
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

  

平成 15 年第 28 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 15 年第 2  8 回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 12 月 10 日(水) 17:04～18:00 

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 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－2003 年度改定（原案） 

(3)平成 16 年度予算の基本的方向性について 

(4)その他 

3.閉会 

（説明資料） 

○「平成 16 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） 

○デフレ問題についての論点整理（竹中議員提出資料） 

○改革と展望－2003 年度改定（原案） 

○平成 16 年度予算の基本的方向性について（谷垣議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	それでは、ただいまから今年28回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はありがとうございます。 
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平成 15 年第 28 回 議事録 

今日の議題ですけれども、第１に、「平成16年度の経済見通しと経済財政運営

の基本的態度」の取りまとめに向け、骨子の御説明をさせていただきます。続い

て「改革と展望－2003年度改定」について、事務局から原案をお示しして御審議

をいただきたいと思います。また、最後に谷垣大臣から平成16年度予算編成の基

本方向性についての御報告がございます。なお、本日は奥田議員は欠席でござい

ます。一応、時間は１時間をとっておりますが、できるだけ早く終われるように

したいと思っております。 

（小泉議長） まあ、いいよ、ゆっくりやっていいですよ。 

○平成16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

（竹中議員） 御出張の方もおられるということで。それでは、16年度の経済見通し

等々につきまして、取りまとめを行っております内閣府から御説明をさせていた

だきます。中城統括官。 

（中城政策統括官） お手元に「『平成16年度の経済見通しと経済財政運営の基本的

態度』骨子案」というのをお配りしておりますが、これに沿って御説明いたしま

す。３つの章立てからなっております。 

１番は、平成15年度の経済財政運営と我が国経済ということでございます。 

第２は、平成16年度の経済財政運営の基本的態度ということで、まず、構造改

革の加速・拡大ということで、規制、金融、税制、歳出の四分野での対応。それ

に加えまして、地域経済の活性化、雇用・中小企業問題、国民の「安心」と「安

全」の確保、行政の構造改革、「３つの宣言」･「７つの改革」の推進及びフォロ

ーアップ、金融政策への期待。 

そして（２）としまして、世界経済への持続的発展への貢献ということで、多

角的貿易体制・地域協力強化の貢献、そして経済連携の推進などについて記すこ

ととしております。 

３番目に、こうした政策の下で、平成16年度の具体的な経済の姿として、平成

16年度の経済見通しということで、主要経済指標についての姿を記述することに

しております。今後、経済財政諮問会議における議論も踏まえまして、年内に閣

議了解をいただく予定でございます。以上です。 

（竹中議員） 	ありがとうございます。経済見通しと経済財政運営の基本的態度でご

ざいますが、実は先般、「予算編成の基本方針」を閣議決定いたしました。それ

に続いて「16年度の経済見通しと財政運営の基本的態度」を決める。さらには「改

革と展望」を決定する。この時期に去年、一昨年とこの３つの決定をしているわ

けですが、これに関しましては、そもそもの枠組みとして、これをもっと一体化

してやった方がよいのではないかという御議論が以前からもございます。その枠

組み、確かに一体化する方が実は筋が通るわけで、重複感もなくなるということ

で、それを一体化できるかどうかについては、来年度は前向きに検討させていた

だきたいというふうに思っております。また、その議論が必要でありましたらい

ただきたいと思いますが、今年度はこれまでの準備作業もありますので、昨年と
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同じようにこの見通しと、改革と展望を分けて御議論をいただければというふう

に思っております。どうぞ、もし御意見がございましたらお願いいたします。 

それでは、来年度の具体的な成長率等の係数につきましては、現在作業中であ

りますけれども、平成16年度の見通しの成案を策定して、今後閣議了解を得るこ

ととしておりまして、結果については、次回の諮問会議で御報告するということ

でよろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

（竹中議員） それではそのようにお願いいたします。 

○改革と展望－2003年度改定（原案）

（竹中議員） 続いて、「改革と展望」についての御審議であります。前回、12月５

日の諮問会議におけるデフレに関する議論について、私の方から整理したもので

ありますので、一応、御説明をさせていただいて、その後原案について少し説明

をさせていただきます。 

お手元に資料がございますが、まず、「デフレについての現状判断」というと

ころでは、種々の物価の動向を総合してみると、我が国経済は緩やかなデフレ、

すなわち持続的な物価下落の状況にあるという認識である。 

２の「物価動向の判断について」は、人々、すなわち消費者や企業は、消費者

物価、企業物価を見ながらインフレ心理、デフレ心理を形成しているのではない

かとの意見がありました。また、ＧＤＰデフレータには、技術革新が進み物価が

下がる状態において下落幅が他の物価指数に比べて大きめになる傾向があること

も踏まえて、物価経済情勢を判断する必要があるとの意見がありました。 

以上を総合すれば、種々の物価指数を適切に判断しながら、物価経済情勢を判

断していく必要があることに意見の一致がみられたと思います。なお、日本銀行

は消費者物価指数を基本的な判断事項として政策運営を行っております。 

３のデフレの克服に向けた取組みについてでありますが、中期的に名目成長率

を高めるためには、デフレを克服しながら、民間需要主導の持続的な成長を実現

していくことが重要である。そのために構造改革を加速・拡大するとともに、デ

フレ克服を目指して政府・日本銀行は協力して取り組むことが必要であることに

意見の一致がみられました。 

デフレは貨幣的現象であり、マネーサプライの増加は物価の上昇に直接的に結

びつくとの意見がありました。他方、マネーサプライはほとんどが企業や家計の

保有する預金であり、これが増加するということは、預金貸出が増加、すなわち

金融機関の資産、負債両面が増加することを意味するため、資金需要面からは企

業活動の活発化、資金供給面からは不良債権間題等の構造問題の解決が重要であ

って、実体面と金融面をあまり分離して論ずるべきではないとの意見がありまし

た。また、デフレ克服に向け、マネーサプライの伸び率がまだ低いということも

一つの指標として、政府・日本銀行が一体となって取り組む必要があるとの意見

がございました。 
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もし御議論があれば、後で出して続けていただくということにいたしまして、

とりあえずは、｢改革と展望－2003年度改定」の原案について、先に説明をさせて

いただきます。 

（小平政策統括官） それでは、お手元の原案につきまして、簡単に御説明を申し上

げます。 

１ページ目の上半分は今回の改定の基本的な考え方を取りまとめたものでござ

います。下半分、「常に」というところで始まっておりますが、今回の最終年度

は2008年度ということで、来年度から2008年度までの５年間を対象にいたしてお

ります。プライマリーバランスにつきましては、2010年代初頭までの期間を視野

に入れるということにいたしております。 

次に２ページをお開けいただきたいと思います。１の「経済財政状況」でござ

います。２番目のところに、足元の経済情勢につきましてまとめてございます。

雇用情勢は依然として厳しいものの持ち直しの動き、企業収益の改善等、企業部

門に前向きの動きがみられるというようなことで、景気は持ち直しているけれど

も、規模・業種間、あるいは地域差がみられるということでございます。こうし

た景気回復の動きを全体に広げていく必要あるというところが次に書いてござい

ます。 

その次、物価の動向でございますけれども、種々の物価動向等を総合的に勘案

すれば、我が国経済は緩やかなデフレ状況にあるものの、変化の兆しがみられる

というふうにいたしております。 

２の基本方針でございます。基本方針対象期間中の経済財政政策は安定的に運

営すると。また、景気が極めて厳しい状況となる場合には、大胆かつ柔軟な政策

対応を行うというふうにいたしております。 

３ページをお開けいただきたいと思います。３ページの最初のところは集中調

整期間、2004年度まででございますが、ここについての政策の考え方をまとめて

おります。 

それから、２番目のところでは、デフレ克服と民間需要の持続的な拡大のため

には、実効性ある金融政策とその波及メカニズムの強化など金融面での対応が重

要。こうした政府・日本銀行の取組みにより、人々のデフレ懸念は払拭されてい

くと見込まれるというふうにいたしております。 

下半分につきましては、構造改革等が５つ挙げてございますような効果を通じ

てデフレ克服に寄与するものと見込まれるというふうにいたしております。 

①が規制改革の一層の推進等によって、創造的な企業活動を促し、新規需要を

拡大するということ。 

②が持続可能な財政、社会保障制度の確立等によって将来への不確実性、リス

クを軽減する。 

③が企業・産業と金融的一体的再生に向けた取組み等によって、民間部門の収

益率改善に向けた環境を整備する。 

④が税制改革、持続的な経済社会の活性化を実現するということでございます。
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⑤が①から④の取組みを通じて資金需要を拡大すると同時に、金融仲介機能を

回復すること、産業金融機能を強化することによって資金供給を円滑化するとい

うことでございます。 

４ページに移っていただきまして、最初のところは、デフレ克服を目指し、政

府・日本銀行は一体となってできる限り早期のプラスの物価上昇率実現に向けて

取り組む。日本銀行は、消費者物価指数の前年比上昇率が安定的にゼロ以上とな

るまで、量的緩和政策を継続することを約束している。10月には金融政策の透明

性を強化する観点から量的緩和の継続に関する具体的な条件を示し、コミットメ

ントをより明確化した。さらに、政府の行うより強固な金融システムの構築に向

けた取組みと、日本銀行による金融政策の波及メカニズムを強化するための取組

みなどにより、資金供給が増大していくことが期待されるということでございま

す。 

経済の展望につきましては、現在出つつあります統計等を踏まえて、物価動向

の展望、経済成長の展望につきまして、今後作成して書き込む予定でございます。 

それから物価動向につきましては、先ほどの論点にもございましたように、消

費者物価等、種々の物価関連統計を総合的に勘案する必要があるというふうにし

てございます。 

次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、2006年度

までの間、政府の大きさは2002年度の水準を上回らない程度とすることを目指す

というふうにしてございます。 

５ページに移っていただきまして、（Ｐ）というふうに幾つか書いております

けれども、これは特に来年度予算の確定を待って最終的な記述を確定したいと、

こういうことでペンディングになっております。 

それから「また」のところをごらんいただきますと、2006年度までに国と地方

双方が歳出削減努力を積み重ねつつ、必要な行政サービスと歳出水準を見極め、

また経済活性化の進展状況及び財政事情を踏まえ、必要な財政上の措置を判断す

ると。 

2007年度以降も、それ以前と同程度の財政収支改善努力を行うと同時に、民間

需要主導の持続的成長を実現することにより、2010年代初頭におけるプライマリ

ーバランスの黒字化を目指すというふうにしてございます。 

次が「３．構造改革の加速・拡大」でございます。５ページの下の「活力ある

経済社会の実現に向けた民間主導の経済成長の強化」というところでは、「（不

良債権問題の終結と産業・金融の一体的再生）」、それから次のページに移って

いただきまして、６ページに、規制改革、構造改革特区の推進、それからその次

の項目が「（新たな産業・事業の創造、投資の促進と産業金融機能の強化等）」、

下の方にまいりまして、「（雇用創出の強化）」、「（自由貿易協定を含む経済

連携等の推進）」という内容になっております。 

７ページに移っていただきまして、（２）が「地域の真の自立と再生」という

ことでございます。最初のところが「（地域経済の再生に向けた取り組みの強化）」
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ということで、地域再生推進のためのプログラムの策定、その内容等、２番目の

ところに書いてございます。 

それから次が三位一体改革の基本的な考え方が書いてございます。 

（３）が「少子化対策と持続可能な社会保障制度の構築」ということでござい

ます。 

（４）が財政の関係でございまして、「（簡素で効率的な政府の実現に向けた

歳出改革）」ということで、特別会計等についても書いております。 

８ページに移っていただきまして、公共投資につきましては、2006年度までの

間、景気対策のための大幅な追加が行われていた以前の水準を目安に、更なる重

点化・効率化を推進するというようなことを書いてございます。 

それから、次が「（包括的かつ抜本的な税制改革の継続的実施）」ということ

で、３点書きまして、その事項を中心に包括的かつ抜本的な税制改革に引き続き

取り組むと。その際、歳出の徹底した見直しと併せ、幅広く検討を行うというよ

うにしてございます。それから「（予算制度改革）」、「（公的債務管理）」に

ついて述べております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。既にこの原案につきまして、関係省庁にお

回しをして修文すべきところは必要な修文を行っているところでございます。そ

れを踏まえて、もし何か御意見がありましたらどうぞ。麻生大臣。 

（麻生議員） ８ページ目の最後の国家公務員の定員合理化のところで、総定員法な

んですけれども、例の治安対策の話がこれでちゃんと読めるようにだけお願いし

ます。 

（竹中議員） それは承っておきます。中川大臣。 

（中川議員） 	デフレのところなんですけれども、前回の議論の延長線になるかもし

れませんけれども、数年前に「調整インフレ」という言葉が一時期ありまして、

これは決していい言葉ではないんだと、それを経験した先人たちのお話を聞くと、

「調整インフレ」という言葉は決していい手法ではないんだということで、言葉

がない中で、何とかデフレに入りつつある状況を脱却する、あるいはデフレに入

ったことを脱却するという中で、やがて「インフレターゲティング」という言葉

が出てきたわけですけれども、日銀総裁は、消費者物価を見ながら機動的に対応

するという、前回、そしてこのペーパーにもありましたが、金利政策という観点

から短期の方は当然ゼロになってしまっているわけですから、一時期はマイナス

という議論もちょっとありましたけれども、それはちょっと別な話として、いわ

ゆる長期金利と短期金利の差というものがインフレマインドというんでしょうか、

インフレはそもそもよくないというふうに我々もずっとそういうふうに教えられ

て育ってきたので、ここに来ていきなりインフレが正しいというつもりは毛頭な

いんですけれども、このデフレからの脱却ということの手法の一つとして、長短

金利の、もちろん長期は高いという意味での長短金利の差という観点で、デフレ

からの脱却というような議論というのは、どういうふうにこの時点では成り立っ
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ていくのかということをお教えいただきたいんですけれども。 

（竹中議員） 福井総裁。 

（福井議員） 極めて簡単に今の御質問を整理するならば、今日本銀行が進めている

政策のやり方、フレームワークと、極めて単純な、インフレターゲティングを今

すぐやるという政策とを対比して考えれば、今の中川大臣からのご質問への回答

が非常にクリアに浮かび上がるわけです。つまり、日本銀行が今やっております

政策は、消費者物価の前年比上昇率が安定的にゼロ％以上になるまで緩和を続け

ますと。緩和を続けますという意味は、一番短い金利がほぼゼロというだけでは

なくて、人々が日本銀行の姿勢を信用してくだされば、長い金利も低くなる。つ

まり、イールドカーブがフラットの方向になるということを意味します。これは

企業の立場から言いますと、リストラがやりやすくなる。それから先々、あるい

はもうリストラがある段階まで行った企業にとっては、新規の投資を行うにとっ

ても金利条件が有利になる。つまり、そういう意味では、不況脱却、そしてデフ

レ克服の実体的な力をそこで出し得るというふうになると思います。 

一方、これとは別に、インフレターゲティングというのをいきなり掲げるとい

う場合には、これは人々のインフレ心理に直接働きかけようという政策でござい

ます。可能かどうかは別にして、仮にインフレターゲティング論者がおっしゃる

とおり、日本銀行がある日インフレターゲティングを掲げたら人々のインフレ心

理が急に高まるということは、市場で見ますと、短期金利を一生懸命日本銀行が

ゼロに抑えても、長期金利は直ちに上がるということを意味します。つまり、イ

ールドカーブが立つということです。そうしますと、企業のリストラは遅れる。

それから本当の意味で健全な投資が起こってくる時期も先ずれする、こういうふ

うになると思います。 

したがいまして、日本銀行がねらっておりますことは、今度は我慢強くきちん

と構造改革を進めて、健全な経済の立ち直りというパスに持っていこうと、そこ

が一番違うところだというふうに御理解いただきたいと思います。したがって、

我々はイールドカーブを比較的長期間フラットの方向に保ちながら、この時期を

経過していきたい。その間に企業も金融機関もきちんとリストラを施して、つま

り構造改革を施して、新規の投資に着手する時期を早く見いだしてほしいと、こ

ういう政策でございます。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） インフレ期待という問題に関連して申し上げます。消費者及び企業経

営者の方々がどういう期待を持つかということは重要な要素であります。イール

ドカーブがフラットに寝ることに伴って企業行動のいわば合理化に向けたインセ

ンティブが出てくるという面は、もちろん総裁がおっしゃるとおりあるんだろう

と思いますが、並足のインフレーションが企業行動にとって将来の収益という点

では、非常に大きなプラス要因になるわけであり、そこのシグナルというものを

どういう具合に読むかというのは、これは今のように景気の過渡期においては企

業にとって重要です。政策としてはどちらがプラスの効果を伴うかという判断が
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そこにないと私はいけないのだろうと思います。むしろ、これからはやはり期待

に前向きの要素を加味しながら、プラスの方向、つまり積極的な方向に企業経営

が転換していく、シフトしていくというシグナルを、やはり日銀がマネーサプラ

イ、あるいは金融政策のスタンスとして出していくということが、私は今の局面

で非常に重要ではないかという感じがいたします。 

（竹中議員） 福井総裁。 

（福井議員） 日本銀行は今、本間先生の御指摘の点を恐らく正しく理解していると

いうふうに思います。我々はイールドカーブをフラットの方向にすると申し上げ

ましたけれども、人々のインフレ期待まで押さえ込もうと、そういう悲観的な見

通しを人々に植え込むことによってイールドカーブをフラットの方向にしようと

しているわけではないわけです。先行きの見通しについて、少しでもいい兆候が

あれば、我々はそれをエンカレッジしていく。したがいまして、今我々がやろう

としていることは、現実の物価上昇率がプラスになるまで緩和は続けると言って

いるのであって、その前の段階から人々が明るい見通しを持って期待インフレ率

が上がっても、これは、我々はそれに対してチャレンジしないと。期待インフレ

率が上がること、それで結構。期待インフレ率が上がれば、従来の金融政策であ

れば直ちに引き締めを考え始めるわけです。そこを今回は我々はしないと。非常

にここに決定的な差を設けているわけでして、イールドカーブは、我々の力の及

ぶ限り低くして、金融機関のリストラも、そして産業界のリストラも、その間、

自分たちでこの時間を有効に活用してくれということで、小泉内閣の構造改革と

表裏一体の我々の最大限の苦労と努力がそこに潜んでいるというふうに理解いた

だきたいと思います。 

（本間議員） その点も、私はよく理解をしているつもりなんですが、クルーグマン

氏のような御議論が一方であるわけですね。この辺のところはいかがでございま

すか。私は、なだらかな形での期待形成の中でも、やはりポジティブな有り様を

スタンスとして示してしかるべきと思いますが。 

（竹中議員） 総裁。 

（福井議員） クルーグマン博士とは私も個人的に何度も議論しております。私は全

く納得していない。要するに、人々のインフレ期待というのを政策的にマネージ

し得る、コントロールし得るという理解に彼は立っている､そこは極めて幻想だと

私は思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） これは多分エンドレスな話ですから、これにかかわり合うつもりはな

いので別の話で、ちょっと総裁に伺いますけれども、金利が限りなくゼロ、企業

は金利が全然つかないにもかかわらず金を借りようとしない。利益の最大化を目

指さず、債務の最小化を図るという企業心理の状況にあって、金融政策によって

景気というのは刺激し得るものでしょうか。 

（福井議員） そういうことであれば、金融緩和政策と構造改革政策と、そしてマネ

ーサプライという言葉に置き換えて、この３つの関係をもう一回整理させていた
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だきたいと思いますが、まず金融緩和政策、構造改革政策、両方ともある意味で

企業・金融機関を活発にし、マネーサプライを増やす、つまり、前向きな要素を

持っているというふうに思います。金融緩和そのものは流動性をたくさん供給し

ているし、波及メカニズムを改善しようということですから、それは本来的な金

融緩和効果をもってマネーサプライを増やす、そういうベクトルが働いている。 

もう一つは、構造改革政策、これは企業のリストラ促進、それから金融機関の

不良債権の処理、具体的にはそういう形で出てまいりますが、これは、企業がリ

ストラを進めれば、損益分岐点が下がって新規の投資がしやすくなる、今、製造

業についてはその段階に来ているということです。したがって、設備投資は増え

ております。それから金融機関の方は、不良債権を処理して身軽になれば、新規

の融資を開拓したくなるわけです。今、内容のいい大手の銀行はその段階に来て

おります。ここでもう一つ、構造要因の問題がある。従来のように、新規に貸し

出しをしたくなったときにざっと貸出が増えていないのが現状ですが、これには

構造要因がありまして、従来とは違って担保に単純に頼って金を貸すというので

はない、これからの世の中はやはりリスクをきちんと評価して金を貸す、つまり、

リスクに見合った金利をとりながら貸し出しをしていかないと、これからの世の

中に合っていかない。その部分で少しエンジンブレーキがかかっている。しかし、

これは悲観すべき材料ではなくて、将来につながる、むしろいい材料だと。 

今のが大体前向きの話です。今度は金融緩和と構造改革とマネーサプライに関

し、当面ネガティブに働く要素。それは、金融緩和をすれば企業はリストラをし

やすくなります。コストがかかりません。金融機関の不良債権処理も金融緩和の

バックグランドがある方がやりやすいと。つまり金融緩和というのは、企業・金

融機関、両方の構造改革を促す作用を持っています。しかしこれらを促せば、ま

ず企業がリストラを進める過程では、これは借金の返済そのものなんです。過剰

投資、過剰借り入れの調整ということをやってくれないと構造改革は何も実を結

ばないわけですが、それを現にやってくれている。その間は、借金を返すし借り

入れをしない。したがってマネーサプライは減る。それから、金融機関は不良債

権の処理をする。返してくれない金の方は不良債権の処理をしなきゃいけない。

これには危なくなった企業、借金が返せなくなった企業の持っている残りの預金

と、貸出残高を相殺するというところが入ってしまいますが、これまた貸し出し

が減る。この両方の作用が今並行して進んでいるわけです。 

したがって、単純に最終的に出てきたマネーサプライの伸び率が高いか低いか

ということはもちろん重要ですが、中身を分解して、マネーサプライが当然減る

べき過程がどこまで進み、新たに今度はプラスとして増えるべき要因の方にどう

いうふうにスイッチしていっているかということをきちんと判断しないと、政策

の判断としては正しくならない。我々はそこをきちんと見ながらやらせていただ

きたいと、こういう意味でございます。 

（麻生議員） プラスになっていくのは、あとどれぐらいするとそうなられると思っ

ておられるんですか。 
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（福井議員） 大企業、製造業においては、既にそこのところはプラスの領域に入り

つつあるというふうに思います。 

（麻生議員） この３月？ 大体そんなところだと。 

（福井議員） ええ、少しずつですね。これはバブル以前に企業が借りていた借金の

残高と売上高との比較というのがありまして、バブル以前が仮に正常値だとすれ

ば、大企業、製造業においてはほとんどそれに近いところまでもう戻っているわ

けです。ただ、私は恐らく、これからの競争の厳しい社会においては、もっと借

金を少なくした経営を企業はしていくんじゃないかと思いますので、借金の比率

はバブル以前の水準を正常値とするのではなくて、もう少し低いところまで大企

業も目指していくんじゃないかと、こういうふうに思います。 

ところが、非製造業になりますと、まだバブル以前の段階にかなり距離を残し

ています。これから相当な期間をかけて、構造調整を進めてもらわなきゃいけな

い部分が残っているというふうに思います。大要はそんな感じではないかと思い

ます。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 今、総裁がおっしゃったことはよく理解できた。マネーサプライの動

向については、前回の会議でも総裁はおっしゃったと思いますが、現在は借入金

の返済がある。しかし一方ではニューマネー、グロスの貸し出しがあって、マネ

ーサプライは、その差であるネットの、純の貸し出しによって大きく影響される。

おっしゃるとおりとおりですね。グロス、つまり新規の貸し出しと借入金返済の

統計は公表をされているんでしょうか。それを使ってマネーサプライの動きにつ

き世の中に日本銀行として説明されているんでしょうか。 

（福井議員） そこを分解した統計というのは……。 

（日本銀行審議役） 統計には、基本的にはネットの差し引きした数字を出しており

ます。 

（吉川議員） グロスの統計が政策判断上ものすごく重要なわけですね。ですから、

日本銀行として、グロスの統計を何らかの形でとって政策運営に当たるべきでは

ないかと思います。 

（福井議員） 統計技術的にはものすごく難しいと思いますね。 

いずれにしても、我々は、もし分解可能だったとして、新しく増えているイン

クリース、これは望ましい増加ですし、それから、そういうリストラに伴って貸

し出しが落ちているものは、望ましくない減少ではなくて、望ましい減少だと、

こう思っています。つまり、望ましい増加と望ましい減少がネットアウトしたの

が今のマネーサプライの増加であって、現在のマネーサプライの増加率が低いと

いうのはある程度当然だと。しかし、当然というのは、その中に望ましくない減

少が入っていれば別ですが、そういう状況はないように政策努力でつみとってい

る。 

（吉川議員） 話としては、総裁がおっしゃっていることはよく理解できます。ただ

問題は、経済の議論ですから、数字、定量的にそういうことがどういうふうに動

 10




 

 

   

平成 15 年第 28 回 議事録 

いているかという数字がやはり重要だと思う。 

（福井議員）  コストをかけないでそういう厳密な統計がとれるかどうかですけどね、

なかなか……。 

（中川議員） １点だけ。私の仕事の立場から、大企業の製造業に限ってということ

ですけれども、やはり非製造業の地域の中小企業というものがひょっとしたら大

企業のリストラの中で過重な負担を背負われているかもしれませんし、一部の業

態に明るさが見えてきたことは事実でしょうけれども、だからといって全体の、

例えば金融政策とか、そういうものに影響なり何なりを与えないようにだけは、

私の立場からひとつぜひ御理解をいただきたいと思います。 

（福井議員） したがいまして、もう一度繰り返しをさせていただきますが、日本銀

行は、ＣＰＩ、つまり消費者物価の前年比の変化率と量的緩和政策の継続期間を

明確にリンクさせることで今後とも金融政策運営に関して、わかりやすく説明し

ながらやっていきたい。中身としては量的緩和の継続、トランスミッションメカ

ニズムの改善ということを中心にやらせていただきたい。マネーサプライについ

ては極力正確に分析しながら、注意すべき動きがあれば、積極的にディスクロー

ズしたいというふうに思います。 

（竹中議員） 本間先生。 

（本間議員） 私どもは日銀の御努力を非常に高く評価をしているということは前提

ですけれども、前回も申し上げました通り、日銀の指標としてのＣＰＩプラスの

領域の問題と政府、あるいは党のコミットメントという観点で、ＧＤＰの名目成

長率２％との接合関係というものを、どのように注意深く政策運営の中に反映さ

せていくかということが重要でございます。政府・日銀の協力の一体性を、歩調

を合わせてお願いできれば、期待形成においても非常にプラスの役割を果たして

いくのではないかということが第１点です。 

それから、もう一段の御努力をお願いしたい点があります。これは金融システ

ムの改革の関係、あるいはペイオフとの関係の中で、マネータリーベースとマネ

ーサプライの関係がこれは他の要因を一定にすると、弱くなっていく可能性があ

るのではないか。例えば足利銀行への対応というのは、私は竹中大臣の御努力等

によって非常によかったと思うんですが、地銀が個体の金融機関の行動からする

と、自分の経営の健全性を追求するという意味で、貸出に対して抑制的な行動を

とりかねない、そういう要因が一方であります。さらに平成17年の４月１日から

本格的にペイオフをするということが決まっておりますから、これから考えます

と、個体の金融機関としては、リスクをとるというインセンティブがあまりない

のではないか。どちらかというと、弱含みの状況を前提にしながら、それをプラ

スの方向にどう持っていくかということになると、これは金融庁と日銀が一体と

なって考えなければならない課題だと思います。リレーションシップバンキング

の強化をどういう具合に具体的に政府全体として実現していくか、ここら辺のと

ころはもう一段工夫が要るのではないかという具合に思っています。 

（福井議員） 企業・金融機関の現実の活動をきちんとモニタリングしていくという
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のが、今の情勢あるいは今後予想される情勢のもとでは一番現実的だというふう

に思っています。私どもはネットワークを使って総力を挙げますし、もちろん金

融庁、それから経産省の御協力がどうしても必要で、実態に合わせて、そこはき

ちんとモニターして対応したいと。今、本間先生のおっしゃったベースマネーと

マネーサプライというふうなとらえ方も大事なんですが、実はこの関係、つまり、

貨幣乗数というのは、90年代に入って以降、日本だけでなくて、アメリカもヨー

ロッパも従来の安定的な関係が完全に崩れておりますので、この枠組みだけで見

ておりますと、正しい判断ができないというふうに思っております。 

（竹中議員） ありがとうございました。今回の「改革と展望」の中で、恐らく非常

に注目される点が２つある。１つは2010年代のプライマリーバランスの回復の道

筋がどのように示せるかということかと思います。これについては「改革と展望」

の数字が入りました段階でまた見ていただきますが、恐らく、今年度から来年度

にかけて、その重要な一歩が踏み出せるというような姿を私は示せるのではない

かと思っております。第２点は2006年名目成長率２％の実現、つまりデフレの克

服をどのような道筋でなされるか、それについても注目が集まると思います。 

今、ここで御議論いただきましたように、この２番目の問題については、専門

家の間でも意見が分かれている問題でありまして、我々としても、その明確な道

筋に向けて、さらに議論が必要な面はあるのかと思います。 

これについては、いろんな議論があろうかと思いますが、特に、今のお話を聞

いていて２つ重要なポイントがあるんだと思います。それはマネーと物価という

のがどの程度関連しているのか、つまり、デフレというのがどの程度貨幣的現象

と言えるのかどうか。これは浜田前経済社会総合研究所長が優れて貨幣的現象で

あるという御議論、福井総裁は、それは少し違うのではないかというようなお立

場ではないかと思います。 

２番目は、マネーそのそのものに対して、中央銀行というのはどのような働き

かけが一体できるのか。これについては、マネーサプライというのは個々の貸出

預金の結果であるという御議論、しかし一方では、資産の購入によって、直接マ

ネーのコントロールできる力を日銀が持っているのではないだろうかという議論

もある。しかし、この点についても異なった意見があるということだと思います。 

こうした点を踏まえて福井総裁の方から、マネーサプライの実情、分析につい

てはしっかりとやるというお話もございましたので、引き続きそういった問題意

識を持ちながら、我々としては、「改革と展望」をしっかりと示して、実現して

いくことに意味がありますので、まさしく政府・日銀一体となって引き続き議論

を深めていきたいというふうに思います。 

○平成16年度予算の基本的方向について

（竹中議員） それでは、次回またこれについて調整したものをお示しいたしますが、

続きまして、谷垣大臣から予算編成の状況について御報告をいただきます。 

（谷垣議員） 「16年度予算の基本的方向性について」という１枚紙を用意いたしま
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したので、それをごらんください。 

予算編成については、先般閣議決定いたしました「予算編成の基本方針」を踏

まえながら、これから大詰めの作業に入っていくわけですが、その際、持続可能

な財政構造の構築に向けて歳出を抑制する中においても、予算のメリハリづけを

行って、活力ある経済社会の実現に向けていくことが重要であると考えておりま

して、上段に「構造改革の視点」と「効率化の視点」としましたが、そういった

基本的な視点でやっていきたいと思っております。 

まず、左上の「構造改革の視点」ですが、国と地方の改革あるいは年金制度改

革については、これは来年度予算の最大のテーマでございますが、今、まさにぎ

りぎりとやっていただいている最中でございまして、結論を予算編成に適切に反

映していきたいと思っております。また、予算手法のイノベーションにも取り組

むということで、モデル事業、政策群等、これは先日御紹介したので省略させて

いただきたいと思います。 

それから、財政の透明性を確保して説明責任を果たしていくための地道な取組

みでありますが、財務諸表について企業会計的手法を活用した特会の財務書類を

つくっていくということがございます。 

それから、右上の「効率化の視点」ですが、これにつきましては、単価の見直

し、それから事業の無駄の排除といった地道な取組みが求められるのはもちろん

でございますが、特に予算執行調査で、15年度においては、18の特別会計の20事

業を含む51事業を対象とするなど、去年に比べて充実・強化しまして、その調査

結果を16年度予算に反映していこうということでやっております。 

それから、コスト縮減については、中部国際空港などの民間の事例を踏まえま

して、民間と特に取り扱いが異なると指摘されている積算と発注方式について、

大口取引価格の把握であるとか、交渉方式の導入といった新たな取組みを行って、

これも16年度に反映していきたいと思っております。 

それから、特会の見直しですが、先日も御紹介したので詳細は省略いたします。

16年度からできるところから速やかに着手していきたいと思っております。 

以上、「構造改革の視点」と「効率化の視点」という２つの視点を踏まえなが

ら、これから追い込みに入っていくわけですが、最終的な16年度予算の姿につい

ては、この下の方の２点を確保することが大事だと思っております。 

左の方の「メリハリの視点」、２割増要望とメリハリ付けの視点でございます

が、去年と同じように２割増しの要望とすることで新規要求を含めて、幅広い要

求・要望を受け付けておりますが、現在、各省の要求・要望内容を精査している

ところでありますが、今後、歳出の効率化を図りながらメリハリをつけていきた

いと思っております。そこに今年の各役所の一丁目一番地的なものを掲げており

ますが、こういったものを通じて、活力ある経済社会の実現を図ってまいりたい

と思います。 

それから、右下の「国債発行額抑制の視点」でございます。まだ、予算全体の

フレームをお示しするところまでいっておりませんので、資料の数字は16年度概
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算要求額と、それから今年の２月の後年度影響試算の額を借り置きしたものを入

れてでございますが、今まで申し上げてまいりました３つの視点に立った努力を

しなければならない。そうして最終的には国債発行額の抑制に努めることが必要

だと思っております。 

税収につきましては、税制改正それから税源移譲が今後の課題でございます。

それから一般歳出については、減要因、増要因それぞれございますが、実質的に

前年度以下の水準への抑制が課題であります。 

それから、地方交付税につきましては、地方財政計画の歳出の各項目を徹底的

に見直していただいて、大幅に削減をしていきたいと考えております。こうした

取組を通じ、国債発行額については、極力抑えて、昨年度からの増加額を少しで

も抑制したいと思っております。 

それから、このペーパーではございませんが、15年度補正予算について触れさ

せていただきますと、15年度の財政事情としては、歳出面で社会保障関連の義務

的経費、あるいは災害関連の経費、それからイラク復興支援のための経済協力、

こういった当初予算編成時には想定し得なかったやむを得ない経費増が見込まれ

るところでございます。現下の経済財政の状況を踏まえますと、経済対策を実施

するための補正予算か必要であるというふうには考えておりませんが、こうした

やむを得ない追加財政需要に対応するための補正予算は必要になるというふうに

考えております。いずれにせよ、こういう追加財政需要について、現在、精査し

ているところでございますが、税収の動向を十分見極めなければなりませんけれ

ども、国債を増発しないことを目指して、今、取り組んでいるところでございま

す。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。御意見、御質問等がございましたら。本間

議員どうぞ。 

（本間議員） 今、御説明いただきました資料の「国債発行額抑制の視点」の48.1兆

円の概算要求額からプラス要因、マイナス要因が示されているわけですけれども、

増要因に「年金物価スライドを完全実施しない場合」が記載されているわけです

が、これは物価調整をしないということを前提にされた御議論でございましょう

か。今、マイナス0.4 からマイナス2.1 ％の間で、考え方として幅があるんだろ

うと思いますけれども、ここら辺はいかがでございますか。 

（谷垣議員） これは、実施しない場合を前提とは我々は考えておりませんで……。 

（本間議員） 私もそうだとは思いますが。 

（谷垣議員） ぜひ、実施していただく方向で結論を出したと思っておりますが、い

ろんなことを想定したことでございます。 

（本間議員） 資料左上の「構造改革の視点」にも書いていただいているとおり、年

金制度改革では、持続可能な制度の構築について議論をしているときに、この物

価スライドすら実現できないということでは、こうした視点に沿った年金制度改

革はちょっとおぼつかないなという感じがいたしますので、ぜひ、御尽力をいた

だきたいというふうに思います。 
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（谷垣議員） よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） 心強い応援が財務大臣に……。ほかにございますでしょうか。予算に

関してもしありましたらどうぞ。 

（麻生議員） こっちに予算制度改革、複数年度が入っているけれども、こっちに入

っていないけど。 

（谷垣議員） これはモデル事業、政策群のことで……。 

（麻生議員） 意図的？ 

（谷垣議員） この前御説明したので、今日は簡便に……。 

（竹中議員） 目下、三位一体、年金を含めて各方面で調整が進んでおりますので、

財務大臣、総務大臣には引き続きよろしくお願いを申し上げます。 

（本間議員） もう１点、すみません。この時期にいろいろな政府関係の決定が連続

しておりまして、「予算編成の基本方針」に始まり、今日御説明いただきました

「経済見通しと経済財政運営の基本的態度」、それから「改革と展望」がありま

す。竹中大臣が冒頭でおっしゃっていたように、文章的を並べてみますと重複感

もありますし、それぞれ何をねらっているのかが、いささか煩雑でわかりづらい。

今年は時期的にもうこの流れでやっていくということはやむを得ないと思います

けれども、一度整理していただいて、この３本をどういう具合に接合して、きち

んとした姿・形にするか、一度諮問会議で議論させていただきたいと思います。 

（竹中議員） 先ほど申し上げましたような方針で、ぜひ考えてみたいと思っており

ます。中川大臣すみませんでした。 

（中川議員） 先ほどの改革と展望のところで御報告すればよかったと思いますが、

何回か前に牛尾議員から御指摘のありました企業再生、特に中小企業、個人の再

生のところでの無期限、無制限の根保証の問題と、それから破産後の自由財産の

問題につきましては、金融庁、それから法務省とも鋭意検討しておるところでご

ざいまして、できるだけ過度な負担にならないようにということ、率直にこうい

う場でございますから、過去に借りちゃったものについて、何とか徳政令的にで

きるかどうかということになると非常に議論が、特に法務省とは、なかなか難し

い議論をやっているというふうに報告を受けております。 

それから、破産法の自由財産につきましても、必要な生活、金額限度の引き上

げでありますけれども、３か月にわたってとかそういうことを含めて、できるだ

け、裁判所の柔軟性も含めまして、やっていきたいと思っておりますので､またよ

ろしくお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

（小泉議長） はい。どうも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。 

（以 上） 
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