3) 構造改革特区について 
(4) 経済動向について 
①「平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」（骨子案） 
②「改革と展望 －2002 年度改定」（仮称）（素案） 
③浜田 内閣府経済社会総合研究所所長からデフレ等について説明 

(5) 15 年度予算の編成状況について 
(6) その他 

3．閉会 
 
（配布資料） 
○ 改革加速プログラム（12 月 12 日経済対策閣僚会議決定） 
○ 政策金融改革について 
○  構造改革の突破口としての構造改革特区（鴻池臨時議員提出資料） 
○  規制改革の突破口たる「構造改革特区」の今後の進め方／医療・教育分野等への株

式会社参入について（宮内総合規制改革会議議長提出資料） 
○  特区が実効性をもつために（有識者議員提出資料） 
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○ 「平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」の骨子（案） 
○ 「改革と展望 －2002 年度改定」（仮称）（素案） 
○  デフレ、株価下落、円レート（浜田 内閣府経済社会総合研究所所長提出資料） 
○ 速水議員提出資料 
○ 平成 15 年度予算の基本的方向性について（塩川議員提出資料） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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。 
○改革加速プログラムについて（報告） 
（竹中議員） 「改革加速プログラム」が、昨日、経済対策閣僚会議で決定された。前回

御議論いただいた「改革加速プログラムの骨子」を土台に、具体的施策を盛り込んだ。
補正予算で３兆円の予算措置を講ずる。事業規模は 4.4 兆円程度、融資・保証等を含
む広義の事業規模は 14.8 兆円程度。本プログラムの公共投資等による今後１年間の
ＧＤＰへの効果は、実質で 0.7％増程度と試算した。御報告したい。 

 
〇政策金融改革について 
（竹中議員） 政策金融は、「政策金融改革について（案）」の原案を御議論いただいた。

配付案のとおり諮問会議として取りまとめたいが、よろしいか。 
              （「異議なし」と声あり） 
（竹中議員） 配付案のとおり取りまとめたい。17 日の閣議に私から報告したい。 
（塩川議員） 政策金融の活用は暫定的にはやむを得ないが、改善に向け現時点で出来る

限りのことを行うため、15 年度の国民金融公庫への赤字補填、収支差補給金は出さ
ないようにした。 
改革加速プログラムについて、既存の義務的経費の積増分 1.1 兆円を効果に合算し

てはとの提案があり、諮問会議で相談するとしていたがどうか。 
（竹中議員） 改革加速プログラムは、構造改革の一環であり含まれていない。しかし、

補正予算を含む経済効果には含めて計算するので、それでよいのではないか。 
（塩川議員） 改革加速プログラムには加算せず、３兆円だけ出しておく。 
（竹中議員） プログラムは、それでよいと思う。 
（片山議員） 地方負担等は１兆を越える。義務的経費も確かに需要創出効果はある。ど

うカウントするかだ。 
（竹中議員） 経済効果の中には含めている。 
               （農林水産大臣退室） 
 
〇構造改革特区について 
（竹中議員） ４本柱の改革の１つ「規制改革」を加速するため、当会議としても、特区

の実現を支持している。このたび特区法が成立し、第２次募集も行われている。今後
の問題等について、鴻池大臣から御説明をお願いしたい。 

（鴻池臨時議員） ４月 24 日の当会議で平沼大臣や民間４議員から御提案いただいた特
区構想は、12 月 11 日に構造改革特別区域法が成立して、生み落とされた。今後のス
ケジュールだが、１月中に政省令、通達等を含め「基本方針」を閣議決定する予定だ。
地方公共団体で検討いただき、認定申請受付を４月１日以降に行う。来夏前にも構造
改革特区第１号が誕生する。 

   一方、規制の特例措置を、今後、更に充実させることが必要だ。１月 15 日を期限
に第２次募集を行っている。今日、第１号が長崎から届いた。 
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   私も、出前持ちの精神で、全国行脚し、発掘していきたい。各省庁と折衝して必要
があれば法令等の改正を行う。 
２ページは、臨時国会での主な議論をまとめた。第一に、「ノーアクションレター

制度」の運用だ。本制度は、我が国の法律で初めて定められる画期的制度として評価
されたが、文章による回答や回答期限を明確にすべきとの御指摘を受けたので、「基
本方針」で明確にしたい。第二に、評価体制整備と全国展開に向けたプロセスを明確
にせよとの御指摘だ。第三者を含む評価体制を１年以内に定める。全国規模の規制改
革につなげる仕組みは、「基本方針」で考え方を定め、総合規制改革会議、石原大臣
とも連携しながら進めたい。 

   ３ページ。特区成否の試金石とも言える教育分野、医療分野への株式会社参入問題。
国会審議の際に、私の考えと文部科学省、厚生労働省の考え方の違いが明確となった。
それを対比しており、どちらに分があるか、各議員に御判断いただきたい。これらに
ついては、引き続き関係大臣との調整に努めたい。 

   ４ページ。今後の課題。（１）では、政省令、通達等の詳細や関係行政機関の同意
要件については「基本方針」で定めるが、各省庁の裁量が生じたり、新たな規制が生
まれることのないよう、内閣官房で厳重なチェックを行う必要がある。（２）では、
特区構想は民間や地方からのアイディアが命で、今後とも定期的に提案を受け付ける
とともに、特区推進室のコンサルティングやＰＲ機能の強化が必要だ。 

   ５ページ。（５）では、10 月 11 日の当会議で本間議員から御指摘を受けたが、各
省庁が現行制度でも可能としている規制についても、「ノーアクションレター制度」
の活用等により、実質的規制になっていないかチェックが必要だ。今回の特区法は第
一歩で、今後大きく育てる必要があり、引き続き、御指導、御支援をお願いしたい。 

（竹中議員） 関連して宮内議長。 
（宮内総合規制改革会議議長） 総合規制改革会議では、昨日、小泉総理に第２次答申を

提出し、その中で構造改革特区に関する今後の進め方を提言している。 
   規制改革の突破口たる「構造改革特区」は、重要な案件につき内閣主導で特区を認

定する通則法の形で早期に法整備されたことは高く評価したい。我々の提言内容も鴻
池大臣の御発表とほぼ同様だ。大臣とともに特区について関係省庁と大いに折衝して
いきたい。基本スタンスは、各省庁に全国区か特区かの二者択一を迫る。鴻池大臣が
特区でやろうとして全国区へ逃げる場合がある。その時は規制改革会議が受ける。全
国区でやろうとして特区へ逃げていく場合は、鴻池大臣の方でとらえる。挟撃ち作戦
という形が良い。引き続き、鴻池大臣と連携を更に深めて特区を成功させたい。 

   次のページ。「残された課題」として、特区構想に載らなかったものがあるが、こ
の中では、民間活力導入を拒否されているという意味で、「医療、教育分野等への株
式会社参入」問題が重要だ。 

   特区構想の最大目的として、全国レベルで最も難しい規制改革を推進する突破口と
して、象徴的には、医療、福祉、教育、農業の分野における民間活力、株式会社参入
の問題に取り組んだ。福祉、農業では一歩前進したが、医療、教育では、関係省庁の
回答は、全国区はおろか、特区でも困難というゼロ回答だ。教育では、諮問会議や総
理の後押しも頂き、大学院レベルの社会人向け実務教育という狭い範囲で、少し穴が
開いた。特区での１点突破という意味で、先行的に株式会社参入を可能とするよう政
府全体で取り組んでもらいたい。 

   教育分野では、株式会社による学校経営のニーズは高く、特区の前回募集でも 10
以上の自治体から要望があった。第２次募集でも、多数の民間、自治体から要望が出
ると聞いており、本法が次期通常国会で改正されることを強く期待したい。 
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 関係省庁は、医療も、教育も、「高い公益性」を理由に反対しているが、経営形態
で参入制限をしなくても、情報公開、第三者評価など事後チェック体制の整備で対応
可能だ。株式会社という経営形態の持つ種々のメリットに着目すべきだ。我々の主張
は、経営主体の株式会社化を強制するものではない。株式会社の提供するサービスを
享受するか否かを選択するのは、利用者である国民であるべきだ。 

   ３ページ。医療機関への株式会社参入について、我が国では、実際に 62 の株式会
社病院が既に存在し、先進国でも参入は認められている。 

   ４ページ。現実には役員報酬、関係会社を通じた利益配当などにより非営利原則が
形骸化する一方で、７割が赤字と医療機関の経営状況は悪化している。情報不足、待
ち時間の長さなど患者の不満も強い。株式会社参入は停滞した医療産業に活性化の一
石を投じる。 

   ５、６ページは教育。大学経営の株式会社参入について。米国の営利目的大学の例
では、ビジネス、医療、コンピュータなど市場ニーズに即応した実践教育の分野が多
くある。株式会社の学校は、高度な専門性を有する人材育成が期待される分野で存在
する可能性が高い。今回、実践的教育を行う大学院に焦点を絞った私どもの会議の結
論につながっている。 
いずれにせよ、株式会社参入問題を始め官製市場改革を実現するため、引き続き本

特区制度を最大限利用するとともに、今後とも必要な改正を通じ、より実効性の高い
仕組みにしていくことが重要と認識している。１月中旬まで第２次募集を受け付ける
が、本法も次期通常国会で、医療、教育分野での株式会社参入について再度見直され
ることを強く期待する。より望ましい特区制度の構築に向け、総合規制改革会議も小
泉総理、鴻池大臣を始めとする関係閣僚とともに引き続き最大限の努力をしたい。 

（竹中議員） 関連して、民間議員資料について、本間議員。 
（本間議員） 鴻池大臣、宮内議長とも基本認識を共有しており、どのように推進するか、

簡単にコメントしたい。 
第一に、今後「基本方針」を１月にまとめると御説明いただいたが、その際、「関

係大臣同意」が裁量的、恣意的に使われないか懸念している。きちんと形式要件を満
たせば自動的に認可されることを「基本方針」に明記すべきだ。「基本方針」に即し
て、政省令が二、三月に定められるが、その際の規制措置については、特区推進室が
総合規制改革会議と連携して、恣意的な特例にならないよう厳にチェックする必要性
がある。 

   第二に、医療や教育など却下された重要項目。医療、教育は、構造改革の推進によ
って新規雇用を生み出し、活力を取り戻すために新しく市場形成すべきテーマの一つ
で、政府全体が一丸となって積極的に取り組む必要性がある。 

   第三に、特区の対象項目の拡大状況や運用実態等について、今後、特区推進室と各
省庁との折衝は広く情報公開し、運用上の問題を明らかにし、実効性あるものに仕上
げることが必要だ。これはプロセス管理の問題だが、我が国では予算や税制等の他の
要因が規制と絡み、どこから石が飛んでくるか分からない伏魔殿的なものが、民間側
で推進しにくい状況を作り出している。その辺を考慮しつつ問題点を明らかにするこ
とが重要だ。 

   第四に、特区の運用や、全国規模の規制改革への移行可否といった評価を関係行政
機関だけで縦割りでやると、必ずしも評価の客観性が十分担保されない。この点で、
省庁から独立した機関によって、特区の効果を客観的に位置付けることが必要だ。評
価機関を特区推進本部の下に置き、総合規制改革会議委員等の民間人によって構成さ
れることを望みたい。それから、特区推進室は、評価機関の体制及び評価方法等を基
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本方針で、是非、明らかにするよう取り組んで頂きたい。 
   第五に、民間のイニシアチブをどう発揮させるかが肝要で、地方自治体のみならず、

民間事業者にも周知徹底し、積極的に特区に参加していただく工夫が必要だ。例えば、
既に株式会社の病院が 62 もあって、何ら問題が生じておらず、パフォーマンス面で
は、今の医療法人等に比べても優れているケースもある。この点について、是非、イ
ンセンティブを強化するような広報活動を含めて対応をお願いしたい。 

（竹中議員） 御議論いただきたい。平沼大臣。 
（平沼議員） ４月 24 日の当会議で提案したアイディアが、臨時国会での法案成立につ

ながった。極めて早いスピードで立ち上がったことに、鴻池大臣に心から敬意を表し
たい。経済産業省で、コンビナート法案や燃料電池に関する特区を可能とするなど、
最大限前向きに取り組んでおり、引き続き前向きに対応していく決意だ。 

   教育と医療の株式会社参入については、鴻池大臣、宮内議長からも御説明があり、
有識者議員も触れたが、「民でできることは民で」という、小泉内閣の基本方針に沿
ったもので、市場と雇用に直結する特区をしっかり実施していかなければならない。 

   本件は、来年１月の第２次提案後の特区室と各省との調整プロセスがポイントとな
る。骨抜きにならないよう、１月下旬、当会議で再度議論すべきだ。 

（奥田議員） 関係省庁から聞いたときに、若干混乱した。株式会社等による学校や医療
機関の経営では、会社の１事業部門として行ってはいけないのか。それとも資本金を
会社が出して、その会社が学校経営を行えないのか。会社の中の１事業部門として病
院や学校運営はできないが、資本金を出して、その株主になって、病院や学校の経営
を行うのは良いとの話を聞いた。これは正しいのか。 

（鴻池臨時議員） よく分からないが、とにかくやらせたくない理由を付けており、私ど
もは十分注意をしながら進まなければならない。例えば、特別養護老人ホームへの民
間参入はＯＫとなったが、通達で、上場会社や直近１、２年に１億円以上の利益が必
要との新たな規制を作っている。これが役所の体質で、衣の下から鎧が見えている。
奥田会長の御質問は私も調べるが、今までの病院や学校は、企業の附属機関、福祉機
関としてやってきた。新たなものは、株式会社が金を出して、医療法人なり、あるい
は学校法人を作ってやるのが本来で、そのために学校では、設置基準を下げるという
のが文部科学省の見解だと承知している。 

（奥田議員） 御説明をお願いしたい。 
（片山議員） 評価について、鴻池大臣、民間議員から御提言があったが、これをしっか

りやることは大切だ。評価機関は、民間人を入れた第三者機関だとか、すでにある第
三者中心の評価委員会の活用などを検討すれば良い。実態調査など現状把握の手足に
は、総務省の管区行政評価局、府県ごとの行政評価事務所を使って、ブロック又は県
ごとに調査するのも一案だ。行革の時代であり、効率的な評価体制が必要だ。独立行
政法人に絡んで省庁ごとに評価委員会を作り、統一的、横断的なものを総務省で作っ
ている。これは法的な制限もあるが、活用できるかもしれない。協力するので、総合
的な評価体制の検討をお願いしたい。 

（鴻池臨時議員） 法案成立後、１年以内に評価システムを作るので、参考にさせていた
だくと同時に、民間の方々に評価してもらうシステムを作っていきたい。 

（小泉議長） この問題では、株式会社でも別に構わないと思うが、株式会社になったら
色々心配も出てきている。医療では、保険適用、混合診療でも賛否両論がある。病床
規制の問題もある。（供給が）増えれば増えるほど物価が下がるのと違い、病院が増
えれば増えるほど患者が増えるという市場経済と異なる面がある。医療の効率性、医
療技術、高度医療を進める面で、随分刺激を与えると思うが、新たな特区でマイナス
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面をどう払拭するかも含め前進する方法を考えてもらいたい。全国規模と誤解してい
る人もいる。 

（片山議員） 誤解がある。 
（小泉議長） 今までの難しい点を踏まえて、全国ではない特別な地区でやろうというこ

と。他の市場参入、市場経済と異なる面があり、そこは十分考えないといけない。医
療では、株式会社が既に参入している事実も踏まえ、もっと前進するよう考えて欲し
い。教育では、今まで株式会社が参入していない。初めて穴が開く。今、地方で手を
挙げてきた。1 月 15 日もあるからこれを受け入れる形で、前向きにもう一歩進める
ことができるような方法を考えていただきたい。 

（鴻池臨時議員） 承った。 
（竹中議員） とりまとめたい。特区計画の認定に当たっては、関係大臣の裁量が実態を

歪めることがないようにということ。難航している医療・教育等も更に踏み込んで、
総理の話も踏まえて取り組むこと。特区の評価体制については、独立機関の設立も含
め検討すると同時に、行政評価事務所の活用等、既存の体制も活用して効率的に行う
こと。そのような方向で、総合規制改革会議、特区推進本部推進室、当会議が密接に
連絡をとりながら、引き続き努力をしたい。 

（構造改革特区担当大臣、行政改革担当・規制改革担当大臣、総合規制改革会議議長退室） 
 
○経済動向について 
（竹中議員） 中期的な視点に立った「改革と展望」の改定の議論を既に始めているが、

これも視野に入れながら、来年度の経済見通しと経済財政運営のあり方を検討し、策
定する必要がある。そこで、「平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」
の骨子案について説明したい。 
 １．は、小泉内閣における構造改革の取組状況など 14 年度の経済財政運営及び経
済の実績見込みについて。２．は、来年度の経済財政運営の基本的態度。「金融シス
テム改革」、「税制改革」、「規制改革」、「歳出改革」の４本柱の改革への取組みを中心
に記述する。３．は、来年度の経済見通しについて。これまでの当会議での議論を踏
まえ、とりまとめ作業を進め、閣議了解をいただく予定である。 
 中期的には、不良債権処理の加速は、様々な機能の回復を通じて持続的な経済成長
を促進する。さらに、４本柱の構造改革を中心とする改革加速によって、2005 年度
乃至 2006 年度に民需主導の成長を期待したいが、幾つかの不確定要因もある。そう
したことを幾つか考えていきたい。 
 続いて、「改革と展望」素案について、事務局から説明させる。 

（坂政策統括官） 前回御指摘のあった「改革と展望」の意義、性格については、今年１
月に決定した「改革と展望」に盛り込まれた政策は、政府として実行すべきものであ
り、政府部門に関する目標は、その時々の経済財政状況を踏まえ、政府としてその実
現に努めるべきもの。民間部門に関する数値等は、一定の政策等を前提とした将来展
望であるとの考え方が示されている。 

   素案について説明したい。１ページ。１．では、改定の趣旨を示している。改定で
は５年間が必要だろうと考え、前回も５年間だったので、改定でも１年ずらして、2007
年度までとする。ただし、様々な文書に「改革と展望」の最終年度までにとの表現が
あるが、それらは、当然ながら 2006 年度までに実行する。 
２ページ。「今次改定」では、「金融システム改革」、「税制改革」、「歳出改革」、「規

制改革」という４本柱の構造改革が中心になっていることと、「改革と展望」をフォ
ローアップし、これまでの「骨太の方針」や「基本方針 2002」と一体的に理解され
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るべきことが記されている。 
    ２．では、ここ１年ぐらいの経済財政状況を書いている。実質ＧＤＰは緩やかに回

復しているが、デフレや不良債権など金融的側面で困難が続いており、こうした状況
を踏まえ、不良債権処理の加速を決定したことや、補正予算や「改革加速プログラム」
などの下押し圧力への政策的対応についても触れている。 

   ３．では、不良債権の加速に対応して、特に、2004 年度までに様々な構造改革を
進めていかなければならないとの問題意識から、集中調整期間を１年延長して、デフ
レ克服に向けた積極的取組を行うとしている。集中調整期間の最重要課題は、資産デ
フレを含むデフレ克服に向けた取組みを行うこととの問題意識が書いてある。また、
調整中で「Ｐ」としたが、金融面など総合的な対応が重要であるとの金融的側面にも
触れている。 

   ４ページの（経済の展望）では成長率に触れている。集中調整期間の実質成長率は、
１％以下程度、名目成長率は更に低いものとならざるを得ない。放置するならデフレ
は継続する可能性が高いが、日本銀行・政府が一体となった取組を通じて頑張れば、
集中調整期間の後にはデフレは克服できると書いている。そうした場合に、中期的な
成長率は、実質１1/2％程度あるいはそれ以上、名目では２1/2％程度あるいはそれ以
上と見込まれる。 

    次の（歳出抑制の目標とプライマリーバランス）。政府の大きさは、今の状況を中
期的には上回らない。これは去年来同じ。プライマリーバランスは、５ページ上のよ
うに、プライマリーバランスのＧＤＰ比は若干縮小し、現状から 2007 年度前後には
半分程度となること。2010 年代初頭に黒字化を目指すことが書いている。 

   （２）構造改革の加速では、不良債権処理の加速と産業再生、包括的かつ抜本的な
税制改革、歳出の主要分野における改革の加速、規制改革・特区創設の加速と項目別
に触れている。 
７ページの（活性化戦略の推進と生活産業の創出）では、「基本方針 2002」でとり

まとめられた活性化戦略を要約し、先般御議論があった生活産業や文化・観光産業、
健康に資する産業、あるいはイノベーションについて触れている。 

（竹中議員） 浜田所長からデフレ、株価等について御意見をいただきたい。 
（浜田所長） 提出資料に基づき説明したい。 

第一に、デフレ（一般物価の継続的下落）の弊害は、急激な株価や地価の下落、失
業と倒産の増加、新たな不良債権の発生、歳入欠陥、投資意欲の沈滞という形で現れ
る。第二に、デフレは貨幣的現象であり、デフレ対策の基本的手段は金融政策であっ
て、構造改革や財政政策ではない。第三に、金融緩和政策は自然な円安傾向を助長す
る。金融緩和政策が上手く働くときには、恐らく円安傾向と結び付いて経済の運営が
行われる。 
 小泉内閣に国民の支持が集まるのは、構造改革という大胆な理想に挑戦しているか
らだと思うが、構造改革の実現は難しい。特区も 20 年ぐらい研究して、ダブリンも
視察したが、色んな好条件が揃わないと難しい。構造改革はどこでもナローパスに直
面する。日本でも税制優遇を伴わない特区ではなかなか難しいだろう。しかし、それ
を乗り越えて行かなければならない。そういう諸改革実現に追い風を送っていただき
たい。それはデフレの阻止であり、そのための金融政策が必要だ。失業、賃下げに苦
しむ国民のために金融政策も一層の工夫をしていただきたい。 
 経済構造の改革には、北風で企業の自助を促すのが良いのか、太陽で経済の活気を
もたらすのが良いかは昔から論争がある。実証研究で見ると、企業が新しく出てきて、
活気があるのはやはり追い風が吹いているときで、エール大学のフィッシャーが主張
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した。シュンペーターの主張は北風説といえる。フィッシャー流のドル安の追い風で
米国は大恐慌から回復したが、日本ではシュンペーターの亡霊が復活している。第１
図のように、94 年～96 年にデフレ傾向が出て、廃業率だけ上がり開業率は増えてい
ない。アメリカ等でも同様である。そういう意味でデフレは、是非直したい。物価は
財と貨幣、地価は土地と貨幣の交換なので、一翼の貨幣を押さえないとデフレは直ら
ない。金融政策なきデフレ対策は骨抜きの政策だ。 
日本のデフレは、外国から輸入されて起こるという議論もある。ユニクロ現象での

デフレ議論があるが、ユニクロ製品と米の値段だけを比較する「相対価格」の議論と
国民経済全体の物価水準が下がる「一般価格」の議論を混同しており俗論にすぎない。
日本は変動為替制度の下にあり、円安が許されるという条件の下なら、輸入デフレの
心配は全くない。 
 デフレを止めるには３つほどある。１つは、所得が増えること。実質所得が増えて
将来不安がなくなる。これは一番良いが、急にできる訳ではない。次に、国民が貨幣
や預金をたくさん持って、モノ、株、土地と交換しようと思えば良い。金融政策で、
貨幣供給を増やし、預金・通貨を増やしていければ良い。最後に、国民が貨幣にしが
みつくことを阻止することである。今はデフレなので貨幣を持つ方が有利で、使おう
としない、それを断ち切る必要がある。 
 ３ページの（４）のインフレ目標は、人々が貨幣にしがみつく状態を直してデフレ
を解消しようとの考え方に立つ。そんなことはできないというのが１つの反対論で、
日本銀行は今までトライしたができなかったという。しかし、外国為替市場を通じる
など、必ずできると世界の経済学者は証明している。次に、仮に実現したら、今度は
超インフレになるとの反対論もある。しかし、日本銀行は、第一次石油危機の非常に
難しいインフレにも対応した。日本銀行はもう少し自信を持って良い。 
 「景気回復なくしてデフレ解消はなし」との考え方は誤りでないにしろ、景気を回
復するとき、人々がどれだけ資産を持っているかを決めるのは金融政策だ。本間議員
が言われるように、景気回復を待ってデフレ解消を図るのが金融政策の立場であるべ
きでない。構造改革は重要で、大賛成だが、時間がかかる。それに対して、資産効果
を通じた需給回復そのもののため、早く着手できるのが金融政策である。例えば、ア
メリカでは財政政策を景気対策には使わない。日本では金融政策を使わずに、財政政
策と構造政策でデフレを直そうとするが、非常に不思議だ。そういうことで置き去り
にされる国民が可哀相だ。銀行株式の買上策以降、政府と日本銀行の協力関係は日増
しに良くなっており喜んでいるが、レジームが変わりデフレの時代が変わったという
国民の意識変換には、未だ足りない。デフレ時代は終わったと思えば、みんなお金を
使い出す。エディプス効果と言われる、予想が自己実現するような政策を行う必要が
ある。そういうことが構造改革、財政政策とともに行われれば、経済の歯車が逆に動
き出して、弊害と思っていたことも少しずつ解消していくと思う。 

（竹中議員） 提出資料について、速水議員。 
（速水議員） 最初に、総理のお言葉をお借りすれば、私はデフレファイターであると思

っている。立場上、苦闘を重ねており、人後に落ちないデフレファイターである。 
 日本銀行は、量的金融緩和を消費者物価が前年比０％以上になるまで続けるとはっ
きり宣言し、量的金融緩和も柔軟かつ大胆に実施している。 
 政策効果では、金融市場の安定確保と景気下支えに効果を発揮している。短期金利
はほぼゼロで、中長期金利も大きく低下し、国債金利も今１％前後で安定している。
ただ、残念ながら物価下落は止まっていない。構造改革と物価は非常に難しい問題
だ。世界経済は情報通信革命とか、エマージング諸国の市場参入など大きな変革期



 

 9

にあり、物価下落要因になっている。しかし、物価下落を放置してよい訳ではない。
日本銀行は金融面から景気回復を全力で支援していく。 
 今後の金融政策運営では、11 月末頃に日銀当座預金残高を 20 兆円まで引き上げた
が、今後も必要に応じて躊躇なく、一層潤沢な資金供給を行う。最近の株価変動に
もかかわらず、金融市場の安定を維持していきたい。企業金融円滑化も検討中であ
り、必要な措置を実施していきたい。 
 浜田所長も言われたインフレターゲティングについては、これだけで物価を上昇
させるのは困難だ。金利がゼロに到達し、不良債権問題が存在している現状ではで
きない。インフレターゲティングの採用は、政府や日本銀行にとり無謀な賭けにな
り、両者への信認低下だけに終わりかねない。 
 「改革と展望－2002 年度改定」（素案）の３ページ一番下のパラグラフの趣旨は、
そのとおりだが、「できる限り早期にプラスの物価上昇率の実現を目指す」という表
現では、インフレターゲティングを連想させる。その導入には、政府としても慎重
であるべきだ。これまで同様、「デフレ克服に向け取り組む」といった表現にして欲
しい。 

（吉川議員） お二人のお話を伺って幾つか発言したい。 
   第一に、浜田所長が指摘された、円安は今の日本経済にとっては様々な意味でプラ

ス材料というのは、同感で、前回も当会議で発言した。 
 第二に、金融政策では、率直なところ、日本の金融政策は手段が限られてきている。
ゼロ金利で教科書的な領域を踏み出しており、だからこそ論争が絶えない。そうし
た中で更なる金融緩和をやるべしとの浜田所長の御意見には賛同できる。御提案の
ような幾つかの更なる金融緩和措置を日本銀行が検討されるのは大変有意義で必要
なことだ。 

   インフレターゲティングは、私もこれだけで問題を解決できると思わない。インフ
レターゲティングが魔法の杖であるかのように考えるのは単純過ぎる。金融政策の
実際のあり方を詰めた上で、政府・日銀が一体となってマイルドなインフレを目指
すなら、それは当然のことだろう。 

   最後に、深入りはしないが、創造的破壊の議論は、不況期の開業率低下を挙げて非
現実的と言われたが、不況期には、開業率の他、労働者の転業率なども落ちるのは
良く知られている。「創造的破壊」の考え方自体は必ずしも北風だけではない。金融
での不良債権処理加速も、経済の中身が変わっていく必要性がその根本にあり、産
業再生機構なども創られている。シュンペーターの考え方を少し、狭くとらえ過ぎ
ではないか。 

（本間議員） 「改革と展望」を諮問会議で始め、第１回目で集中調整期間の２年間に名
目成長率と実質成長率の乖離を生じないようにすると宣言した。不良債権処理の加
速化に伴い期間を後ろにずらすのが「改革と展望」の改定の一つの含意だ。しかし、
物価・デフレ問題をなおざりにする印象があるなら国民に対して誤解を与える。こ
の乖離をできるだけ早期に解消し、プラスの物価上昇率に持っていくのがこの素案
の趣旨なら、この書き方がインフレターゲティングを主張していることにはならな
い。政府がデフレに対して、金融を含む４本柱を組み合わせて、全力を挙げて問題
解決するとの決意を示していると前向きにとれば、私は素案で良いと思う。 
 私は一般均衡理論の中でミクロ的に税財政を分析してきたので、創造的破壊論が非
現実的との議論には抵抗を感じる。不良債権処理の加速化は、日本的経済システム
である間接金融、土地本位制度の中で、市場が機能不全になっている状況を、どの
ように桎梏から解放して、市場経済にもっていくかどうかで、必ずしも北風という
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話ではない。不良債権処理を加速化しつつ、それに伴う問題に対して、規制改革に
よる新たな市場の実現をしていく、需要管理、過大な供給能力のリシャッフルも含
めて実現していくというシナリオがこの「改革と展望」全体の中で描かれていると
理解すべきだろう。したがって、金融政策万能とも言わないし、税・財政だけとも
言わない。全体として、規制改革を含めた構造改革と、税財政、金融政策を３点セ
ットにして実現をするというバランスのとれた主張を引き続き行い、各々の所掌が
全力を挙げるということが重要だ。 

   縦割りの政策執行体制の限界が、この１、２年相当深刻化していると懸念される。
自分の所掌の施策・手段には非常に注意深く臆病なのに、他者の政策手段には極め
て強く要求することが、ゲーム論でいう「囚人のジレンマ」に陥り、到達すべき理
想像から見て縮小均衡的な状況を生み出しているのではないか。政府全体として総
合的な目標設定を行い、各々の政策を限界ギリギリまで活用しながら、総体として
のパフォーマンスを如何に高めるのか。こういう構図を「改革と展望」の中でより
鮮明に示し、協力していくという経済運営が求められている。 

（竹中議員） 最後に、浜田先生にお願いしたい。 
（浜田所長） 速水総裁が断固と立ち向かっているというのは分かるが、どうして株式、

歳入欠陥、物価などに表れてこないのかが問題だ。名目金利だけを見るかつての金
融政策は上手く機能していない面がある。本間議員は誤解されたかもしれないが、
私は普通の意味での構造改革には大賛成だ。ただ、デフレというマクロからの構造
改革の阻止要因は困ると申し上げたかった。むしろ（適切な金融政策による）追い
風を受けつつ構造改革を進めて欲しい。 

（本間議員） 誤解はしていない。 
（竹中議員） 以前から、本当の意味での国家戦略をこの場で話し合うべきとの議論があ

った。機会を見つけて、少し踏み込んだ議論を行っていきたい。 
（小泉議長） 日本売りと言われているが、実際はそうじゃない。低格付けをされても日

本売りは起きない。すぐ円安にならない。ポンドが下がったとき、ドルが下がった
ときとは違う。今、全然局面が違う。不思議なことに、これだけ日本経済が弱い弱
いと言いながら、日本売りが起こっていない。 

（塩川議員） 日本経済が強いからだ。 
（小泉議長） 駄目だ駄目だと日本人は言っているが、外国はそう見ていない。 
（牛尾議員） 強いところもあれば、弱いところもある。 
（小泉議長） 不思議な部分だ。 
（牛尾議員） 全部強ければ良いが。 
（塩川議員） 弱いと言っているのはマスコミだけだ。 
（竹中議員） 日本経済が強い面と、日本国内に貯蓄があるという面と非常に複雑な要因

があるので、是非、議論していきたい。浜田先生がエール大学に戻られてからの御
活躍に期待申し上げたい。 

（小泉議長） エール大学から日本にエールを送ってください。 
 
〇15 年度予算の編成状況について 
（竹中議員） 予算の編成状況について、塩川大臣からお願いしたい。 
（塩川議員） 20 日には本予算の原案内示をし、補正も概算決定してもらう。24 日に 15

年度本予算案の概算を閣議決定してもらう予定。時間がないので簡単に説明させた
い。 

（林 財務省主計局長） お手元の資料で御説明する。 
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 15 年度予算は、限られた財源をできるだけ重点配分しようとしている。「のびのび
要望」ということで、従来どおりでは出てこなかった要求が多数出てきている。海
上保安庁の不審船対策では 14 年度の３倍増要求。厚生労働省の食品安全対策、若年
者雇用対策でも新規施策が出ている。総務省のユビキタス（どこでも型）・ネットワ
ーク技術の研究開発の新規要望もある。経済産業省ではライフサイエンス、情報化
の「フォーカス 21」で、大いに重点化して 14 年度の 15 倍の要望もある。 

   重点分野では、基本方針の新重点４分野にできるだけ集中させたい。例えば、科学
技術では、総合科学技術会議とも数度の意見交換を行っており、重点化を図りたい。
ＩＴでも、ｅ－Japan 計画という政府指針も活用していきたい。「ハードからソフト」
等限られた財政資金をより適切な政策手段に集中していきたい。 
  事務的には 20 日を予定し、原案が固まり次第できるだけ速やかに御報告したい。 

    当会議でも、制度・政策の抜本改革について御議論いただいたが、そうした制度見
直しにも取り組んでいきたい。雇用保険、義務教育、道路財源、ＯＤＡ、あるいは
国と地方と関係の芽出しについても行っていきたい。 

   そういう中で、財源をどこから出すかだが、右下に「厳しく査定」と書いたが、例
えば、単価の見直しは徹底的に進めたい。建築単価では、官庁営繕、医療施設、国
立大学校の施設、公務員宿舎などの単価。物件費では、電算機借料は各省とも非常
に大きい。専用通信料なども思い切って削減したい。現金給付では、年金の物価ス
ライドの削減幅を折衝中。我々は、過去分についても主張している。人件費は人勧
にスライドし、関連経費も見直したい。 
 こうした取組により、一番下の「一般歳出、一般会計歳出全体について実質的に
14 年度の水準以下に抑制」するとの財政運営目標を達成すべく最終調整中である。 

（牛尾議員） 林局長の説明は非常に分かり易い。こういう改革のメッセージをしっかり
と国民に伝えるべきだ。政府案決定に合わせて、予算の狙いを国民に明確に伝える
メッセージを考えて欲しい。 

（塩川議員） 今日しっかりと説明しようとしたが盛り沢山で時間がない。私の立場から
は、何のために今日の会議をやっているのかとさえ思う。 

（牛尾議員） 次回の諮問会議で資料を出しては如何か。 
（塩川議員） メリハリをどうするかきちんと話をしたつもりだ。ただ、時間がないとい

うので、このように簡素にまとめた。 
（牛尾議員） 最終的には国民に分かる資料をお願いいたしたい。 
（片山議員） 細かいことだが、この資料で「地方行財政改革」ではなく、「三位一体の

改革」だ。地方だけではない。「三位一体の改革の 15 年度の芽出し」として欲しい。
また、「会計検査院の検査報告」だけではなく、政策評価の活用も大事だ。入れて欲
しい。 

（林局長）  はい。いずれ、そういう形で説明できるように検討いたします。 
（竹中議員） それでは、総理。 
（小泉議長） 遅くまでありがとうございました。改革加速のためにも、デフレ克服のた

めにも、政府・日銀一体となって実効性のある政策を検討していきたい。よろしく
お願いしたい。 

（竹中議員） ありがとうございました。 
(以 上) 


