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平成 15 年第５回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 
1．開催日時: 2003 年３月 10 日(月) 17：50～19:03 
2．場所: 官邸大会議室 
3．出席議員 

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 平沼 赳夫  経済産業大臣 
同 塩川  正十郎 財務大臣 
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 
 

（議事次第） 
1．開会 
2．議事 
(1) 予算の構造改革について 
(2) その他 

3．閉会 
 

（配布資料） 
○ 予算の構造改革に向けて（有識者議員提出資料） 
○ 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行われた。 
 
○予算の構造改革について 
（竹中議員） 予算の構造改革については、１月とりまとめた本年の議題案の中で、効率

的で簡素な政府を実現するため新しい財政システムを確立するため検討するとして
いる。具体的には、予算編成プロセス、行政システム等の改革、政策評価の活用が検
討課題。政策評価は昨年４月より行政評価法が施行され、立法府においても議論され
ている。 

   まず有識者議員からの資料について御説明をいただく。本間先生、お願いします。 
（本間議員） 民主主義は、予算編成に関して極めて難しい側面を持っている。代表者の

議員は、選挙という試練を抱えているので歳出拡大的な要求をしがちです。更に行政
も、各省庁が継続性の中で歳出の拡大を目的とする。したがって、いかに予算の規模
及び質について国家的なガバナンスを発揮させるかが、極めて重要かつ困難なテーマ
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だ。 
   国際的にも、70 年代からこの問題意識が非常に広まり、税財政に関してのコント

ローラビリティ及びガバナンスをどのように発揮させるのか、ニュー・パブリック・
マネージメント、新しい行政システムの構築が意識的に議論された。具体化に向けて
動き出したのが大体 80 年代。こうした動きを踏まえ、我々はラスト・ランナー的な
部分もあるわけだが、そろそろ予算編成の構造改革に着手する必要性がある。 

   資料について。まず予算編成の原則を再確認する必要がある。内閣が発足し、まず
国民に対しこの内閣が何をするのか、マニュフェストや国民との間のコントラクト
（契約）という言葉を使いますが、また、これは総理が国民に対して 10 程度の項目
を挙げるケースが多いわけですが、明確にこのような社会、国家を作りたいと宣言す
ることから始める。 

   実際に、白地に絵をかくようにはできない。前内閣との継続性の中で、新たにやれ
る部分と継続の部分を組み合わせていく必要がある。しかし、宣言的な形で公約を明
示し、行政あるいは与党を中心に予算編成の大くくりな大目標を設定する。これを受
けて、各省庁が中目標、小目標という形でブレイクダウンをしていくことが、実行の
第２段階。 

   この段階では政策を根本的にマニュフェスト、コントラクトに従って再編成をし、
その上で、予算を具体的な金額にしていく、予算編成の段階まで意識的に目標を結び
付けていくことが実行。一般会計あるいは特別会計という仕組みをより柔軟な形、弾
力的な形にすると同時に、予算の項、目についても大くくりに見直す。この段階では
柔軟に、効率的な予算編成を実践していく。 

   目標設定し、弾力化をするだけでは、予算編成の中でモラルハザードが起こる可能
性がある。つまり、緩く編成をすると執行等がずさんになり得るので、大目標、中目
標、小目標がきちんと効果を上げているか厳しく評価し、翌年度の予算に反映させ、
成果を確実なものにすること、これが予算編成のための３大原則。 

   我が国においても、総理が就任されてから予算編成プロセスは実は大きく変わって
いる。まず、内閣機能の強化として、財政運営や予算編成の基本方針などで総理の発
議権を明確にし、更に諮問会議を設置し調査審議する場として活用している。 

   我々はこの２年間、総理主導の下、「基本方針」、「予算の全体像」、「予算編成の基
本方針」、「改革と展望」でマクロ、ミクロ双方の観点から予算編成の改革に取り組ん
できた。その上で、財務省の御努力によって、予算のめり張りをつけるために概算要
求を 20％増しにする一方、査定を厳格化した。塩川大臣が予算執行調査を主計担当
者等に御指導され、具体化していることも大きな成果だ。 

   しかし、部分的に予算の構造改革をしていくということでは、予算編成全体の連続
的な運営の中では非常に不十分。先ほどの宣言から始まり、実行、成果を行政の中に
織り込んでいくことが非常に重要。各国とも、プラン・ドゥー・シー、シーの中では
チェックとともにアクション含んで実践化をしている。 

   まず、プランの段階はできるだけ大目標、マニュフェストを受けて政策の成果目標
を数値を含めて具体的に提示し予算に結び付けること。更に、思い切った重点化など
大胆な歳出改革を行うこと。予算配分に当たっては費用対効果の事前評価を従来以上
に作業の中に織り込むこと。 
ドゥーの段階では、硬直的な予算配分を弾力化し、時代に沿うものに再構成するた

め、大ぐくりな予算交付や繰越し等の単年度の弊害も含めて克服していくことも重要。 
  更により重要なのは、達成度を事後的に評価して次の予算に反映させ、予算編成の
効率性を加速させるということ、加えて国民に十分に透明感を与える工夫として公会
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計制度を現金主義から発生主義に変える、あるいは予算の重点を移し変える中で説明
責任を果たすことが必要。 

   こうした点は、部分的に総務省が政策評価及び行政評価・監視の問題として、事後
的な部分も御努力いただいているわけだが、全体としての連動性、予算編成に向けて
の明確な意思決定プロセスづくりを一段と強化することが求められてくる。  
「４．今後の具体的取り組み」については、これから我々が議論をするときに、６

月の「基本方針」で内閣の政策の大方針を明示化することが重要だ。それを具体的か
つ定量的に諮問会議の場で作成することが必要だ。従来は予算編成が極めて技術的で
わかりにくかったが、時代にふさわしいネーミングも含め、項目立て等を見直すこと
が重要性を増している。 

   更に、総理のトップダウンの予算編成を明確に成果として結び付けるためには、「改
革と展望」において、主要費目の複数年度にわたる指針をより明確に示すこと、ある
いは「予算の全体像」で予算の優先配分等の基本方針を明示することも必要だ。 

   更に、政策目標を設定する一方、弾力性を持たせ、効果的な手法を各府省が工夫す
る誘因を与えていくということも重要。厳しく後で監査をすることを前提に、予算執
行を弾力化することも求められてくる。 

   更に、評価の問題は、まだまだ日本の評価手法の高度化という点で課題が多いので、
是非科学的手法を開発し、情報開示も含め合理的な意思決定をする努力が各府省に求
められてくる。 

   最後に公会計制度の改革として、管理会計的な発想で管理手法を入れ込むとともに、
現金主義から発生主義的な会計への移行にも努力しながら、着実に進めていく必要が
ある。 
今、私が申し上げた課題は、例えば国民負担率、公共投資、社会保障制度の改革、

三位一体を柱とする地方財政改革、あらゆる領域で着実に進めていく、国民に明示し
責任を取る形で内閣主導型の予算編成を充実させることが求められているというこ
とで、４人でこのような構造改革についてのペーパーをまとめた。以上です。 

（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） まず、経済財政諮問会議の在り方について十分に御検討いただきたい。一

言で言うと、経済諮問会議が百貨店になってしまうといけない。重要な制度、つまり
経済制度、財政制度、そのときの社会的ニーズ、国際的関係というものの大きい問題
の方向性とプランを出していただくことが諮問会議の大きい使命だ。 

   当面、私たちが何を諮問会議に期待するかと言うと、予算の関係だけでなく国政全
体で一番大事なのは、資料「１（２）」にある年金を始めとする社会保障制度をどう
変えるかだ。16 年の年金改正問題に今から取り組んでおかないと間に合わない。最
後は関係事務当局でやることになると、国民の期待に反する結果が出てくる感じがし
てならない。是非、諮問会議で骨組みを、こういう方向でいこう、この方向を決める
ため関係のある各省が協議して答えを持ってこいと、それをまた見てもらってここを
直せというような、本当に諮問機関としての役割をしてもらいたい。 

   同様に、国と地方の在り方。私も総務大臣も、この６月に国と地方について基本的
な考え方を国会に話すことになっているが、６月までには間に合わないかもしれない。
諮問会議の議を経ないと内閣としての決定になっていかない。地方制度調査会、地方
分権改革推進会議でやるということなら、そこに重点を置くこともできるが、どこが
責任を持ってやるのかきちんとしておいてもらいたい。そこで議論を具体的に進めて
もらいたい。 

   それから、公共事業。昨年８月の概算要求のときから思っていたが、昨年 12 月に
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問題になって、一般会計歳出のうち公共投資関係費が３％をこえる削減になった。今
後も毎年３％ずつ下げるとすれば相当きついだろうが、道路関係の見直し等もあるの
で、公共事業の在り方を国際比較も踏まえ決めてもらいたい。 

   この３つの問題について諮問会議で方向を決めれば、それぞれの審議会や委員会の
関係を持たせて具体的な案が出せるのではないか。諮問会議はデパートでなく専門店
としてひとつお願いしたい。 

   ２番目の問題。本間議員がおっしゃったことに賛成。プラン・ドゥー・シーのプラ
ンは、諮問会議等で積極的に出していただく。その場合、民間の創意を反映してもら
う。経団連の案、同友会の案、商工会議所の案、そういう提案を積極的に出してもら
ったらいい。役所の考えには実情に合わないことが随分ある。民の声をこちらに持ち
込む１つの重要なパイプとして、政策成果目標等を考えていただきたい。むしろ、こ
ういう問題があるが、各省で考えて原案を持ってきてほしいというふうにやってもら
う。 

  ドゥーの方は皆、各省が責任を持ってやり、自己監査制度を利用する。 
   最後のシーは、財務省で今検討しているし、財政審とも相談してやっていきたい。

是非システマティックなものにしたいと思うので、ひとつ知恵を貸していただきたい。 
   当面の問題として、公社公団の会計の在り方、あるいは特別会計の在り方。本間議

員の資料３枚目の一番下④⑤⑥を一括して考えなければいけない。これは非常に重要。
財務省としては、主計局と相談し、特別会計と独立行政法人の会計の在り方をできる
だけ早い時期に企業会計の手法を取り入れていくことを検討したい。どういう方法が
いいのか、財政審の了解も得なければならないので、早急に財政審の方々と検討した
い。本間先生が御専門だからひとつ御発言いただきたい。本間議員は財政審も税調も
委員だ。頼みます。 

（竹中議員） それでは、御自由に御発言いただきたい。 
（平沼議員） 有識者議員の意見は、全体的に違和感がなく賛成できる面が多い。最初の

「１、効率的で透明な予算制度の原則」についてもそのとおりだ。 
資料の中心的な部分は「４、今後の具体的な取り組み」だが、政策を実施している

立場から見ると、特に重要なポイントは４の③にある政策実現のために必要となる各
省の裁量性の導入の部分だ。昨年８月の大臣イニシアチブの時に、各大臣のリーダー
シップの下で削減した予算を優先度の高い分野に回すことができる柔軟な制度が必
要だと言った。今回の提案は、こうした考えにも対応するものだ。 

   重要なことは、現場の創意工夫を引き出すような仕組み、改革に邁進する意欲を刺
激するような仕組みを導入するということだ。その意味で、この提案には賛成だ。 

   経済産業省では、政策評価担当部局を設けて厳格な事後評価を実施しているところ
だが、従前以上に取組を強化していきたい。その意味でも大変結構だ。 

   塩川大臣から、デパートではなく専門店という提案があったが、ある意味ではデパ
ート的な要素も否定してはいけない。例えば、今日の株価の問題だとか、その時々の
経済問題等に迅速に対応する必要もあるし、経済政策や産業政策についても、この経
済財政諮問会議で不断にチェックし、意見をまとめていく必要がある。３つの中心課
題が重要であることに異議はないが、そこだけでは如何なものかと思う。 

（片山議員） 諮問会議のあり方は、塩川大臣から提案された３大テーマを中心に議論し
てはどうかと思っている。公共事業の在り方については焦点は定かではないが、予算
規模もこの３つが最も大きいし、国民生活や国民経済にも関係が深い。 

   地方制度調査会は行財政の幅広い議論をするところで、今後は府県制度や大都市制
度等の議論が控えており、税財政中心の議論はあまりふさわしくないと考えている。
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また、地方分権改革推進会議はいろいろな案をつくるところである。そのため、三位
一体改革については諮問会議が適当だ。 

   有識者議員、塩川大臣からも政策評価に関する提案があったが、昨年から政策評価
法が施行され、行政監察局が行政評価局に変わり、出先機関も含めると職員は 1,100
人いる。会計検査院は 1,200～1,300 人だ。これを使わない手はない。法律にも予算
要求する段階で政策評価の結果を活かせと書いてあり、16 年度予算要求では、是非、
活用しなければならない。また、予算決定に当たっても政策評価を活用しろと定めて
いる。15 年度予算編成では十分ではなかったと思うが、法律どおりにやることが必
要なので、16 年度予算において予算とか組織・定員につなげる仕組みを、関係方面
と相談させて頂きたい。財務省や会計検査院も入れて総合的な仕組みをつくっていく
必要がある。現在、主計局が取り組んでいる予算執行状況についても当方の出先機関
を活用したらいい。あるいは、特区の執行状況についても出先機関を十分使ってもら
いたい。それだけのスタッフがいるのだから、是非やっていただきたい。 

   一番の問題は評価手法。定量的にとか、いろいろ言っているが、まだ確立していな
い。これは、急いでやる必要がある。 

   最後に公会計について。現在、財政制度等審議会の小委員会や私どもの研究会でも
検討している。本日の国会でも、これに関して若松副大臣が答弁した。これについて
は、スケジュールや役割分担をしっかり相談させていただきたい。中身は財務省だろ
うが、独法そのものは総務省の所管になっている。特別会計をどこがどうやるか。ひ
とくくりではできない。仕分けが必要だ。 

（塩川議員） 特別会計の種類によって部分的にやらなければしょうがない。 
（片山議員） その仕訳が必要。 
（塩川議員） それから監査の問題。現在、会計検査院と、総務省に政策評価と行政評価・

監視がある。これが一つになって、私どもの主計局と役割分担を決めないといけない。
そこをシステマティックなものにしないと駄目だ。 

（本間議員） これについては、各省庁で自己評価をきちんとやっていただき、その上で
総務省が行政評価、政策評価を行う。それから、事後的なラストリゾートは会計検査
院がやる。そして、それを受けて予算の査定を財務省が行う。 

（塩川議員） 各省庁の自己評価は、皆、囲い込みでわからない。それが今までのいい加
減になってきた原因だ。 

（片山議員） 独法には評価委員会があるが、各省庁にはない。自己評価と二次評価だけ。
ここを何か考えなければいけないのかもしれない。 

（塩川議員） それは頼みます。 
（竹中議員） ここまでの議論を整理する。有識者議員から提案された宣言・実行・成果、

まさにプラン・ドゥー・シーを枠組みとしてやっていくことには賛成だと思う。   
それぞれについて幾つかのポイントがあった。 
目標、宣言について、どのような形で、どこまでできるのかに関しては、塩川大臣

提出資料にいろいろ提案があった。それから、各省の裁量性が重要だと平沼大臣から
指摘があった。片山大臣からは、評価が大変重要であるが、会計検査院、総務省、財
務省の総合的な仕組みが必要であるとの指摘があった。さらには、それを平成 16 年
度予算に活かすという決意が必要であるということ。それと評価手法、公会計も含め
て具体的に誰がどのようにやっていくかというスケジュールを示すことが必要との
指摘があった。 

（本間議員） 我々は、これを来年度予算でどのようにできるところから織り込んでいく
かということを考えている。次回以降の会議では、これまでの基本方針などの取り組
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みについて、問題点や進捗状況をレビューという形で、包括的に整理して、諮問会議
に諮り、議論していただきたい。それを受け、各省庁に今後の課題を示し、それぞれ
の大臣の下でご検討いただき、そして、それを諮問会議で審議し６月の「基本方針」
に結び付けていく作業をやらせていただきたい。 
 「基本方針」の中では、政策目標として、総理のマニュフェスト的なものも御指導
いただきながら織り込んでいきたいと考えており、６月までは集中的に議論をしなけ
ればならないのかなと思っている。 

   そのためにも、各府省に対し、こういう新しい予算の構造改革をすることを周知徹
底して、各府省で準備的な対応、体制をとってもらい、歯車が噛み合うようにしてい
ただきたい。各府省の対応が遅れるとうまく進まないので、諮問会議でこのように議
論して、総理から各府省に御指導頂ければと考えている。 

（塩川議員） 各省庁から意見を提出してもらうというのは、平沼大臣の言う百貨店式だ。
これをやっていたら、基本問題はやっていけない。諮問会議はある程度の方針を決め
て、各省庁にそれの具体化を求める。そうでないと、この前みたいに各省が政策だけ
を発表して、夢物語ばかりで政策に結び付かない。私はそれを心配している。 

（本間議員） 今、申し上げたのは、予算の構造改革に向けて、各府省が前向きに取り組
む、予算要求的な議論ではなく実務面も含めた勉強をして頂きながら、エクササイズ
として来年度予算から始めていったほうが、効果的に進むのではないかという提案だ。 

   具体的に言うと、国立大学が独法化されるので、そこで一つのモデルケースとして
先行的にお願いをすることも考えられる。そういう流れの中で各府省がどういうこと
をやれるかということを検討してもらうということだ。 

（平沼議員） 進め方の一つとして、特定のプロジェクトについて、先行的にやってみて
どういう成果が上がるかということだ。 

（本間議員） そのイメージを具体的な形でやりながら、一般会計、特別会計に波及させ
る形で、複数年度かけてこの問題を合理化してきちんと改革を進めていく。こういう
手順はいかがかということだ。 

（平沼議員） それはいいのではないか。 
（小泉議長） 本日の国会審議に出た税収見積もりについて、今までは５月の税収を取り

込んだ。先まで見通さなければいけないから難しい。あれを前に戻すと税収が落ちる。
あの問題はどうですか。 

（本間議員） 各国とも財政赤字の変動要因では税収変動が非常に大きい。各国ともまず
経済成長率が実質・名目でどのくらいになる、インフレがどうなるという形で、税収
見積もりの基礎データでありますミクロのデータを勘案しながら予測する。「改革と
展望」のような全体のビジョンの中で、まず予算の見積もりをきちんと統計的な作業
も含めてやる。それが実現できなかった場合は、その要因分析を徹底的に検討して、
翌年の税収見込みが大きく乖離しないような作業を毎年繰り返し、誤差を少なくさせ
る努力をしている。 

（塩川議員） 平成 10 年度なんて 16％違う。9.1 兆円の減収。橋本内閣の時思い切った
減税をやった。それも影響した。諮問会議等で何％以内くらいに収めろというような
方針を出してもらえたらいい。 

（牛尾議員） その点から言うと、３月決算の６月までの税収というのが、去年の税収で
はなく今年の税収だったら狂いが少ないでしょうね。 

（塩川議員） その４月、５月分の税収相当額は、今年で言うと 10.2 兆円になる。その
分は、国債で立て替えることになる。 

（小泉議長） 前に戻したら、見通しがもっと確実になるんですね。 
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（牛尾議員） 今年も主税局は減収だと言うが、新聞報道を見ると上場メーカーは前期比
約 100％増益の見通しで、こんなにいいときは久しぶりです。上場全産業（金融等を
除く）では、前期比約 70％増益の見通しだ。 

（塩川議員） でも、利益には出てこない。赤字の方に回って、税収と違う。 
（牛尾議員） これは、時価会計による株式の評価損を企業が課税上活用していることが

背景にある。 
（塩川議員） そこで税収が狂ってしまう。だから、私は厳しく見ている。 
（牛尾議員） 減損会計の導入に伴う土地等事業用固定資産の含み損を非課税等とするな

ど、実施時期は慎重に検討されなければならない。 
（速水議員） 企業がいいのはリストラが一巡したからだ。 
（塩川議員） しかし、税金に入ってこない。 
（本間議員） 総理が仰った問題については、これだけ経済がグローバル化してフローと

ストックの関係が複雑化して、会計的にも時価会計等を取り入れたため、非常に変動
しやすい問題があります。それを前提に、例えば３か月毎にするというような新たな
対応状況を考えていかないと、この誤差はきちんと解決できないと思う。 

（塩川議員） これは財政審でも検討している。また、特別会計と発生主義についても。
それから、プロジェクトの長期一括予算等で予算にいろいろな多様性をとろうと検討
している。今の会計は余りにも硬直的だ。 

（竹中議員） 先ほどの取りまとめにプラスして２点。 
   １つは、総理から指摘のあった税収見積もりの誤差をなくすために、５月まで取り

入れるという仕組みをどうしたらよいか。これは財政審でも議論をされるということ
なので、財政審のメンバーでもある本間議員に議論を整理してもらい、財務省とも相
談していただいて、次回以降にメモを出していただければと思う。 

   ２つ目は、本間議員から提起された、６月の基本方針に、この予算の新しいプロセ
スを結び付けていくための具体的な仕組みの流れをつくっていかなければいけない
ということ。戦略的、総合的に評価の仕組みをつくることともダブるが、これは特定
の先行的プロジェクトをイメージするのがよいのではないかと平沼大臣からの提案
もあった。その手順については次回以降に民間議員から案を出していただければと思
う。 

   それでは、吉川議員から発言があります。 
（吉川議員） では、私の方から事務当局の認識をもとに説明する。 

今年に入ってからの主要国の株の動向では、日本は意外と下げておらず、諸外国の
方が下げている。今年の年初からの動きについては健闘している。 

   為替レートと株の関係では、２月以降は株価と為替レートは似た動きをしている。
円安に振れると株価が上がり、円高が進むと株価も下がるという動きをしている。 
 株価変動の要因を市場関係者に聞いたアンケートでは、政治・外交要因がマーケッ
トの関心になっているようだ。特に３月に入ってからは政治・外交要因の関心が高く
なっている。外交、世界の政治情勢を気にしているということだ。 

   過去一ヵ月の株価のパフォーマンスで、プラスを示しているのは２業種のみで、残
りはマイナス。金融関係の株、銀行、保険、証券といったところが一番下げている。 

   こうした状況で金融システムがどうなっているか。都銀、地銀、第二地銀全体とし
て見る限りでは、銀行からの預金流出は起きていない。足下でのこの状況が悪化して
いるということはない。 

   ただ、私の考えでは、足下ではそうだが、日本経済全体を 10 年で見ると、日銀券
の保有はほぼ２倍になっている。絶対額あるいは対ＧＤＰ比で見ても２倍くらいにな
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っている。日本銀行券は個人消費とか、あるいは地下経済に使われる貨幣ということ
であって、通常は先進国で大きく変動することはないが、日本ではこの 10 年で随分
増え、それが高止まっている。 

（塩川議員） タンス預金が多い。 
（吉川議員） おっしゃるとおりだ。その意味でもやはりまだ日本の金融システムには問

題がある。  
（塩川議員） 有識者議員にお願いしたい。証券取引の監視を是非強化しなければならな

い。証券会社の自己取引が委託株の何％くらいなのか。昔は証券会社の自己売買の割
合に関する規制があったが、今はなくなっている。ニューヨークでも自己売買の比率
についてＳＥＣが決めて、ここでブレーキがかかってくる。日本では、実需の何倍も
売買し、しかも取り締まり難い。一つの会社の発行株数の 20％を１日で売買するとい
うことは本当はないはずだ。投機的な売買を繰り返し、そこで値段が形成されている
可能性がある。それから、信用取引の規制が緩和されたので、信用取引ができる銘柄
がどんどんと増えている。貸借銘柄以外についても、品借料などの基準をはっきりし
て逆日歩も払わせるべきだ。払わなくてもいいからどんどん借りにいっている。 
一度思い切った強化策をお願いする。 

（竹中議員） 塩川大臣の挙げられた点について、こちらの方にも情報をいただいており、
対応させている。基本的には監視委員会で厳正に対応できるものは対応している。そ
れで、機能強化は大きな課題になっているが、ここは身近なところでちょっとした工
夫でできることがあると思う。日本の場合、今までは、マーケットを安定させるため
に生保や大口の投資家がきちんとカウンターの売買をやるという裁定取引があったが、
今は生保と銀行が弱くなっているから裁定取引が働かない。従って、ちょっとしたシ
ョックで大きく振れやすくなる。 

（速水議員） 株価動向の金融システムへの影響を中心に言わせていただく。株価は地政
学リスクなどが懸念材料になっており、バブル崩壊後の最安値圏で推移している。今
日は大引け 8,042 円で、出来高は８億株を超えている。金融システムは、不良債権問
題を主な背景として引き続き厳しい状況。主要行を中心に株価変動リスクも大きな不
安定要因となっている。ただ、主要行は増資などの自助努力を進めており、現在の状
況は直ちに金融システムの安定が損なわれるものではない。その点は、昨年の２月に
比べても若干異なる。 
いずれにしても、日本銀行としては期末を控える中、株価下落が金融システムや企

業金融に及ぼす影響について細心の注意を払って見ていく考えだ。また、金融市場が
動揺するおそれが生じれば、迅速に一層潤沢な流動性供給を行っていくことを含め、
金融市場の安定確保に万全を期す方針でウォッチしている。  

（牛尾議員） 従来よりも政治・外交要因で一喜一憂する不安心理のある市場だが、基本
的に企業業績はそれほど悪くないので、本来ならばもっと株価が高くなっていくはず
だ。今日から２週間ぐらいの間はイラク問題といった不安に満ちている。今日も出来
高約８億株というのは割と多い売買だが、全くその動きがわからない。イラク問題に
関連しいろいろな話が出る度に株が一喜一憂し、急激に下落する場合がある。 

（奥田議員） 強烈に対抗するという姿勢を示す、アナウンスメント効果が必要だ。売ら
れっぱなしでというのではいけない。 

（牛尾議員） 特定の株を下げようという意図した空売りだ。そういうのを止めるルール
をきちんとつくらなければいけない。 
インターネット売買は１日に５回、６回は行う。そういうものに対して、きちんと

した考え方で立ち向かわないとだめだ。 
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（竹中議員） 基本的にはそのルールはかなり整備されている。要は、そこを監視委員会
等で厳正に対処していくということに尽きる。倫理面も確かにあるので、メッセージ
も必要になってくる。 

（牛尾議員） アメリカにあるようなＳＥＣが日本にはない。それに代わるものをどうい
うふうに金融庁を中心に運用していくかという点も、具体的に議論した方がいい。 

（塩川議員） その通り。 
（竹中議員） 強化の話は中心な課題として、ずっとやっているところだ。 
（吉川議員） 株価に注意するのは当然だが、株価を下げている理由には国際情勢がマー

ケットで嫌われているということがある。これは株価だけでなく、当然アメリカの経
済などにも影響を与える。それがまた日本の経済にも影響を与えるかもしれない。政
府として経済対策をきちんと考えていくことが必要だが、その際の柱はいわゆる「４
本柱」だ。４本の柱をきちんとチェックして、厳しい情勢の中で経済をよく見ていく
ということに尽きる。 

（奥田議員） 今、起こっているのは昨年３月のものと筋の違う空売りではないか。一回
調べた方がいい。 

（竹中議員） 昨年３月の空売り規制は、昨年８月にも穴をふさいで、ルールをかなりし 
っかりつくってきている。今、市場で起こっていることを改めてチェックし、ご指摘
のような問題があれば直ちに対応することになる。 
只今の御発言はこういうまとめになるかと思う。 
今後対応すべき点として原油価格。平沼大臣の方で御検討いただいていると思う。 
もう一つは、消費者心理。政府、日銀が一体となってやっていくとのメッセージを

しっかりと出していくということ。 
株価の問題だが、今ここで議論いただいたことを通じ、できることをしっかりとや

り、冷静に対応していくことだ。株価の下落は、市場においてはイラク情勢等の国際
情勢、外国為替市場の動向等に左右されている面が大きい。 
金融システムは、主要行各行とも資本増強など新たな取り組みに努めており、当面

健全性に問題が生じない。預金動向も、全体として落ち着いている。これを踏まえれ
ば、１年前と金融システムそのものは私は違っていると思う。 
政府としては、平成 15 年度予算や、税制改革や、産業再生などの経済活性化のため

の法案を速やかに成立させることが何より重要。 
日本銀行は、金融緩和や金融システム安定確保に取り組まれており、景気の現状、

市場を踏まえ実効性ある対応を検討されることを期待している。 
政府は、各省庁が緊密に連携し金融危機を起こさないよう、経済情勢によっては大

胆かつ柔軟に政策運営を行っていく。諮問会議としても金融、経済情勢を注視しつつ、
引き続き議論を行っていく。 
速水総裁、本当にありがとうございました。是非一言お願いします。 

（速水議員） ３月 19 日にちょうど５年間の任期が終わり退任する。諮問会議に約２年
間出席した感想と希望について発言したい。 
諮問会議では、必要に応じ日本銀行の政策運営について説明させていただいた。ま

た、政府の経済政策運営に関する議論に参加する貴重な機会を与えられた。この２年
余りの間、日本銀行は前例にとらわれず、量的緩和の導入、その数次にわたる拡大、
不良債権問題の基本的な考え方の提示、銀行保有株の買入れなど、新たな手を次々と
打ち出してきた。政府も「改革なくして成長なし」という考えの下、構造改革に熱心
に取り組んでこられたと思う。 
しかし、日本経済が自律的かつ持続的な成長をまだ実現していないことは残念だ。
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日本経済の抱える構造問題の解決は政策主体の努力だけではできないし、また一朝一
夕に実現できるものでもない。 
諮問会議における議論では、次の２つの点が重要だと思う。１つ目は、経済や金融

市場の短期の動きに余り惑わされず、中長期的な観点を踏まえることが大切だという
ことだ。２つ目は、構造改革の主役は民間経済主体であるから、民間部門の活力を引
き出すことの重要性を意識し、国民にわかりやすいメッセージを伝えていくことだ。 
こういった観点から議論を尽くし、是非日本経済の成長戦略を描いていただきたい。

日本銀行としても、新しい体制の下で知恵と勇気を持ってできる限りの努力をしてい
く。本当に長い間ありがとうございました。 

（竹中議員） 最後に総理からごあいさつをお願いします。 
（小泉議長） 速水総裁、長い間本当に御苦労様でした。５年間、この激しい変化の時代

に大変御苦労も多かったと思います。今後とも高い見地からの御指導をお願いします。 
   諮問会議の役割は大変大きい。これも皆様方の御協力の賜物で、今後も諮問会議を

生かし、思い切った改革に向かって邁進したい。６月に向かい、具体的取り組みとし
て、更に今までの経験を踏まえての検討、議論が必要だ。最近また株価が下落してい
るが、速水総裁が言われたよう、金融危機は起こさない態勢をとっている。注視しつ
つ、今後とも政府、日銀一体となって取り組みを進めていきたい。誠にありがとうご
ざいました。 

（竹中議員） ありがとうございました。 
（奥田議員） １点。今日、経団連の会議で、電力問題、東電の問題について今後電力需

給が逼迫し、場合によっては相当な節電をやらないと難しいという緊急提言をしたい
との話が出ている。これは是非やらないと、今年の夏に向け大変な問題になる可能性
がある。 

（平沼議員） 御承知の通り、東電は原発 17 基のうち 14 基が止まっている。この３月、
４月は全基止まる。今、休止中の火力発電所を立ち上げたりして、一番厳しい２月は
乗り切れた。 
次の最需要期が７月、８月で、今までで一番大きかった需要は 6,430 万キロワット。

今のままだと 5,100 万キロワットの供給だから、乖離が約 1,300 万キロワット。今、
定期検査や点検のため休止中のものの評価が大体まとまってきたので、役所はその内
容を地元に説明する、事業者も地元に行って説明をしている。場合によっては私も福
島や新潟で一生懸命やらせていただこうと思っている。 
今の段階では節電キャンペーンを一方でやりながら、今、供給に万全を期すよう一

生懸命やっているところ。７月、８月を控え、経団連でもそういう問題意識を持って
いただいたことは非常にありがたい。なお一層努力したい。 

（竹中議員） 以上で本日の諮問会議を終了いたします。ありがとうございました 
 
                                   （以 上） 


