
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

平成 15 年第 27 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 15 年第 2  7 回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 12 月５日(金) 16:34～17:20 

2．場所: 官邸４階大会議室 

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 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同 麻生 太郎 総務大臣 

同 谷垣 禎一 財務大臣 

同 中川 昭一 経済産業大臣 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)平成 16 年度予算編成の基本方針について 

(2)改革と展望－2003 年度改定 

(3)その他 

3．閉会 

（説明資料） 

○平成 16 年度予算編成の基本方針（案） 

○「改革と展望－2003 年度改定」の事項案 

（配布資料） 

○ 内閣総理大臣からの諮問第８号について 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年27回目の経済財政諮問会議を開催いたし
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平成 15 年第 27 回 議事録 

ます。本日はありがとうございます。 

本日の議題ですが、平成16年度予算編成の基本方針につきまして、この諮問・

答申を行いたいと思います。その後で改革と展望、これは１月に改定を予定して

おります2003年度版改定でありますが、これに向けて審議を始めるということで、

事項案を御審議いただきたいと思います。 

○平成16年度予算編成の基本方針について

（竹中議員） それでは、平成16年度予算編成の基本方針に議題に移ります。 

まず、予算編成の基本方針の諮問につきまして、小泉総理から御発言をお願い

いたします。 

（小泉議長） 本日は「平成16年度予算編成の基本方針」作成を諮問することとした

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） ありがとうございました。なお、内閣総理大臣からの諮問第８号は資

料としてお手元に配布をしております。 

では、「平成16年度予算編成の基本方針（案）」について御説明をさせていた

だきます。皆様方の御協力によりまして、お手元の資料のように取りまとめてお

ります。 

今回の基本方針の特徴は第１に社会資本整備や社会保障、地方財政といった主

要歳出項目について、改革の方向性を明確に示したこと。第２に予算手法のイノ

ベーションである「モデル事業」、「政策群」を活用すること。第３に改革の推

進によって地域経済の活性化と地域雇用の創造を図ることであります。 

なお、11月28日に提示した原案に比べますと、４ページの「予算手法のイノベ

ーション」のところでありますが、ここのモデル事業に関しまして、「複数年度

にわたる事業の予算執行の弾 化」という表現を追加しております。また、７ペ

ージの「個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方」につきまして、中小企業の再

生と革新支援に関する記述を拡充しております。 

その他、１ページの「我が国の経済と財政の状況」、６ページの「人間力の向

上・発揮」、８ページの「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」、９から10ペ

ージにかけての「社会資本整備」、12ページの「地方財政」のところで所要の修

正を加えております。 

すべに十分に御審議をいただいていると思っておりますが、「平成16年度予算

編成の基本方針（案）」を経済財政諮問会議の答申として決定させていただきた

いと思いますが、御異議ありませんでしょうか。 

（麻生議員） ちょっと一つだけ。竹中先生、昨日の総務会で出たと思うんですが、

12ページ目、「地方交付税の改革に着手する」、一番最後の列に書いてあります

でしょう。これは確か昨日の総務会で、「『基本方針2003』を踏まえ」という言

葉になっていたと思うんですが、それは､その７行上に入っている。これを外され

た理由はなんですか。 

（竹中議員） これはちょっと説明をさせます。 
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（小平政策統括官） 昨日の自民党総務会で御議論がございまして、最終的には総務

会長に一任をされました。出ました議論は、交付税につきまして、財源調整機能

ということについてしっかり書いていないのではないか、こういう御指摘でござ

いまして、この点は「基本方針2003」にバランスをとって、全体の考え方がまと

めてありますので、それを踏まえて対応するということで、これをどの部分に訂

正するかにつきまして、御相談をしたわけでございます。12ページの下の方の部

分は、平成16年度予算の関連だけでございますので、むしろ総務会で出ておりま

した御議論は、交付税改革と三位一体改革を進めていく上で、税源移譲、交付税

改革、補助金、それぞれ全体について「基本方針2003」の考え方かかるようにし

てもらいたい、こういうお話でございましたので、御相談をした結果、その上の

部分に「経済財政諮問会議を中心に議論を進め、これらの改革工程を早期に具体

化するよう取り組む。その際に「基本方針2003」を踏まえ」、というように全体

にかかるように訂正するということで、総務会長と代理の御了解をいただいて、

そういうふうに直させていただいた、こういうことでございます。 

（麻生議員） 総務会の話は出ていらしたのでおわかりだと思いますが、ここはやた

らめったら電話がかかってきて、一番意見が多かったところです。ここのところ

は2003年を踏まえるから、いいじゃないかと言ったら、そんなことは書いていな

いですよって言われたところなので、ここのところは覚えていてよ。 

（小平政策統括官） 基本方針は閣議決定いたしておりますので。 

（竹中議員） 大変重要な指摘をありがとうございます。交付税改革のところで、最

初ですね、そういう御議論が出まして、それは2003年を踏まえるんだということ

を申し上げました。そうしたら2003年を踏まえるのは交付税改革だけじゃなくて、

税源移譲もそうだろうということで、改めて「踏まえ」ということを上の方に書

かせていただいたということでございます。 

ほかに何かございますでしょうか。それでは、答申としてこの案を決定させて

いただきたいと存じますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、この予算編成の基本方針（案）を

経済財政諮問会議の答申として決定させていただきます。 

（プレス入場） 

（竹中議員） それでは、先ほど「平成16年度予算編成の基本方針」が諮問会議より

総理に答申されましたので、総理からごあいさつをお願いいたします。 

（小泉議長） これまで精力的な御審議をいただきましたことを厚く御礼申し上げま

す。「平成16年度予算編成の基本方針」の答申という成果を挙げていただきまし

たので、これから、この基本方針を踏まえまして、ようやく改革の芽が出てきた、

この芽を大きな木に育てていこうという考え方のもとに、昨年度に引き続き「改

革断行予算」を実現するための基本方針として位置付けます。早急に閣議決定し、

政府の基本方針として、これから予算編成作業を進めてまいりたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。 
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（プレス退場） 

（竹中議員） ありがとうございました。なお、本方針につきましては、諮問会議終

了後に閣議決定をする予定でございます。 

○改革と展望－2003年度改定（事項案）

（竹中議員） それでは、続きまして「改革と展望」の改定に向けた御審議をいただ

きます。「改革と展望」につきましては、経済の変動等に適切に対応するため、

毎年度改定することとするが閣議決定されておりまして、今年度は昨年度に続き

２度目の改定になります。 

「改革と展望－2003年度改定（事項案）」を資料として配布しておりますので、

事務方より御説明いたします。 

（小平政策統括官） それでは、お手元の「改革と展望－2003年度改定（事項案）」

資料をごらんいただきながら、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。 

対象期間は、改革と展望は中期的な経済財政運営の基本方針と経済財政の将来

展望を示すということでございまして、常に５年程度の中期的な基本方針と展望

を持ちながら経済財政を行うことが重要だということで、今回の改定の対象期間

は来年度2004年度から2008年度までということになるわけでございます。 

次の経済財政状況でございますけれども、足元の経済は企業収益の改善、設備

投資の増加など明るい兆しが見えております。こうした動きを企業から家計、都

市から地方へと日本経済の隅々にまで浸透させ、民間需要主導の着実な成長を実

現していくために、一層の政策努力を行う必要がございます。「１」につきまし

ては、そういうこと記述をしたいということでございます。 

それから、「２」でございますけれども、まず最初の「安定的な経済財政運営」

でございますけれども、対象期間におきましては、「改革と展望」に沿って安定

的な経済財政運営を行うことが重要ということでございます。 

それから、次の「集中調整期間とデフレ克服に向けた取組」でございます。こ

れと経済展望をあわせまして、まず2004年度まで集中調整期間ということで、今

年の１月閣議決定されました改定において、そのようにされているわけでござい

ますが、この期間におきましては、改革を集中的に推進し、中期的な民間需要主

導の成長を実現するための重要な準備期間ということでございます。 

それから、集中調整期間終了までの１年程度の間、デフレの克服と民間需要主

導の持続的な経済成長の実現に向けまして、可能な限りの政策努力を行うことが

必要であるということでございます。４つ目の歳出抑制の目標とプライマリーバ

ランスでございますけれども、財政面では「改革と展望」に沿って安定的な財政

運営を行っているところでございますけれども、こうした取組をさらに継続して、

2010年代初頭のプライマリーバランスの黒字化を目指していく必要があるという

ことでございます。 

それから、構造改革の加速・拡大では、各分野の構造改革の加速・拡大の方向

を明らかにしたというふうに考えております。以上でございます。 
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（竹中議員） ありがとうございました。それでは、「改革と展望」の改定に向けま

して、御自由に御発言をお願いいたします。吉川議員。 

（吉川議員） では、２点ほど発言させていただきます。１つは「改革と展望」のシ

ナリオを実現するためには、相当踏み込んだ構造改革を今後もやっていく必要が

あると思います。たった今、予算の基本方針が決まったわけですけれども、歳出

改革を行う、それによって民間需要を創出する、喚起するということはずっと言

ってきたわけですけれども、これをとにかく、文字通り実行する必要がある、こ

れが１つであります。 

第２に、現在の日本経済の実体面では２％を超える成長軌道に乗り始めている

わけですけれども、何といっても物価がまだ低血圧状態といいますか、デフレが

続いている。今、統括官からお話がありましたけれども、物価がどうやって決ま

るのか、これはさまざまな議論があります。実体面の影響もある。しかし金融面

の影響というものも非常に大きいということは間違いないわけでありますから、

先ほどお話があったとおり、この点では日本銀行にも大いに協力していただいて、

従前から我々言っているとおり、政府と日銀が一体となってデフレ克服に向けて、

もう一段踏み込んだことをやる必要があるのではないか、こういうことでありま

す。 

デフレがマクロ経済にとって問題だということは、そういうことなんですが、

さて、デフレをどうやってはかるかということが問題になるような状況になって

まいりました。物価と一言に言いますが、さまざまな指数があって、さまざまな

はかり方があるわけです。通常は大体は同じように動くということで余り大きな

問題にならないわけでありますが、現在はＧＤＰデフレーターと消費者物価指数

で大分違いがございます。具体的には消費者物価指数ですと、足元で▲0.4 ％あ

るいは▲0.1 ％ほどのというマイナスになってきた。先日は５年半ぶりで、月次

でついにプラス0.1 ％というような数字になった。これは特殊要因があったとい

うことですが、それにしても消費者物価で見ると、かなりデフレ終息的な姿が出

てきている。これに対して、ＧＤＰデフレーターは依然マイナス2.5 ％というよ

うなことになっているわけです。これには技術的な問題、どうやって指数をつく

るかといったこともいろいろ関係しているわけでありますが、しかし、デフレを

語る以上、どういう物差しでデフレをはかるのかということは避けて通れない。

「改革と展望」でデフレ克服ということを政府が掲げる以上、どういう物差しで

考えたらいいのか、必ずしもＧＤＰデフレーターだけでなくて、広くＣＰＩも見

ていくということも含め、「改革と展望」を最終的にまとめるまで少し議論を重

ねる必要があるのではないか。以上です。 

（竹中議員） それでは、麻生大臣、福井総裁の順番でお願いします。 

（麻生議員） 今のデフレの話ですけど、当時、竹中大臣の仕事をしていた３年前の

ときの３月に、私は担当大臣として日本はデフレですということを政府として正

式に言ったんです。結構、大蔵省や何やら、とんでもありませんとえらい騒ぎだ

ったんですが、そのときに基準は、消費者物価が２年連続マイナスになったとい
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うことは戦後55年間１回もありません。初めて２年連続、実際４年連続マイナス

になっているといって、それを基準にしたというのが、日本がデフレということ

を、多分政府として正式に言った最初なんだと思うんです。それが基準に。私は

デフレが問題より、デフレ不況が問題なんだと思っているんです。デフレでも繁

栄することがありますので、デフレ不況が問題だと思っていますので、そこのデ

フレとデフレ不況というのはちょっと違う意味が、中国だって物価は下がってお

りますので、その意味ではデフレとデフレ不況というのは、かなり分けて考えな

ければいけないのではないかなというのが、私の感じです。 

（竹中議員） 福井総裁。 

（福井議員） 実効性ある金融政策という点に関して、簡単に２つほど意見を述べさ

せていただきたいと思います。 

１つは実効性ある金融政策という場合、恐らく、最終的にはマネーサプライの

増加につながるような金融政策ということになることは間違いないと思いますが、

そのマネーサプライの見方そのものについて、経済が循環的な動きを主軸として

動いている場合と、構造問題と深く絡み合いながら動いている場合とで、マネー

サプライの運動法則はかなり変わるということは、十分御注意いただかなければ

いけないというふうに思います。 

実際マネーサプライというのは、ほとんどは企業や家計の保有する預金でござ

いまして、これが増えるということは、要するに預金貸し出し、金融機関の資産、

負債両面が増える、金融機関のバランスシートが全体として拡大するということ

を意味しておりまして、そのマネーの需要の面からは経済活動そのものが活発化

して、今の麻生大臣の言葉だと不況が改善することによって企業活動が活発化し

て、企業の資金需要が高まるかどうかというところがポイントになりますし、供

給面からは金融機関の方の構造問題、つまり、不良債権問題のしがらみ等が薄れ

て、貸し出しを増やしていけるかどうかということがポイントになるということ

だと思います。 

特に企業のサイドで過剰債務がなお残存するもとでは、どうしても企業は有利

子負債の返済を進める、現に進めているということでありますので、その間はど

うしてもネットの資金需要の増加というのは鈍りがちだと。むしろ、ネットの資

金需要というのは減る傾向すら強く出るということでありますし、一方、金融機

関の方は、不良債権問題の克服に努める中にあっては、なかなか思い切った新規

のリスクテイクがとりにくい。最近は、それでも問題が改善しつつあって、貸し

出し姿勢が幾分前向きになってきているのは、いい兆しだと思っておりますが、

それでも貸し出しをどんどん積極的に伸ばすというところにいっていないという

ふうな状況であります。 

こういったことから緩和は進めているけれども、すぐにマネーサプライの増加

には繋がっていないということでありまして、引き続き日本銀行は、今の超緩和

を継続する。さらに知恵を絞っていく、こういう姿勢でおりますけれども、あく

まで実体経済との関連、つまり、企業や家計の前向きな経済活動を引き出しなが

 6




 

 

   

   

   

平成 15 年第 27 回 議事録 

らということになりますし、金融機関の流動性懸念を払拭して、金融機関自身の

不良債権問題処理をさらに進めながら、そして最終的にマネーサプライの増加に

結びつくように、こういうプロセスをどうしてもたどらざるを得ない。実体経済

とマネーの側面をあんまり分離して論ずるべきではないという点が１つでありま

す。 

それからもう一つは、先ほど出ましたＧＤＰデフレーターの話なんですけれど

も、ＧＤＰデフレーターというのは、技術革新が進み物価が下がる段階において

は、パーシェインデックスですので、どうしても下方バイアスがかかる。下方バ

イアスのかかったＧＤＰデフレーターで実質ＧＤＰをはじき出すと、今度は実質

ＧＤＰについては、上方バイアスがかかるということですので、仮に先ほどの御

説明にあったように、実質ＧＤＰで２％の成長率が実現したとしても、ＧＤＰデ

フレーターにバイアスがかかっていれば、実現した実質ＧＤＰというのは少し割

り引いて考える必要がある。このＧＤＰデフレーターで弾いたＧＤＰが２％実現

したから、あとはすべてデフレの問題だ、あとはすべてマネーサプライの問題だ

といいますと問題を歪めて受けとることになる。これは正しい理解が必要だと思

います。 

（竹中議員） それでは中川大臣、本間議員、吉川議員。 

（中川議員） 両先生に私も教えていただきたいという前提で発言をさせていただき

ますが、３年前に麻生大臣がデフレだと宣言をされたことは、私は鮮明に覚えて

いるわけです。というのは、４年前に小渕内閣に入っているときに、実はもうデ

フレに入ったんじゃないかという議論を何回も月例経済報告のときにいたしまし

た。 

そのときに前総裁が、「いや、マネーサプライが増えています」とか、あるい

は「今は在庫の一掃というものが非常に重要です」とか、そういう形で「いや、

デフレではありません」と。私は率直に言えば、大変な乱暴な言い方で恐縮です

けれども、デフレというものを認めたくない、日本にはデフレというものは戦後

ないんだという前提が、専門家の日銀総裁に対して言うのは、しかも前総裁です

から、今はいらっしゃらないわけですけれども、しかし、あのときには、もう既

にデフレに入っていたのではないかと素人ではあるけれども、実は思っていたわ

けであります。 

しかし、今の総裁の話は半分ぐらいしか私は理解ができませんけれども、結局、

構造的な問題と循環的な問題の区別、仕分け、それからまた、流動性の問題とか、

マネーサプライの問題ということでもって説明できるのかできないのかというこ

との前提に、今、吉川先生がおっしゃったように、何の指標を見たからいいのか

というのは、私はよくわかりませんけれども、少なくとも名目成長率と消費者物

価のマイナスというものが、これだけ長く続いているということは、今でもデフ

レ状態だし、過去何年間もデフレだったんじゃないのかという、デフレ不況かデ

フレかということの前に、まずデフレという認定をきちっとするには、麻生大臣

が認定されるまでの間でも、結果論であったかもしれませんけれども、数年間、
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政府エコノミストとしての御判断が遅れたということが、結果論ですから今から

責めるつもりはありませんけれども、こういうことがあってはならないし、依然

として、私はデフレであると。その証拠に名目成長率、あるいは消費者物価が連

続してマイナスである。逆に実質が多少プラスになったとしても、名目である以

上は、デフレーターの問題もありますけれども、依然として、未だに現在もデフ

レであるというふうに思わざるを得ないというのは、素人の私ですけれども、そ

ういうふうに認識しております。 

（竹中議員） それでは、後で整理させていただきますので、本間議員、財務大臣、

吉川議員、総裁。 

（本間議員） 今の中川大臣のお話ですが、認知のラグがあったという側面は、私自

身も事実あったんだろうと思います。つまり、デフレの事実をどのように認識す

るかという点において、少し対応が遅れたということがあるんですが、これから

の問題でありますけれども、このデフレ問題に関して、政府・日銀は２つのコミ

ットメントをしているんだろうと思います。 

１つは2006年度名目成長率２％以上の成長をできるだけ早く達成するという問

題。もう１つは、日銀はＣＰＩをプラスの領域に持っていくという考え方を全面

に出されておられます。この２つの目標は実は似て異なる部分があります。ＧＤ

Ｐデフレーターの問題や、ＣＰＩの特性の問題がもちろんあるわけでありますけ

れども、どちらが容易であるかということになれば、日銀のＣＰＩをクリアする

方が容易であると考えます。つまり、０の近傍に来ておりますから。それで金融

政策のスタンスが、ＣＰＩプラスの領域に入ってきたときに、引き絞めに向かう

のかどうかというような観測が恐らく市場では出てくるだろうと思います。 

しかし、名目成長率が２％ということになれば、これはまた、一段高いハード

ルを要求されるわけでありますので、財政政策と金融政策がさらに一段踏み込ん

だ形で目標達成に向けて協力をしなければということだろうと思います。したが

って、混乱を避けるために、ＧＤＰデフレーターとＣＰＩにそれぞれ適切な目標

設定をするということも考えなければならない局面にきているのではないか。そ

うでなければ、政府・日銀が一体としてこの問題に対して対応するというイメー

ジがつくり上げられないのではないかという気がいたします。 

その上で、先ほど吉川議員が数字を挙げて御説明した点ですが、金融政策の面

で申し上げますと、実質成長率が前年度比3.2 ％、2.5 ％と2003年度に入りまし

て、これまでに比べると著しく改善しているにもかかわらず、マネーサプライの

伸びは１％台に下落している。ここを考えますと、もう一段、先ほど総裁がおっ

しゃいましたとおり、金融政策というのは、総需要に働きかけて、その結果とし

てマネーサプライが増えるんだという一方の因果関係はございますけれども、他

方、マネーサプライが物価に対して直接的に作用するという因果関係もございま

す。 

デフレというのは貨幣的な現象である。前経済社会総合研究所長の浜田先生も

そのような指摘をされておりますので、ぜひバランスのとれた金融政策の運営と
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いうものを、両面から追求していくということが必要ではないかという具合に考

えております。 

（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） ちょっとデフレの明確な脱却ということできめ細かい議論をいただい

て、私、ちょっとラフなことを申し上げるんですが、この改定に当たっては、中

期展望の本丸というべきは、中期的に持続可能な財政をどうつくっていくかとい

うことが、やはりもう一つ大きな柱じゃないかと思うんです。だから、2010年代

初頭にプライマリーバランスを回復する、これは政府一体となって取り組んでい

かなきゃならないということですが、このわかりやすい指針、国民にもわかりや

すい指針をつくる。こういうつもりで、この改定に当たっていただきたい。非常

にラフなことだけ申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは吉川議員。 

（吉川議員） 繰り返しますが、どういう指標ではかるかは別として、現在でもまだ

日本経済はデフレだということだ。その上で、今、財務大臣がおっしゃったよう

な財政再建に向けてもデフレを脱却することが必要だということだと思います。

それから、総務大臣がおっしゃったこと、デフレとデフレ不況を分ける必要があ

るんじゃないか。これと関連して言うと、いつでもどこでもデフレは本当に悪い

のかと問われれば、必ずしも答えははっきりしない。 

昔、アメリカにアービング・フィッシャーという経済学者がいました。20世紀

の前半に活躍した人です。学者の世界番付というのがあるんですが、1920年代の

世界経済学者番付一番の学者でした。30年代になるとケインズが１位に出てくる。

しかし、20年代の世界番付１位、東の横綱アービング・フィッシャーという学者

だったんですが、この先生が我々の住んでいる経済というのは、湖の浮かぶヨッ

トのようなもので、傾いても復元する力を持っている。しかしながら、ある力が

働くと引っ繰り返って二度と戻ってこない。そこには２つの条件が必要だ。１つ

の条件は好況のときに企業が過剰な債務を抱える。２番目の条件は続く不況期に

デフレが生じる。この２つの条件が重なると資本主義経済というのは、なかなか

回復することが難しい。ヨットで言うと、そのまま倒れて戻ってこないことにな

ってしまう。こういうことを言ったわけであります。残念ながら90年代の日本経

済というのは、フィッシャーが言った２つの条件をかなり満たすことになったと

いうことだと思います。ですから、デフレは今の日本経済にとって、問題だとい

うことであります。谷垣大臣がおっしゃった財政再建のためにも、税収というこ

とを考えれば一目瞭然ですが、デフレが障害になります。 

そこでデフレをどうやって脱却するか。物価のことはマネーサプライだけ、す

べて日銀の責任、そのようには私も考えておりません。この点は日銀総裁がおっ

しゃったことに異論はございません。しかしながら、マネーサプライの伸び率が

まだ低い、こういうことも１つの指標として、繰り返しになりますが、政府・日

銀一体となって工夫を続けていくということに尽きると思うわけです。確かに、

教科書的な答えがあって、それをしないでいるという、それほど単純なことでは
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ないというのは総裁のおっしゃるとおりだと思いますが、しかしながら、デフレ

は問題ですから、それを脱却するために政府と日銀が一体となって、さらに知恵

を出す。要するに、そういうことだと思います。 

（小泉議長） もう一回、その２つの条件を繰り返してください。好況のときに……。 

（吉川議員） 好況のときに、企業が過剰な債務を負ってしまう。借金をしてしまう。

デフレで困るのは、要するに借金をしているから困るわけです。 

（小泉議長） そのままデフレになっちゃうか。 

（吉川議員） その後、今度は不況が来たときに……。 

（小泉議長） 不良債務を抱えたまんまデフレになること。この２つの条件。なるほ

ど。 

（麻生議員） 好況の後不況になったときにデフレになること、でしょう？ 

（吉川議員） そうです。好況のときに企業がたくさん借金する。次に不況が来たと

きにデフレになってしまう。企業の債務の実質残高がどんどん増えてしまう。現

在、企業だけでなくて国もそうですね。 

（中川議員） そのときにシュンペーターは何て言っていますか。 

（吉川議員） シュンペーターですか、シュンペーターは大分違ったことを言いまし

た。 

（本間議員） 清算主義ですから……。 

（吉川議員） 清算主義をとったとして言われている。しかしながら、シュンペータ

ーもフィッシャーの議論に真っ向から反対したわけではありません。実体経済の

大切さというのをシュンペーターは説いた。要するにイノベーションが大事だと。

これはもちろん、間違っていたわけではない。フィッシャーもシュンペーターも

経済の違った側面を見ていたのであり両方正しかったと思います。 

（福井議員） 中川大臣がおっしゃいました点につきましては、物価が継続的に下落

している状況は明確にデフレーションだと、そういうふうに日本銀行は認識して

います。したがいまして、現状、なおデフレは続いているという認識でございま

す。したがいまして、今の超緩和を続けると約束をしているわけでございます。 

それから、経済と物価を正しく判断していくことが、これからますます重要に

なってきておりますが、ＧＤＰデフレーターにバイアスがかかってきている、時

の経過とともにより強くかかってきているという状況のもとでは、実質経済成長

率、それからＧＤＰデフレーターで測った物価の下落率、ともにディスカウント

しながら正しい現状認識をしなければいけないということを重ねて申し上げさせ

ていただきたい。 

そういう意味では、ＣＰＩとＧＤＰデフレーターと両方を正しく判断しながら、

物価経済情勢を判断していくという本間委員の御提案に私は賛成ですが、金融政

策のターゲットとして２つのターゲットを使えという御趣旨ではないと思います

が、もしそういうことであれば、これは非常に現実的ではないというふうに思い

ます。やはり、私どもはＣＰＩという明確な目標のもとに対応させていただきた

い。なぜならば、ＧＤＰデフレーターというのは、１つの有力な分析のツールで
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すけれども、一般の企業、人々が行動するのは、ＧＤＰデフレーターを見ながら

心象形成をして行動しているわけではなく、現実の企業物価なり、特に消費者物

価を見ながら、インフレ心理、デフレ心理を形成し、行動に導いているというこ

とでありますので、中央銀行としては、やはりＣＰＩの動きを基本的な判断事項

として、今後とも行動させていただきたいというふうに思います。ＧＤＰデフレ

ーターも十分、我々は吟味しながらやってまいりますけれども、実際の目標とし

てはＣＰＩでやらせていただきたいというように思います。 

（本間議員） 総裁のおっしゃることはよくわかるんですが、そうしますと、日銀の

態度を、市場がどのように理解するかということになりますと、ＣＰＩがクリア

できたら金融引き締めの方に舵取りを変えるんじゃないか、こういうような思惑

が出て、政府の名目成長率を２％達成するというところとの乖離が出てくる危険

性があるのではないかというふうに、私は申し上げているのでございます。その

ときにどのように協力関係をつくっていくかが問題だ。 

（福井議員） それなるがゆえに、私、２回申し上げさせていただきましたのは、実

体経済のよさ悪さ、それから物価の動向について、デフレーターのバイアスの部

分はきちんと点検して判断してくださいということを申し上げているわけです。

それを前提に申し上げますと、ＣＰＩが仮にプラスになっても、あるいは将来見

通しがプラスになっても、それは我々は必要条件だと申し上げているわけです。

十分条件として本当に引き締め方向に政策を転換していいかどうか実質判断をい

たします。 

ＧＤＰデフレーターをＣＰＩと同じようにターゲットに、どっちもプラスにな

るようにダブルスタンダードで政策運営をせよという議論であれば、政策上の混

乱を招きます。それは避けていただきたいと思っています。 

（麻生議員） それはそうです。間違いないです。 

（中川議員） 単純なんですけども、マネーサプライをどんどん、これは４年前、98

年、99年のときの月例のときの議論なんですけれども、私がデフレに入っている

んじゃないですかとお聞きをしたら、いや、まだそうことではありませんと、な

ぜならマネーサプライがこんなに増えていますと当時の総裁がおっしゃって、マ

ネーサプライが増えれば、単純に言えば、当然、インフレになるというか物価が

上昇するわけですけれども、現実にはどんどん下がっていた。そこはさっき総裁

がおっしゃったように、債務の処理とか、リストラ的なものに使われたんだと思

うんですけれども、つまり、マネーサプライはこんなに増えていますと言いなが

ら、今、見てみますと、やはり90年代に比べると、2000年以降はずっと、デフレ

といつ言ったかは別にして、デフレ対策としていった。その前に日銀としてのも

う一つの大きな仕事である金利政策が、完全に今はゼロ金利になっちゃってもう

どうしようもないので、そこで今度通貨供給政策の方にぐっとシフトしていった

んでしょうけれども、結論としては、総裁も先生方も私もまだデフレ状態だとい

う認識だからいいんですけれども、ひとつ、まだ足りないという先生の御指摘は、

このペーパーを見れば明らかなわけですから、デフレ脱却のためにも、景気刺激
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のためにも、もっと通貨供給を日銀としても御努力されたらどうですかというの

を、私が言っちゃいけないのかどうかよくわかりませんけれども、そんな感じが

するわけです。 

（福井議員） あえて申し上げれば、今中川大臣がおっしゃったとおりのことを我々

がやっている。なぜならば、緩和をし、企業がリストラをしやすくし、そして借

金返済をしやすくし、少し将来時間を置いたときには新規の投資をしやすくし、

したがって、資金需要を起こしやすくしているわけです。今、マネーサプライが

減っているというのは、小泉内閣の方針に沿って、企業がきちんとリストラを進

めている、つまり構造改革を進めて、構造改革には過去の過剰な借金を返すとい

うことが同義でございます。このプロセスが今現実に進んでいることをもって、

マネーサプライの伸びが鈍いから緩和が不十分だという判断は、もう少し時間軸

を置いて見てくださいと、こういうことを言っているわけでございます。 

（麻生議員） 金融量の窓口規制と金利政策と日銀は２つあるわけですよね。 

（福井議員） 窓口指導というのは今はありません。 

（麻生議員） 表向きはね。 

（福井議員） いやいや、裏向きもありません。これは全くありません。 

（麻生議員） 嫌味な話をしているだけで大丈夫です。 

（福井議員） 本当にありません。 

（竹中議員） ありがとうございます。大変格調高い議論をしていただきましてあり

がとうございます。 

「改革と展望」の改定の中での議論でございますので、若干整理をさせていた

だきますと、当然のことながら、名目ＧＤＰ、2006年について、しっかりとした

名目成長を実現するということは大変重要である。そのために構造改革にさらに

踏み込むということは、当然、我々の合意であると思います。 

同時に財政の持続可能性を回復するということ。この成長シナリオと財政の持

続可能性回復シナリオを示すということが、「改革と展望」の中での非常に重要

な役割になってくる。これからのいろんな国会等の審議の場でもどのようにして、

この名目成長率を高める道筋を確保するのか。どのようにして持続可能な財政を

実現するのか、これは当然、重要なポイントになりますので、政府としての説明

責任を果たすためにも、今回の議論を通して、そのシナリオを非常にはっきりと

国民に伝えていくという責任を我々は負っていると思います。そうした議論を、

この「改革と展望」の中でぜひ行いたい。そうした中でデフレとの関係で、マネ

ーと実体経済との関係、これは原因と結果としてどのようにとらえるかというこ

とについては若干異なった議論もある。これは不況とデフレ、不況というのはあ

る程度実体経済の悪化というふうに考えると、不況とデフレの関係をどのように

考えるかということにもなってくるんだと思います。その際、何をとらえて指標

のバイアスを考えるかということも重要なポイントで、また、政府と日銀が、そ

れぞれ協力するということは異存がないわけでありますが、より具体的に、どの

ような協力をしていくかということに関しても、できるだけ踏み込んだ議論をし
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ていく必要があるということなのではないかと思っております。12月９日に２次

ＱＥが出ますので、それを踏まえた数字を含めた議論に入っていくことになると

思います。その過程で今日の議論を踏まえまして、私の方で若干のマクロの議論

の整理をさせていただいて、マクロの議論の整理をしても、これはある種哲学論

争みたいな面も含まれますので、必ず即結論が出るわけではありませんが、今後

のいろんな論争に備えて少しそういう整理をし、また、ここに御提示をさせてい

ただくのがよいのかなというふうに思っております。 

いずれにしましても、こうした方向で議論を進めていきますので、ぜひとも引

き続き問題意識を深めていっていただきたいと思います。改革と展望につきまし

ては、次回の諮問会議において原案を御審議いただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

時間が限られておりますが、もしこの機会に何かございましたら。奥田議員ど

うぞ。 

（奥田議員） ２つ申し上げたいと思います。１つは年金でございますが、年金の改

革につきましては、これまで諮問会議で何度も議論をいたしまして、論点は出尽

くしていると思います。我々民間議員の意見も前回の竹中大臣のまとめに反映を

されておりまして、これは国民に説明責任を果たせるように、これまでの議論の

内容を踏まえた結論に導いていく、こういうことだったと思いますが、ぜひ、そ

ういうふうにやっていただきたい。 

また、真に持続可能な制度にするためには、引き続き諮問会議で制度体系を議

論すべきである。このように思います。 

それから次に住宅でございますが、住宅は内需拡大の大きな柱でありまして、

持ち直しつつある景気を支えるためには、良質な住宅あるいは住環境、これを整

備しないと国民の生活はより豊かにならないということでございまして、税制面

からの支援拡充はぜひ必要である。そういった意味で、少なくとも現行の住宅減

税の延長は不可欠であると思っております。 

現行の住宅減税は、御存じのように本年末で期限が切れまして、このままいけ

ば、来年以降は平成４年レベルの制度に戻るわけであります。国交省の試算によ

りますと、仮に減税額が500 万円から150 万円に縮小すれば、住宅着工戸数は５

万7,000 戸減少する。こういう計算になっておりまして、これは2.6 兆円の生産

額の縮小、あるいは15万人の雇用の減少につながる。こういう計算も出ておりま

すので、ぜひ住宅減税の延長を最低限お願いしたいということです。 

（竹中議員） 関連してございますでしょうか。 

（谷垣議員） 今の住宅減税の点につきましては、党税調でも今御議論をいただいて

いるところですけれども、やはり、景気対策上非常に重要な意味を占めるという

ことと、他方、非常にこれは減税額が大きくなる。この２つをどこで折り合いを

つけるか相当議論をしていただいておりますので、今年でバタッというような話

ではないだろうと考えておりますが、もう少し議論をさせていただきたいと思っ

ております。 
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（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。どうも本日はありがとうございま

した。総理、特に何かございますか。 

（小泉議長） ありがとうございました。 

（竹中議員） それでは本日はありがとうございました。 

（以 上） 
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