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平成 15 年第８回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年４月９日(水) 17：30～19:10 

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 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 塩川  正十郎 財務大臣 

同 福井  俊彦 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 

同    扇 千景   国土交通大臣 

同    細田 博之  科学技術政策担当大臣 

 

西川 太一郎 経済産業副大臣 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 歳出構造改革について 

 ① 科学技術政策、文部科学関連 

 ② 国土交通関連 

(2) その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

○  科学技術創造立国の実現に向けて（細田臨時議員提出資料） 

○ 「知」の創出、活用の最大化に向けて（遠山臨時議員提出資料） 
○ 扇臨時議員提出資料 

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

（概要） 

○竹中議員から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○ 歳出構造改革について  

（竹中議員） 前々回の諮問会議において「構造改革レビュー」について審議を行い、

改革の進捗状況を確認し、進捗状況に課題が残されているところもあることが確

認された。本日はこれらの分野についての改革の取組みを更に強化するため、特

に歳出改革に論点を絞って関係大臣から説明して頂き、審議を進めたい。   
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 今日は、まず、科学技術政策、文部科学関連について、有識者議員から質問の

形で論点を示して頂き、大臣が回答する形式で議論を進めたい。本間議員。 

（本間議員） ３月末に問題提起を行い、各大臣に構造改革の今後の取組みについて

御検討を頂き、今回おこし頂いている。構造改革をもう少し力強く推進させるた

めの第一段階として、基本方針 2003 の中で内閣としての政策目標を宣言の形で

明確に打ち出し、それに沿う形で予算配分等も含めて実行を具体化し、その成果

を事後評価するという形で、きちんと歳出内容を見直す初の予算編成に着手した

い。従って、各予算における重点分野・削減分野の明確化や、三位一体とも関連

するが補助金の効率化・削減に向けた具体的取組みについても、あわせて回答頂

きたい。 

   第一に、科学技術予算は、経済活性化にとって極めて重要なテーマであり、こ

れまでの２年間、重点４分野としてプライオリティの高い予算配分をしてきた。

しかし、その資金が本当に効果がある形で研究・教育分野において活用されてい

るかどうか、今後組織的に予算の中身を見直す必要がある。大目標として科学技

術振興についての国家戦略を、中目標として各分野あるいは各省庁における当該

戦略の実施方法を、予算配分も含めて検討していく必要があり、これに課レベル

の小目標も含め、裾野を広く政策目標を明確化すると同時に、評価制度の構築を

進める必要性がある。以上の点につき、今後の課題も含めて回答頂きたい。 

   第二に、総合科学技術会議は省庁横断的に科学技術政策の企画・立案や総合調

整を行うが、従来の縦割り的予算配分が色濃く残っている中で、各省庁予算の全

体的整合性や効果を見据えながらの重点化配分方式に今後どのように取り組む

のか、回答頂きたい。 

 第三に、科学技術予算制度は、これまで日本の通例として研究機関へ予算配分

する仕組みになっており、結果、公的な研究機関の比重が高く、民間に対する比

重が非常に低い特徴を持っている。成果主義との絡みでは、この予算制度は、ノ

ーベル賞を受賞した田中さんのようなケースに研究予算が十分に配分されない

危険すら内包する。個人補助的予算配分をどう強化するか、これは文部科学省に

も関連するが、科研費やＣＯＥ等につきまして横断的な形で効率的に資金をどう

活用していくか、十分検討する必要があると考えるが、この点につき回答頂きた

い。 

   第四に、科学技術予算における特定財源の活用が、政府部門内の研究施設、あ

るいは原子力、宇宙、海洋関連分野に対して幾分過大に予算が配分される要因と

なっているため、上記分野に対する思い切ったシェアの引き下げも含めて今後ど

う検討すべきかにつき回答頂きたい。 

（竹中議員） 文部科学関連の質問を続けてお願いしたい。 

（本間議員） 第一に、科学技術関連の質問があるが、共通しているために省略する。

第二に、来年４月から発足する予定の国立大学法人は、Plan－Do－See の格好 

の素材であるので、その制度設計にこれをどう織り込むのかについて、第一の質 

問に対する回答に付随して回答頂きたい。 

   第三に、三位一体改革と非常に強く関係するが、今後、国と地方の役割分担の

中で、奨励的補助金につき、原則的に廃止する、あるいは計画的に削減するとい

う方向性を考えていく必要性があります。義務教育費の国庫負担金を、国と地方

との役割分担等の観点も含めてどのように考えるのか、お伺いしたい。 

 第三に、ＣＯＥ制度等で御努力いただいているが、今後大学がより厳しく評価

される競争的な環境づくりへの取り組みが必要だが、具体的な取組みについて教



 

 3

えて頂きたい。 

   第四に、大学内部の問題として、終身雇用制ということもあり、日本の大学教

育の現場は講座制を中心として極めて硬直性的になっている。このことが競争的

資金を導入しても若い世代になかなかお金が回らず、研究へのインセンティブが

失われる危険性すら生じる状況になっているため、任期制導入の促進を政策目標

として導入する必要性があるのではないのか。あるいは、科学技術の必要性が強

調される状況下、ハード偏重となっており、ソフトが軽視されている。例えば、

経済社会のソフト化に対応して、社会科学系の専門的技能を持つ人材要求が強い。

職業人養成等の問題も含めたソフトの部分についても強力に推進すべきではな

いか。以上の点につき、質問したい。 

（細田臨時議員） 資料に沿って簡単に説明する。科学技術予算は、高度成長下にお

いて基本的に予算の充実にやや手抜かりがあったと強く反省している訳だが、資

料１ページ図１のとおり、1996 年以降 7年間でようやく拡大・充実してきてい

る。ここ数年で主要国が逆に徐々に比重を下げており、ようやく主要国と横一線

に並んだ。科学技術予算については、10 年、20 年という長期的な観点の下で研

究開発を進める必要があることを常に念頭においている。 

   資料２ページ。重点４分野等の優先順位付けは 15 年度予算において初めて明

確な形で採用。この優先順位付けのために、総合科学技術会議の８議員、特に常

勤の議員が長時間にわたり、関係各省からヒアリングを実施し、技術的に不十分

な箇所は更に外部専門家の意見を聞きながら評価して、関係各省からバラバラに

要求され熟度にもバラツキがあるものを精査して、ＳＡＢＣを付ける。どんなに

大事な技術であっても、まだ十分熟していないものは先送りするという判断も出

てくる。そこで、総合科学技術会議有識者議員が優先順位付けを行い、財務省主

計局にもその結果を議員から直接説明している。その結果、ＳＡＢＣは査定に反

映されており、資料６ページのとおり、総合科学技術会議のランク付けが予算査

定にも如実に反映されたと財務大臣から高い評価をもらっている。従って、今後

もこの形式は非常に大事であり、内閣府に総合科学技術会議を設置し、科学技術

政策担当大臣を任命した大きな意義があると思う。従って、有識者議員の御指摘

は励ましの言葉であると考えている。 

    更にフォローアップ、評価の問題であるが、資料３ページの「Plan－Do－See」

のうち、実際には「See」がやはり最も大事だ。競争的研究資金の評価もあるし、

大規模研究、例えばイネゲノム計画など非常に総額の大きなプロジェクトについ

ての評価もある。事前評価、実施段階での評価、そしてフォローアップ評価とい

う３つの体制を評価の仕組みとして最終的に確立をしていきたい。その中で、科

研費等をはじめとする競争的資金については、プログラムディレクター、プログ

ラムオフィサーのようなＮＩＨ等のアメリカの機関でよく機能している専門家

による評価体制を、現在各省と協議をしながら進めている。 

   資料４ページの重点事項についてはご存じの通り。資料５ページには４分野の

問題が記載されている。先ほど、分野によって予算配分がまだ少し偏っているの

ではないかとのご質問があった。従来、確かに総額で見ると偏りが見られる訳だ

が、原子力問題は特別会計であり、かつ資源小国の日本としては大きなプロジェ

クトにややシフトしていたが、全体的にはこの比重は下がってきている。そして

宇宙分野においても、徐々に民間への受け渡しの基礎ができたと考えており、資

料６ページ左下の図のとおり、予算の伸び率を２年度またがりで見ると、非常に

大きな変化が見られ、重点分野にシフトしつつある。更によく見定めろとの御指
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摘については、これから更に進めて行きたい。 

   資料７ページ。競争的資金については、大学のあり方、先ほど御指摘のあった

公的機関・研究所・大学と民間とのバランス論が大事であることはよく認識して

おり、特に産学官連携が素晴らしく進展している。大学側も生き残りをかけて競

争している。産業側の資金が非常に乏しくなり、研究費の拠出も大変な負担とな

ったため、大学と組んで、しかも国の補助を受けながら研究を行おうとする動き

が非常に進んできており、産学官連携の形で非常に多くのプロジェクトがスター

トしている。これを大いに充実させたい。大学発ベンチャー、大学と民間企業と

の共同、大学における民間企業等からの受託研究、共同研究センター、技術移転

機関は非常に増えている。 

   次に、田中さんがノーベル賞を受けた研究に関連して、民間企業をできるだけ

引っ張り上げるよう仕組みを作れとのご指摘については、まさにそのとおりであ

り、この点は今後の更なる課題である。また、科研費等においては運用の改善を

図っているが、様々な分配の問題、あるいは年度による制約の問題等があるため、

まず、平成 15 年度からは年度間繰越しを可能化するため繰越明許費を認めた。

年度末になって慌てて物を買う弊害を無くし、また、例えば年度中での２度申請

を可能とできないか、柔軟且つ競争的な資金の配分体制を取りつつ、かつ、その

中で評価システムをきちんとすることを、現在総合科学技術会議を中心に各省と

協議しているので、平成 16 年度要求から変えて行きたい。また、平成 15 年度予

算の実行においても、改善を図って行きたい。 

（遠山臨時議員） 資料で御説明する。 

   資料１ページについて。「知」の拠点としての大学が、今、大きく変わりつつ

ある。細田大臣からも御説明があったが、研究において産業界と結びついて成果

を上げようという姿勢、仕組みについても、大学改革を大きく進めており、特に

国立大学法人化をやっている。法案も国会にかかっている。委員会審議にこれか

ら入るが、一連の動きの中で、各大学も本気で取り組んでいる。日本の大学が、

今、大きく変わりつつあり、元気を出しつつある。 

   研究開発経費の経済活性化への貢献については、知的財産戦略、産学官連携の

進展とともに、大学と企業との共同研究も進んでおり、４年間で 2.2 倍、大学

発ベンチャーも２年間で 3.3 倍になっている。経済活性化のプロジェクトの強

力な推進もやっている。同時に、日本の大学は、最近、知的な意味で世界をリー

ドしている。物理学では東大が１位、材料科学では東北大が１位、化学は東大が

２位、京大が３位である。資料２ページでは、昨年２月までの 10 年間の結果を

示している。左側の化学は２位が東大、３位が京大であり、その下にマサチュー

セッツ工科大学、ハーバード大学等が並んでいる。物理学では、東大が１位とな

っていて他大学を抜いている。このように、日本の知的レベルも非常に高いもの

があり、これらが産業と結びついていくことで、日本の未来はますますよくなっ

ていくと思う。 

   資料３ページについて。基礎研究の推進のためにも、産学官連携を強化してい

く必要がある。具体的には、「知的クラスター」を全国で 15 地域で展開している。

核となる大学の知恵を使って、「産業クラスター計画」と連携し、同時に地域の

関連企業と力を合わせ、着々と成果を得ている。九州大学の場合には、システム

ＬＳＩが試作完成している。私共も、大学に「知的財産本部」を今年度から 30

大学に整備する。また、マッチングファンドにより、大学と企業の共同研究を強

力にサポートするため、15 年度は 43 億円、14 年度は 34 件の採択をおこなった。 
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   新たな知の最適な活用という目標も明確にし、特許取得を 10 年後には 15 倍、

特許の企業化を５年後には 10 倍へという目標を立てて、着実にやっていく。し

かし、余りに経済あるいは産業に結びついたことだけやっていると、近い将来に

限度を迎えてしまう。中長期的な基礎研究を戦略的に推進する必要がある。 

   資料４ページについて。文部科学省の予算は、大型の原子力、宇宙をどんどん

減らしている。今、原子力は 1,283 億円だが、アメリカは１兆円を超えている。

宇宙については、1,749 億円であるが、これはアメリカの非国防分野でいくと１

兆 2,000 億円余りとなっている。日本は 1,749 億円のお金で、国際協力もしな

がら、Ｈ－ⅡＡをきちんと打ち上げているという大変な成果を上げており、国民

に与える自信と将来への希望から言うと、この 1,700 億円はもっと格別に扱って

もいいと思う。 

   どうしてそのようにできているかというと、資料５ページにあるように、宇宙

分野では事業組織の合理化、スリム化を図り、Ｍ－Ⅴロケットは、開発が一応到

達したため開発中止としている。国際宇宙ステーション計画の大幅な見直しによ

っても、200 億円減と大変な努力をしている。他方でやるべきことということで、

Ｈ－ⅡＡロケットの開発、衛星技術の開発及び宇宙科学研究は、国際水準を抜い

ているので、そうしたことについてはしっかりやっていく。 

   原子力についても、「ふげん」は運転を終了し、将来にとって非常に大事な核

燃料サイクルの研究開発、ＩＴＥＲ計画に力を入れている。あるいは生活の質と

いうことで、重粒子線により切開手術をしなくてもよいという先進的ながん治療

ができるようにしていくなどの研究も進めている。このように、メリハリをつけ

た予算の運用を行い、大変な成果を上げつつある。 

   資料６ページについて。Plan－Do－See は実行している。これは細田大臣から

御説明があったとおり。資料７ページについて。文部科学省は、平成 13 年度か

ら政策評価を実施しており、Plan－Do－See のマネージメントサイクルの確立を

行った。実績評価としては、中身のしっかりした大目標、中目標、そして 42 の

小目標も立てて、それに沿ったきちんとした予算の執行をやっている。 

   資料８ページ、今後強化すべき具体的取組みとして、トップレベルの頭脳、多

様な人材の養成がある。その意味で、大学院の重点化等大学院への支援、同時に、

ビジネススクール等実際に役立つ専門職を養成する大学院を整備していく、若手

研究者の海外での勉強を支援する等の様々な政策をやっている。それから、もっ

と多様な人材が能力を発揮できるよう、若手研究者のための研究費増強、外国人

あるいは女性へもチャンスを広げるということを目標に活動を開始している。 

   非常に大事なのは、初等中等教育における理科、数学教育の充実だと思う。義

務教育において、しっかりと理科、数学の教育もやると同時に、高校では、スー

パーサイエンスハイスクール等も実施しており、最近、非常に元気が出てきてい

る。 

   資料９ページについて。国立大学法人になるときに、中期目標に基づいて成果、

評価を行うべきという御指摘もあったが、まさにそれをしっかりやるために、大

学改革の内の国立大学法人化というものを図っている。そのシステム改革によっ

て、「◆」の４番目にあるとおり目標の明確化、第三者評価によって資源配分を

していくことを国立大学法人制度の中に盛り込んで実行している。 

   それから２番目、３番目の「○」は、国公私を通じてのものだが、大学の質の

保証、向上のための制度改革で、特に、多様な主体による第三者評価制度の導入。

加えて、目標の明確化等により、国立大学の成果と評価というものを構築してい
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くべく進んでいる。いわば国公私立大学について事前チェックを緩やかにして、

事後評価をしっかりしていくというのは大きな改革の流れだが、その制度的な保

証もしっかりと法改正をした。 

   社会科学系の人材の養成も必要という要求は確かにあり、日本の社会科学系の

先生方にもっと頑張ってもらいたく、下から２つ目の「◆」にある専門職大学院

制度の創設や、ビジネススクール、ロースクール等社会人を含めた実際的な力を

持つ専門職を養成するための制度というものを着手し始めている。これは法科大

学院のみならず、様々な分野で実施されようとしている。 

   それから、21 世紀ＣＯＥプログラムについて、もっと競争的な環境作りへの

取組みが必要という話だが、21 世紀ＣＯＥプログラムは、大変な評価を受けて

おり、目的としては、世界的な研究教育拠点の形成を図るということ。審査につ

いては、文部科学省の外の委員会、江崎玲於奈先生をはじめとする優れた研究者

によって実施されているが、極めて公正で透明性を確保しており、なぜ落ちたか

ということについても明確にし、それを申請者に伝えていくという非常に透明性

を持った形でやらせていただいている。資料 11 ページにあるように、新聞、論

説意見等もほとんどプラス評価である。 

   資料 12 ページ、教員の流動性の向上は、私も非常に大事だと思っている。大

学教員の任期制導入については、実は、平成８年から順次着実にやり始めており、

大学審議会でしっかりした議論をした上で、平成９年に法律をつくり、選択的任

期制として制度化され、着実に進んでいる。大学についても、グラフに見られる

ように、着実に進んでいる。ただ、大学だけが任期制をとっても、社会の多くの

ところで任期制が導入されないと孤立してしまうという大変難しい問題もはら

んでいる。文部科学省が強力に目標を定めてやれということではなく、そういう

環境をつくりながら、増やしていくという政策が大事ではないか。 

    資料 14 ページについて。産学官連携のところで、右側に「架け橋」というの

がある。これは基礎と実用化の間に「死の谷」と言われる大きな谷があり、これ

を克服するために、左側の産業界の製造能力と大学の研究能力との融合プログラ

ム支援をやっている。また、ハイリスク段階における企業化支援については、製

品開発支援をしている。この２つによって、「架け橋」をきっちりやっていく政

策を進めている。 

   大学も一生懸命努力するが、企業側もしっかり目利きしていただきたい。大学

がいい研究をしても、日本の企業が見過ごすことによって、アメリカやドイツの

企業が製品化している。資料 15 ページにあるとおり、研究に必要な先端機器は

外国依存である。そのため、研究費を注ぎ込んでも、ゲノム解析のＤＮＡ解析装

置のうちの大部分は、国外の機械を使ってやっているという状況であり、ぜひと

も日本の企業には、しっかりした製造の工程を組んでいただき、いい製品をつく

ってもらいたい。むしろ日本の製品が世界の研究界をリードする、制覇するぐら

いにしていただきたい。そのために、大学の「知」の創出、活用について一生懸

命協力をするつもりでいる。 

   競争的資金の改革と拡充だが、日本の競争的資金はアメリカの 11 分の１であ

る。細田大臣の大変な御努力によって少しずつ増えてきてはいるが、まだまだ足

りない。代表格である科研費については 1,700 億円だが、これは個人補助であ

る。もう少し経理的に機関の力をかりてはどうかということで、総合科学技術会

議において審議してもらっている。 

    このように、大学は大きく変わりつつある。国公私を通じてだが、その勢い
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を支援にしていくということが大変大事だ。 

    講座制については大講座制に移してから長い時間経っており、やっていない

のは、各大学の努力がまだ足りないのだと思う。 

   義務教育の負担金の話があったが、資料 17 ページにあるように、我が省関係

の補助･負担金について昨年度 2680 億円減を行い、国と地方の役割分担、費用

負担のあり方を踏まえ、削減に協力をした。法改正も行ったが、大変厳しい質疑

を受けた。要するに、義務教育という国のナショナルミニマムについて、国の責

任を放棄するのかという与野党からの大変な攻撃があったが、私どもはきちんと

した理論立て、協力の姿勢を保ちながらも、国としてやるべきものについてはし

っかりと国の責任を果たしていく必要があると考えている。 

（吉川議員）  細田大臣に一つコメントをさせていただく。私どもも総合科学技術会

議が大変なリーダーシップを発揮されていると理解しているが、変化のスピード

をどのように評価するか。まだ改善の余地があるのではないか。縦長の参考資料

９ページの円グラフ、「科学技術関係予算 各国比較」という図がある。日本は

ただ外国の真似をすればいいというものじゃない。確かにそのとおりだが、先進

諸国と日本の姿を見て非常に違う場合には、本当にそうした違いに合理的な理由

があるのかどうか。これを常に厳しく自省する必要がある。アメリカ、イギリス

では「健康」、広い意味でのライフサイエンスだと思うが、これが既に５割を占

めている。日本ではこれが９％であり、エネルギーの比重が非常に高いという現

状がある。先ほど細田大臣から今どんどん変わっているというお話があったが、

やはり更に改善の余地があるのではないか。 

（片山議員） 先ほどの両大臣の御説明だと、大分分野ごとの科学技術費のシェアが

変わってきているとおっしゃっていますが、伸び率は相当変わっていますけれど

も、そういう意見の一方でシェアはあまり変わっていないという意見もある。そ

のあたりをどうか。それから、科学技術開発研究には、しっかりした評価がない

といけない。総合科学技術会議で予算要求時にＳＡＢＣというランク付けをして

いただいたのは大変ありがたく、効果があるが、あれは評価でも何でもない。現

在は政策評価法という法律がある。これは、一次評価は各省が行う内部評価。我々

がやる二次評価は客観性を担保したり総合化する評価です。内部評価の付加みた

いなものである。そういう意味では総合科学技術会議の方は外部評価になる。そ

の時に連携をどうするのか。今は同じことをやらせていて、各省は手間が大変だ。

だから、むしろ総合科学技術会議はこれとこれというように、ゲリラ的な評価を

やった方がいいのではないか。総合的な評価は内部評価に任せた方が評価として

は整合性ができるし、効率的ではないか。 

（細田臨時議員） 評価に着手し、個別にも検討して約１年が経った。実際に各省で

何を行い、どういう評価体制でやっているかということから話は始まった。競争

的資金について、予算配分に関する評価、その体制の整備を行うことは画期的で

ある。しかし、実際に研究などが進行し、あるいは仕上がったときに評価をする

ということは大変な仕事である。各省で実施中の膨大な研究で、一応一段落して

各省で評価がされたものについての評価は、各省の御協力を得て終了した。その

評価に関しての膨大な表もある。それを階段にして、新規・継続中の研究テーマ

について、事前段階、途中での評価、事後評価を行う体制がようやく整ったとこ

ろである。なるべく各省へ御迷惑をかけないようにしながら、しかし言うべきこ

とは言っていこうと考えている。 

（片山議員） 連携をとってもらいたい。総合科学技術会議の評価と政策評価はとも
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に事後の質や成果を示している。事前のＳＡＢＣのランク付けは予算の優先度で

あり評価とは言えない。 

（細田臨時議員） 違う問題である。ＳＡＢＣは予算要求の中身を主計局とも連携し

た強い参考意見として、どのように予算配分するかというものである。事後評価

あるいは期中の評価は今、非常に詳しくやっている。また、競争的資金、倍増計

画というのはなかなか増えていない。大学やその他に配分されるが、予算の枠、

その他でまだ限度があるためである。しかし、大学の研究者を中心に、もっと研

究体制を充実させてほしいという要請もあるので、これからの大きな課題である。 

   それから、吉川先生のおっしゃった大きな問題、宇宙というよりは私は原子力

の問題だと思うが、額が大きいということについては、特別会計の関係がある。

また、電源開発促進税は電力関係料金の一部になっている。膨大な予算でこれま

でも研究を進め、高速増殖炉、新型転換炉など色々なものに投入してきた。これ

は、日本として世界最先端の原子力の研究のためともいえる特別会計ということ

で枠が決まっている。これは法律の目的でもあるので、この点がほかの国とは違

う。 

（片山議員） 高校の私学助成は、補助金で 1,000 億円、交付税で 5,000 億円出し

ている。補助金をやめることもありえる。やめても、財源措置すれば国の責任で

見ている点は変わらない。 

（遠山臨時議員） 補助金は私学関係者の悲願だ。 

（片山議員） 私は私学の助成、補助金を応援している方だが、補助金 1,000 億円

で、交付税 5,000 億円というのは筋から言っていかがか。 

（片山議員） 私立高校は公立の補完をしている。高校は 94％、95％の入学率でほ

ぼ準義務教育だ。どこかで面倒をみる必要がある。補助金 1,000 億円、交付税 

5,000 億円がそれにあたる。 

（小泉議長） 高校は公立と私学で生徒の取り合いをしている。 

（片山議員） 公立の方がずっと金がかかる。私学の方が安上がりで、経営費は補助

しないと気の毒だ。 

（牛尾議員） 基本的には人口は減りつつある。 

（塩川議員） 中核都市や政令指定都市の算定基準は県立とまた違う。政令指定都市

の交付税の算定基準は非常に甘い。根本的に直す必要がある。 

（吉川議員）  細田大臣が最後に言われた点について、道路特定財源の話と同様使途

を拡げ、原子力でなく、新しいエネルギー関係の研究は色々あり得る。  

もう 1点。義務教育の件は、前回の諮問会議でも問題になった。昨年 2,680 

億円の文部科学省関係の補助金･負担金削減は大変な御苦労だったと理解してい

るが、考え方として、義務教育だから国が地方にお金を配るのがいいのか、それ

とも地方に移譲した方がいいのか、文部科学省、財務省、総務省ではっきり考え

方を詰める必要がある。国民、第三者の目から見ると、そもそも補助金を支給す

る必要があるのか、必要ないのではないかという点がわからない。国が義務教育

に対し大きな責任を持つのは当然だが、お金を配ることは別だと個人的には思う。

むしろ、大学等見ていると、むしろ文科省は教育の質についてもう少し見ていた

だいた方がいいのではないかと思う。 

（塩川議員） 細田大臣、ファンディングエージェンシーはやるといいながらなかな

かできていない。早くやって欲しい。プログラムオフィサーとディレクターにつ

いても整備して欲しい。それらが整備されないと、来年度の競争的資金は増やせ

ない。 
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（細田臨時議員） 今各省と調整している。 

エネルギーの問題について、もう一言。エネルギー特会がオイルショック以降

でき、省エネ、代替エネ、新エネルギー等、様々な前向きの政策、研究開発をし

ている。先ほどは原子力のこと、電源特会の話だけ申し上げたが、エネルギー特

会もそうで、これら特会だけが先に大きな財源として昔から非常に進んできた。

ほかの研究開発費が遅れてきた。ほかの研究費をどんどん増やさなければいけな

い、こうした認識を非常に大きく持っている。 

（西川経済産業副大臣） まず、先ほど遠山大臣からお話があった人材面の改革とし

て、ＭＢＡの技術系版、ＭＯＴを積極的に推進したい。積極的に企業と大学が協

力をし合って、先ほどの大学の研究が経済的成果に結びつかないのは企業側にも

責任があるという御指摘も踏まえ推進したい。 

   また、競争的資金制度の改革については、大学改革にまで踏み込み、世代間の

研究費に流動性なりを持たせることが必要と強く思う。 

   先日、アメリカの商務省から人を呼んで、なぜ日本はベンチャーを起こしにく

いのかについて共同のシンポジウムをやった。ＯＥＣＤ各国に比べて日本は手続

に時間がかかるとのことだった。エンジェル、マザーの資金供給が非常に弱い等

いろいろあった。大学の研究をビジネス化する経営資源が乏しいことが日本の一

番弱いところだ。今、近畿経済産業局で、企業の有能な管理者で余剰な人を、大

学の研究とビジネスに結びつけるところに派遣することを積極的に進めている。

細田大臣、遠山大臣の御工夫をしっかりフォローアップしたい。 

   エネルギー特会の問題について一言。世界に日本は資源の上で非常に依存して

いる。資源構造が脆弱だ。国際的にも日本が世界に対する責任として、国内でで

きるエネルギーを供給していく意味で、新エネにシフトをしていく一方、原子力

は欠かせない。 

（奥田議員） 細田大臣にお伺いしたい。資料１ページの図１、政府の研究開発投資

が日本はどんどん増えて、対ＧＤＰ比 0.69 まできている。他の国はどんどん落

ちているが、これはどう読むのか。 

（細田臨時議員） ＧＤＰ自体の伸び率が各国違うことや、各国の様々な予算的制約

も影響していると思う。 

（奥田議員） 日本は 0.69 だが、大臣の個人的な感覚として理想的な水準は。 

（細田臨時議員） やはり 0.7 から 0.8 がまず一つの目標だと思う。 

（遠山臨時議員）  教育内容の話は、今、大改革が進んでいる。ぜひ、御認識頂きた

い。 

 義務教育国庫負担金については、資料 17 ページに書いたとおりである。地方分権

をして勝手にお金を別の橋や道路に使われては困る。教育のまさにキーである教

員の給与を担保するための国の最低限の保障だ。本当の意味の地方分権は、各地

方公共団体が自ら考えて定数を増やす、学級編成をもっと自由にする、給与も地

域に合った給与にしていく。それらの制度改定は既に、今取組んでいる。 

   給与は、平成 16 年度の国立大学の法人化に伴い、国の準拠制度がなくなるの

で、各県で自由に決められる。これがまさに地方分権だ。国は最低限のやるべき

こととして、教育水準の確保のため、給与費の２分の１負担をしている。考え方

の違いかもしれないが、私は、その線は絶対に譲らない考えだ。 

（竹中議員） 取りまとめる。よく聞いていただきたい。 

   まず、科学技術分野に関しては、分野間の配分の問題。分野毎に伸び率は違う

が、トータルのシェアに、更に改善の余地があるとの御指摘があった。細田大臣
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からも更に見定めていくつもりだとの御発言があったので、更に進めていただく

ということが重要なポイントだ。 

   もう一つ、競争的な資金の問題。細田大臣から運用の改善として、柔軟な配分

と評価、繰越明許等の話があった。運用の改善の中に、競争的な要素をいかに入

れるか、検討をお願いしたいとの指摘があった。特に総合科学技術会議に関して、

外部評価と内部評価の連携をどうするか、ファンディングエージェンシーについ

てもお願いしたいとの要望があった。特に、総じて言うなら評価について、各省

に共通する問題として、今後、充実していくべき重要なポイントだと思う。 

   遠山大臣の御説明に関して。実は成果目標をどうするかが重要なポイントだが、

文部科学省には成果目標についてかなりのものがあるとのことだった。この点は

重要だ。特許を 10 年で 15 倍、企業化は５年で５倍、大学ベンチャーを３年で 

1,000 社にするとの大目標から、中目標、小目標についても明確化する必要があ

るとのご指摘が本間議員からあった。引き続き何が可能か、御検討頂きたい。 

   また、競争環境の整備として、任期制等々の問題も競争環境の整備の中で行う

との御指摘があった。更に資源の配分として、大学内の競争に加え、大学と民間

部門の競争との視点も必要かと思う。こういった点につき何が可能か、引き続き

御検討を頂ければありがたい。義務教育のそもそも論は、引き続きまた議論をし

たい。 

   何か抜けていることがあれば御指摘いただきたい。 

（塩川議員） ファンディングエージェンシーは重要。ファンディングエージェンシ

ーは学会でも非常に問題になっている。ぜひ学者同士の合意をとってほしい。オ

フィサーとディレクターについても仕組みをしっかりと作って欲しい。 

（細田臨時議員） はい。ファンディングエージェンシーは、本省から独立した配分

機関で欧米等にある。 

（片山議員） 高等学校の私学助成の在り方をなお議論したい。 

（竹中議員） 人材育成について、更に検討をお願いするとの要望もあった。 

（本間議員） 「芽出し」よりも「頭出し」を予算編成の過程でお願いしたい。 

（竹中議員） これらは、「骨太の方針」の中に織り込んでいきたい。よろしくお願

いします。 

（竹中議員） それでは、国土交通関連の議論に移る。有識者議員の方から問題意識

のポイントを御提示いただき、それに対し扇大臣より御説明をお願いしたい。 

（本間議員） 80 年代後半から各国ともニュー・パブリック・マネジメント、つま

り、政府目標を提示し、それをどのように実現し効果を高めるか、Plan－Do－ 

See の流れの中で、公共投資改革は極めて重要な部分を占めてきた。最もメジャ

ーな手法は B/C で、プロジェクトの費用便益分析を包括的に提示し議論の俎上に

乗せて、意思決定、予算配分の中に組み入れていくことが定着した。日本は、部

分的には B/C は入っているが、必ずしも予測の前提や、データ、プライオリティ

付けに対する結果を発表し、予算編成に活用されていない。この問題の突破口と

して、公共投資の B/C の問題を徹底的に科学化し、公益性の担保という観点から

精度を高めていく必要性がある。この点について、ご説明いただきたい。 

   また、国土交通省のコスト縮減目標について、15％の縮減を５年間でやるとい

うことだが、これも各年度毎にきちんと実績を評価できるようにして実現してい

ただきたい。 

   もう一つは、高速道路建設に対し、民営化会社との関係で、不採算道路につい

ては直轄方式で整備するとの方向性が打ち出されたが、自動的にすべての高速道
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路を建設するという意味だと、費用便益という観点で問題が生ずるのは明らかだ。

直轄方式と効率性を、どのように矛盾のない形で実現をしていくかお伺いしたい。 

   更に、道路特定財源の活用の問題。今後、道路特定財源の収入と、支出の間に

乖離が生じてくるのはシュミレーションにより明らかだ。この隙間をどう効率的

な歳出につなげるか。今年度はいろいろ新機軸が出た。本四架橋の損失補てんや

地方への財源移譲の問題等が進んでいる。この点、政府としての方向性、哲学を

引き続き検討頂きたい。 

   また、前回、片山大臣の方から地方道路整備臨時交付金について、地方への移

譲が御提案された。この点、考え方をぜひお示しいただきたい。 

   最後に、各国では公共投資のコスト削減のために、ＰＦＩやＰＰＰ（プライベ

ート・パブリック・パートナーシップ）など、民間との協力関係が、社会資本整

備に関し極めて重要な手法として定着をしているが、この点日本では必ずしも進

行せず、大胆なコストの引き下げにつながっていない。この点の取組みをお伺い

したい。 

（扇臨時議員） 経済財政諮問会議は、もっと日本の元気が出るようなことを提案し

ていただきたい。今の評価制度でも、平成 10 年度から新規事業採択時評価、再

評価の評価制度を導入したのは国土交通省が一番先で、各省庁がこの評価制度の

評価の仕方を取り入れている。そういうことも評価してもらわないと。 

例えば、首都機能移転は、経済財政諮問会議で一番先に無駄遣いだと言ってい

ただきたい。経済財政諮問会議が重箱の隅をつつくようなことはやめていただき

たい。少なくとも、９本の長期計画を一本の法案にするだけでもやっとできたと

いうのが現実で、３月 28 日に国会を通って、４月１日から施行している。今日

何日ですか。少なくとも私たちはそういう大きな仕事をして、そしてその配分も

決まらない。９本の法案を一本にするなんていうのは 50 年ぶりである。そのよ

うな、よかったことはよかったと言っていただきたい。 

   昨日、成田と羽田での 24 時間オープン化をゴールデンウィークに間に合うよ

うに、25 日からやるということをやっと決めて発表した。本来は、どこを削っ

たなんて経済財政諮問会議に報告する義務はないと思う。国策として、削ったと

ころで羽田の４本目の滑走路とか、外環とか、圏央道とか全部やりなさいよと、

そういうものが元気の出る話だと思う。経済財政諮問会議に来て、ちっとも元気

が出ないようなことばっかり言うのは嫌である。 

   報告を申し上げる。まず、資料 1ページ。「社会資本整備重点計画を通じた 21

世紀型社会資本整備への転換」。９本の法律を一本化した。金額を決めて予算を

とるための常套手段として、この９本の長期計画は５年ごとに切りかえて、50

年近く、49 年間やってきた。それを改めて、28 日に法案が通ったところである。

よかったところはよかったとしてみんなにアピールしないと全然元気が出ない。

 １ページの右下のメリハリのある予算編成に向けてというところで、負け組と

勝ち組に分けたら、「扇さんいいことやったね。その代わり、負け組と勝ち組と

言わないで、負け組のところに褒美をやってくださいよ」と言われた。そういう

ことが大事で、アメリカ式である。日本は予算が余ったら全部取り上げる。全部

取り上げられて次の予算で削られる。だから、一生懸命削ろうと思わない。一生

懸命したところには褒美に次に何かしてやろうと言うべきである。そういうこと

を経済財政諮問会議でぜひ言うべきだ。社会資本整備に関しては、平成 10 年度

から 14 年度までに再評価を行い、事業中止を行った。14 年度も 38 の中止をし

ている。中止をして予算が余った分は、もっとこっちへ使っていいよと言ってく
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れればありがたい。節約するばかりでは希望も夢もない。 

   資料２ページ、「コスト構造改革について」。我々は今まで考えられないような

コストの削減をしている。別表を見ていただきたい。高速道路の非常電話で 257

 万円のものが今度携帯電話で 42 万円になった。2,000 台をこの方式にすると 

40 億円の削減になる。このページをめくっていただいて、インターチェンジで

ＥＴＣを使ったらトランペット方式からダイヤモンド方式になる。それによって

予算が削減できる。また、すべてを電子入札にすることよって、3,000 億円削減

できる。こういう、削減できるという話はいっぱいあるが、これでは元気が出な

い。 

（小泉議長） 無駄を省けていいという評価はある。 

（扇臨時議員） 資料３ページ、「国土交通省におけるＰＦＩ手法の推進」。今まで各

省と民間とでは技術基準が 780 箇所違っていた。それを全部民間の方式に統一

した。これだって今まで何十年、したことがなかったことができた。だから、Ｐ

ＦＩと言うけど、そこに行くまでに我々はしなきゃいけないことをやっている。 

（小泉議長） できなかったことをやったからね。 

（扇臨時議員） 民間に入ってもらうために、仕事の仕様書が一本化した。 

   それから民間の相談窓口を国交省に一本化した。民間が入りやすいようにして

いくのが行政の仕事だ。経済財政諮問会議で言われなくてもやったことは、皆さ

んから一般に宣伝してもらいたい。元気が出る。 

（塩川議員） やっている。 

（扇臨時議員） いやいや、ここで言っているだけ。 

（小泉議長） 250 万から 40 万になった件は反響がよかった。具体的なものを出さ

なきゃ。 

（扇臨時議員） そうなんです。だから、私は、40 億円の削減と具体的に持ってき

た。 

次に資料４ページ、「補助金等の見直し」について。本間議員が仰った道路特

定財源の見直しは、この枠をこれだけ増やしたという使い道の拡大の方向だ。一

般財源化は今はできない。納税者、車検を受けている方々の合意が得られず、不

払い運動が起こる。地方の皆様の為に、重量税にしても地方に配分し、しかも 9

30 億円を上乗せする。地方は地方の使い方で努力してくださると思っている。 

その仕組みの使い方に関しては片山大臣とよく話し合えば良い。少なくとも、

私たちは配慮をしており、配慮も不要となれば、すぱっと切る。お互いに相手も

あるので、国と地方の両立がうまくできるように分担し、配分方法にも最大限に

努力している。補助金についてもひも付きの有無について批判が出るが、地方の

皆さん方にはものすごく喜んでいただいている部分もある。 

   資料５ページ、「地方道路整備臨時交付金」をパッケージで支援しており、地

方の皆さんに喜んでもらっている。「臨時交付金の役割」こそ、国と地方が話し

合って、使い勝手が良いように使うべく、お互いに譲り合って知恵を出していく

べきだ。総務大臣の協力がいただければ、私たちも配慮をして知恵を出す。 

「道路行政の抜本的な見直し」としては、現段階では一般財源というよりも、

道路をスムーズに通すようにという趣旨で、重量税の譲与割合を４分の１から３

分の１に引き上げて、930 億円を地方に移譲する。臨時交付金制度はぜひ使って

いただきたいが、この道を早く作るといった投資のピークにどう対応するか、国

と地方が協力して対応するべきだ。 

資料６ページの「道路特定財源について」は、総理にも御理解いただいて重量
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税の国と地方への譲与割合を、４分の１から３分の１にして、金額にすると重量

税だけで国が 8,340 億円、地方が 2,780 億円だったものを、国は 7,410 億円に

減らし、地方は 3,710 億円に増やし、930 億円を上乗せする。これは地方に配

慮した成果で、こういうことも御理解いただきたい。地方と国がうまく分担し、

効率的な使い方をしている。 

   最後の７ページ、直轄事業について本間議員から指摘されたが、空港、港湾、

高速道路等は、近隣のアジア諸国に比べてもすべてに劣っている。国際港湾、国

際空港、高速道路、国際都市が一体となって国づくりをしてこなかったツケがき

ている。国策としてどう考えるか。既に決められたルートが港湾にも空港にも国

際都市の利便性にもつながっていない。私がどうこう言っても路線を変えること

はできない。このように、問題は費用対効果だけではない。 

一つ例を挙げると、あるところで道路を作り、事業税が増えて固定資産税など

３億円増えた。47 都道府県の知事は高速道路をつくれと陳情には来るが、道路

ができたおかげで固定資産税も上がった、事業所も来て事業税も増えて、高速道

路は赤字だが、これだけ県は財政豊かになりました、ありがとうございましたと

礼を言った知事は一人もいない。 

  投資と効果については、道路は赤字でも、その地方に工業団地や新都市をつくっ

たりして効果が上がることは確かだ。国に資金があるなら、高速道路も国際空港

も国際港湾も全部社会資本整備として国が持つべきであり、それが緊急時の国と

しての責任にもなる。しかし、残念ながら今の財政状況である。高速道路で落下

物防止網についてアルミ仕様をメッキにしてコストが下がったというが、アルミ

仕様は錆びないから地方は喜ぶ。コストは確かに 82％減だが、亜鉛メッキが錆

びれば地方が負担しなければいけない。そして高速道路も６車線を４車線にして

90 億円単価を安くするといった努力もやっているが、安くなった分は集中工事

で早くできたというメリハリ効果を国民に見せなければ国民は夢も希望もない。

私が経済財政諮問会議に呼ばれて批判ばかり聞かされるのではなく、私たちが言

ったことを取り上げて宣伝していただいき、日本の国が元気になって経済効果が

上がる方式をとっていただきたい。 

（竹中議員） 発言をお願いしたい。奥田議員。 

（奥田議員） 別に、国土交通省の予算をどうこうと言っているのではない。これか

ら申し上げることは元気の出る話だと思っている。本四架橋は結局作ってしまっ

たが、その債務を返済しなければならない。この前、高松に行って話を聞いたが、

本来、本四架橋で四国に人がどんどん入ってくるつもりで作ったが、逆にどんど

ん人が出てしまう。 

   そこで、四国と沖縄にはどうしてもカジノをつくって欲しい。今のカジノは昔

のラスベガスと違って大テーマパーク、ファミリーランドになっている。四国で

やれば、橋を渡って車が行き通行量が増える。そういう発想が出てもいいんので

はないか。単にお金を返すだけという話じゃなく、どうすればあの橋を渡って四

国へ人が行くかというプロジェクトをつくるべきだ。 

（扇臨時議員） それは、政治の失敗だ。四国一巡の高速道路ができていれば、カジ

ノをつくってもいい。しかし、３本の橋のうち１か所だけに作っても意味がない。

四国を一巡できる高速道路があれば、一番南の端につくっても効果がある。 

（片山議員） 臨時交付金の方は交付金のようにやってもらえばいい。10 分の 5.5 

補助のやり方をやめた方がいい。 

（扇臨時議員） 交付金だから、道路に使わないと困る。 
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（片山議員） 瀬戸大橋は、下に鉄道があり、鉄道はものすごく儲かっているが、道

路がだめだ。 

（扇臨時議員） それは仕方がない。そういうグランドデザインがなかったからだ。 

（片山議員） 確かにそうだ。 

（扇臨時議員） いつかご説明した「国づくりの 100 年デザインの提案」（http://w

ww.mlit.go.jp/kokudokeikaku/100YD/teian/index.htm）がある。国土交通省の

一番若手を各局から全部出して、そして 21 世紀はこういう日本になるという第

一弾を出した。100 年後は生きていないと仰るかも知れないが、一番最初にアポ

ロが行く前に、月世界に行くにはという漫画があった。実際に月に行ったときに、

その漫画と同じ服を着ている。こういう 100 年デザインとして、国交省の 32 名

で選んだ人たちが名前載せて、トンネルで全部地中化するとか、そしてごみを全

部エスカレーターで地下に運ぶとか、そして空港も全部港の外にできるという、

初めての試みだ。全部で 21 の提案をした。こういう発想もあるなと思ってほし

い。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。時間の関係があるが、元気が出るよう

に努力をしたい。今日のポイントはたくさん出されましたので、引き続き御議論

をいただきまして、「骨太の方針」に反映させるように御協力を賜りたい。 

（小泉議長） 私の気持ちわかるでしょう。いいことは言われない。やるべきことを

もっとやろうとしているのがこの経済財政諮問会議だ。今言ったようなことはど

んどん宣伝して欲しい。ここでは、やったことはもちろんだけど、もっとやるべ

きことを議論している。それが大事です。今のことは、もっと外で言ってくださ

い。 

（扇臨時議員） 評価制度については一番褒めてほしい。 

（小泉議長） これだけやっているのは事実で、それをもっとやろうとしている。そ

こをやっぱり考えてもらわないと。 

   これから大事なことは三位一体改革、地方でできることは地方に。４月１日の

会議でも財務省と総務省のいろいろな議論があったが、今後、財務省、総務省の

次官レベルと有識者議員の代表で取りまとめに向けた調整を既にお願いした。５

月連休明けの諮問会議に報告していただくようお願いしたい。要は各論です。 

（塩川議員） 具体的にやらないとだめだ。 

（片山議員） 抽象論は要らない。 

（塩川議員） 総論ばっかりなんだ、ここは。 

（小泉議長） 総論賛成なんだから。それを、各論反対をどうやって抑えていくか、

実現していくかですから、その辺をよく財務・総務省で詰めてやっていただきた

い。 

（扇臨時議員） 各論で成功したのを、全部で値段をこれだけ削減したと持ってきた。 

（小泉議長） よくやってくれている。しかし、よくやったことは評価されない。 

（扇臨時議員） 評価されないというか、経済財政諮問会議でこんなことがあったと

発表していただければ元気が出てきます。あそこが悪い、ここが悪いばっかり言

っていたんでは元気が出ない。そういう発表の仕方をしていただきたい。 

（小泉議長） それは仕方がない。今、言ったことは世間で大臣が言ってくれればい

い。我々はもっとやるべきこと、改革に向かっていろいろ進んでいるわけだから、

今までの改革に甘んじないで、更に一歩進めようということでやっている。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いします。 

                                   （以 上） 


