
 

平成 16 年第 17 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年７月 29 日(木) 17:02～17:30 

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    細田 博之  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     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 

 

同     坂本 剛二  経済産業副大臣 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１） 概算要求基準について 

（２） 日本経済２１世紀ビジョンの検討課題について 

３．閉 会 

 

(説明資料) 

○ 平成 17 年度概算要求基準について（谷垣議員提出資料） 

○ 「日本経済２１世紀ビジョン」での検討の方向性（竹中議員提出資料） 

 

(概要) 

（竹中議員）  本日は概算要求基準について審議し、その後、「日本経済２１世紀ビジ

ョン」の検討課題について審議したい。 

○概算要求基準について 

（谷垣議員） 平成 17 年度概算要求基準については、前回、「メリハリづけの強化に向

けたさらなる工夫」を中心に説明した。その後、各経費の具体的な水準も含めてと

りまとめたので、改めて説明したい。明日、この概算要求基準案をもって閣議了解

をいただきたく、格段の御理解と御協力をお願いしたい。 

（藤井主計局長） 計数について説明する。公共投資関係費は、前年度予算額３％削減、

その上に２割増の要望を認める。３％削減の相当額は、▲2,600 億円である。 

   裁量的経費は、科学技術振興費相当額を除き前年度予算額を２％削減、その上に

２割増の要望を認める。２％削減の相当額は▲900 億円である。義務的経費は、前

年度予算と同額の要求を認めた上で、人件費、特殊要因及び年金医療等の増の加算

を認める。年金医療等の増については、自然増が１兆 800 億円だったが、2,200 億
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円を削減して、8,600 億円増となっている。 

   なお、義務的経費には、それ以外の特殊要因として、国勢調査の経費約 700 億円

増等があり、合計して 9,600 億円となる。 

   この結果、３つの経費合計は 6,100 億円増となり、16 年度当初一般歳出 47 兆

6,000 億円に6,100 億円を加えた48兆2,000 億円が今回の概算要求基準額となる。 

（本間議員） 新聞報道等では、歳出規模の決着はほぼついた、などと目安になる数字

がひとり歩きしている部分がある。技術的にはそのような整理の仕方もあるかと思

うが、それにとどまらずに、新年度の予算は、歳出の合理化に向けて最大限努力す

るというスタンスを査定の各段階においてしっかりと発揮し、マーケット等につい

てもメッセージを与えていただきたい。 

（谷垣議員） 今の点については、今回の概算要求基準の工夫をうまく利用し、できる

だけ省庁の縦割りを越えたメリハリづけをやっていただきたい。私どもも、それを

目指して各省庁と協議したいと思う。 

（竹中議員）  「骨太の方針」と「予算の全体像」を踏まえ、今回の要求基準の考え方

がつくられていると思う。それらの精神を踏まえて、予算編成作業の方をお願いし

たい。 

   それでは、「平成 17 年度概算要求基準の考え方」を諮問会議として了承したいと

思うが、よろしいでしょうか。 

 

              （「異議なし」と声あり） 

 

（竹中議員）  それでは、本議題については、諮問会議として了承することとする。な

お、17 年度概算要求基準については、明日の閣議において了解される予定となって

いる。 

 

○日本経済２１世紀ビジョンの検討課題について 

（竹中議員） 「日本経済２１世紀ビジョン」での検討の方向性について、メモを作成

しているのでご覧いただきたい。ご承知のように「日本経済２１世紀ビジョン」の

作成は、「骨太の方針」で決定され、そのための専門調査会をつくることについて

も、諮問会議で決定している。 

   その検討テーマ事例として、５つの問題意識を掲げた。第１に人口減少時代の到

来をどう乗り切るか、第２に経済全体のシナリオ、マクロ的な経済のシナリオをど

う描くか、第３に経済の競争力確保シナリオをどう描くか、第４に真に豊かな国民

生活と、快適な都市と地方をどのように実現するか、第５に世界的規模の問題の解

決にどのように貢献し、国際社会でどのような地位を築くかである。当ビジョンを

検討するために、専門調査会の設置が決定されたが、その下に４つのワーキンググ

ループをつくることを考えている。各ワーキンググループは10名程度で構成され、

そのコアメンバーを専門調査会の専門委員にしたい。 

   手順についてだが、「骨太の方針」で決定したことでもあり、国民の意識の共有

を図るためにも、早急に専門調査会を立ち上げ、早ければ８月末にも審議が開始で

きる状況にしたいと考えている。委員の人選については、ふさわしい人物という観

点から、若手を中心に選んではどうかという意見を前からいただいているが、最終

的には総理、官房長官と相談の上、決定したい。 

   なお、各ワーキンググループのメンバーとして、ふさわしい実務家や学者につい

ても、推薦していただける方がいれば、来週前半までに、各省から情報提供してい
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ただきたい。また、先日の諮問会議でも意見が出たが、各省の見識ある人が参加し

て議論する仕組みは必要だと思うので、各省庁にしかるべき人を出していただくこ

とも追ってお願いしたい。 

（麻生議員） 資料４.(１)に「日本人を育成する教育システム」とある。そもそも義

務教育についての議論を一度きちんとやらなければいけないと申し上げたと思う

が、教育というのは、とても関心の高い問題点だ。義務教育についてはまた別だと

思うが、この教育だけで１つの項目を立てるぐらいの値打ちのある話だろう。 

（谷垣議員） 私も２１世紀を見通して、このようなビジョンを議論することが一番大

事だと思う。竹中議員が挙げられた項目も、それぞれ重要であり、議論しなければ

ならない項目であろう。ただ、「日本経済２１世紀ビジョン」（仮称）となっている

が、経済だけにとどまらず、非常に広範な問題を議論しているので、この「仮称」

がいいのかどうか。やはり経済がよくなれば、色々な問題が解決していくという発

想だけでは、説得力がなくなってしまう。政府の役割、財政、社会保障といった基

本的な仕組み、長期的な受益と負担はどうなのかということも議論する必要がある。

新しい制度にするとどうなるのか、ということもある程度視野に置いて議論し、地

に足の着いたものにする必要があると思う。 

   メンバーについてだが、日本の各層の英知を結集しなければできないことだと思

うので、柔軟な発想のできる若い人、これからの日本の官民を背負っていく人を、

この中で鍛えて育てるというぐらいの気持ちでいいのではないかと思う。 

（牛尾議員） 今、谷垣議員が話されたとおり、「日本経済２１世紀ビジョン」は有識

者議員の間でも「経済」をとった方が良い、幅広くやった方が良いのではないか、

との意見が出ている。行政は、骨太方針 2004 に「日本経済２１世紀ビジョン」と

書いているということを気にするが、やはり「経済」とするのはあまり良くないと

思う。 

   それからもう１つは、麻生議員の言われた教育問題も含めて、非常に重要な問題

にかかる大体四半世紀、20 から 30 年ぐらいの議論、すなわち、構造改革を終えた

後にどんな社会が来るかということの明るい話と、危険な面を見ながら運転をして

いくことに役立つ、といった議論を進めるにあたっては、例えば、私も今、「これ

からの教育を語る懇談会」の座長をしているが、そういう議論の場が既に数多くあ

って、それらとのすみ分けをどうするかという問題があると思う。だから、中長期

に向かって、まず方向づけを考えて、それで向こうにどんな問題があるかというこ

とを整理していくことが１つのポイントであろうという気がする。 

   それから、人選は若い優秀な英知ある人とする時に、官の分野には優秀な人がた

くさんいるので、できるだけ採用したい。しかし、その時には、送り出す方が官庁

の枠を越えて自由にやって来いという送り出し方をすることが大事。いちいち後ろ

から指示されるようなことをされたら困るので、その人選と送り出す方の心構えを

きちんしないといけないし、官庁の指示があるということに気がついた時には帰っ

てもらう、というぐらいのことを考えないといけない。この点は、非常に重要だと

思うし、学者や民間人やジャーナリストや、女性も含めて中心となる人を選ぶのは

簡単なようで非常に難しいことであり、半分位は私達の知らない人になると思う。

そういう人をどうやって見つけて来るかということについても、官に英知がある。

但し、人を選ぶ時には、官に都合の良い人を選ぶのではなく、日本の未来のために

選ぶことが非常に大事だろうと思う。 

   それから、国民は、今は割と幸せに生活していて、国との関係では、できるだけ

干渉しないで欲しい、出費は少なくして欲しいと言っているのだが、先の不安だけ
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は解消して欲しいと言っている。政治の分野でも国民は、今日の問題は自分で全部

決めたい、干渉されたくない、払うものはできるだけ少なく払いたい、税金は少な

い方がいい、小さな政府がいい。しかし、不安をどう我々がこれから解決していく

かということは期待している。特にグローバリゼーションとか、ＩＴ社会とか、均

衡財政の問題とか、未知の分野にある将来不安だけはちゃんと責任を持って取り除

いて欲しいと期待している。それから、グローバリゼーションではオリンピックで

金銀銅をとるような人を育てなければならないという気持ちと、教育は平等にして

ほしいという相反する部分があり、そういう人の不安にどう応えるかということが

非常に重要なポイントだと思うので、できるだけ平易でわかりやすい答えを出した

方が良いと私は思う。 

（奥田議員） 首相官邸のホームページを見たのだが、総理が議長になっている会議が

ものすごくたくさんある。正直言って、ここに挙がっているアイテムを見ると、そ

れらの会議とオーバーラップしているものが大分あると思うので、そこのところの

調整はうまくやっていただきたい。多分、総理が行われている会議のエッセンスと

いうか、良いところをこのビジョンに盛り込むということになるのではないかと思

うのだが、その重複の整理をうまくやらないといけないということを思っている。 

（小泉議長） それも大事な視点だ。官房長官には幾つ体があっても足りないぞと言っ

ている（笑）。 

（麻生議員） 「ソフトパワー」という言葉が入っているが、ソフトパワーの定義は何

か。 

（竹中議員） ソフトパワーというのは、ハーバード大学のジョセフ・サミエル・ナイ

教授が 1990 年に使って有名になった言葉。普通パワーというのは、ハードパワー

のことであり、ものを壊す力とつくる力がある。壊す力の典型が軍事力で、つくる

力の典型が経済力・生産力であると。そのハードパワーに対して、それ以外のパワ

ー、つまり潰したり、力でねじ伏せたり、ものをつくってお金で買ったりするので

はなくて、もっと引きつける力全体を「ソフトパワー」という。 

   例えば、わかりやすい例は「英語」というソフトパワー。アメリカ、イギリスの

人が頼んでいるわけでもないのに、世界中の人が放っておいても英語を勉強する。

それはそういうパワーがあるからだと。もう１つのわかりやすい例として、スイス

でダボス会議というのがある。民間の会議だが皆行きたいわけであり、世界中の人

が集まってくる。そこに行けば良いことがあると、引きつける力があるんだと。そ

ういうものは、例えば、比較的今までは小国が持っていたわけである。大国という

のは、ものをつくる力と壊す力があるから、ソフトパワーに余り頼らなくてよかっ

たのだが、気がついてみると、アメリカというのは大国だけれどもソフトパワーも

比較的持っている。日本やドイツというのはわかりやすい国で、ものづくりで頑張

ってきて、それはそれで大変大事なのだが、そういうソフトパワーというのが意外

とまだないのではないだろうかと。お寿司がソフトパワーだという人もいるのだが、

そういう生産力や軍事力とは違う力、魅力と言ってもいいかもしれないが、そうい

うものを国際戦略の中で生かしていこうという考え方である。 

（麻生議員） 「ジャパニメーション」という単語が生まれたが、ジャパニメーション

なんていうのは最たるパワーだ。世界を日本が席巻したのだから。基本的には、そ

ういうパワーをどのように評価していくかという意味なら、私は、実は結構なもの

ができているということをある程度知った上でやっていった方が良いと思う。 

（竹中議員） それは大事。日本のポップカルチャーは、間違いなくソフトパワーだ。

これをもっと強くする方法は、恐らく存在すると思う。政府があまり余計なことを
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しないことが大原則だ。しかし、その上で頑張っている人をエンカレッジするなど

の方法もある。そういうことを中長期的に国家戦略として位置づけようではないか、

という趣旨だ。 

（福井議員） 私は「失われた 10 年」という言葉が大嫌いだが、いわゆる「失われた

10 年」の時期を脱し、これから新しいものを築き上げていく時期にかなり明確に

入ってきたと認識している。この段階で、経済財政諮問会議において、２１世紀の

今後の長期的な経済社会のビジョンをきちんと議論して描き上げていくことは、非

常に意味のあることだと思っている。 

   このペーパーで示されているように、複数の具体的なテーマがもう見えている。

人口減少時代の到来、それから恐らくイノベーションを軸にして、より強力な経済

の競争力を築き上げていくこと。そのために人間の教育はますます重要になってく

る。また、地方の自立、新しい社会のつくり方は、もちろん大切だ。それから、ア

ジアの経済的統合と記載されているが、国際的な相互依存関係をより強化する。そ

して最後に、人類共通の問題として、地球環境問題、エネルギー問題。日本はやは

りエネルギーの外部依存度が非常に高いし、中国や日本などによるアジアの経済発

展の今後を考えると、地球環境問題は、やはりアジアが相当責任を持って解決して

いかなければならない。いずれも重要なテーマが、ここに盛られていると思う。 

   従って、全体として全く異議は無いのだが、「２．経済全体のシナリオをどう描

くか」というテーマについては、幾つかの太い大きなテーマを追求しながら、今後

政策環境がどう変化していくかということを非常に大きくとらえ、理解を深めるこ

とを、まず、はじめに、きっちりとやるべきだ。政策の枠組みや、運営シナリオと

いうのは、そうした過程を経て最後の締めくくりの段階に入ってくるものなのでは

ないか、という気がする。そして、金融政策の枠組みということになると、これは

最終的に日本銀行の政策委員会できちんと議論して、責任を持って決めていかなけ

ればならないことである。そうした政策環境の変化についての大きな共通の認識が

きちんと確立され、理解が広く深まるということになれば、金融政策の枠組みの高

度化を日本銀行として図っていく上でも非常に容易になる、と考えている。このテ

ーマについては、そういう理解をさせていただきたいと思う。 

（本間議員） この時点で２１世紀ビジョンを検討する場を設けることは、非常に時宜

を得たものであると考えている。小泉構造改革がスタートして約３年３カ月になる

が、世の中では、小泉内閣の構造改革への試みがこれまでの政治のテンポに比べて

ドラスティックに速く、我々のエネルギーに国民がついてこられないような状況が、

説明不足だという言い方をされている。このビジョンの検討会で、これまでの小泉

構造改革の総括をしながら、その次の時点における我が国の姿・形をしっかりと議

論し、その議論を通じて、小泉構造改革への理解を国民の間に浸透させていくこと

が非常に重要だと思う。その点で、メンバー選定等も含め、官民一体となって、こ

の国の将来像を真剣に検討するシチュエーションをどのように設定していくか。ス

タートが大事であるため、ぜひ、しっかりと戦略を持ったチーム編成をお願いした

い。 

（坂本経済産業副大臣） 今年５月に諮問会議で発表された新産業創造戦略には、今後

20 年、30 年先を見据えた産業創造の戦略が書かれており、２１世紀ビジョンにお

ける「新たな成長戦略」のベースとして、ぜひ活用していただきたい。 

また、急激な労働力人口の減少や企業負担の増大、産業の空洞化等々の難問にこ

れから直面していくことは必然だが、適切なマクロ経済の成長戦略を確立すること

が求められており、ぜひ思い切ってメスを入れていただきたい。 
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経済産業省には知恵もありぜひ活用していただきたい。 

（竹中議員） 基本的には「大変時宜を得たものである。しっかりやれ。」という御指

摘であり、８月末に実質的な審議がスタートできるように、しっかりと準備させて

いただく。 

   まず、「経済ビジョンでは狭すぎる」というご指摘があったということで、名称

の検討をさせていただく。名称については、総理、官房長官とも御相談の上、改め

て御報告する。もう少しメッセージ性の出るような形にもっていきたいと思う。 

   ２番目として、「やはり、若い人を育てるという観点、若い世代の人材を開発す

るという観点からの人選を行うべき」というご指摘があったが、これについてはし

っかりと対応したい。加えて、こういう人がよろしいのではないか、という御推薦

をぜひお願いしたい。 

   ３番目として、麻生議員から「教育の問題については特に力を入れるべきだ」と

いう御指摘があった。これについては、別項目で立てるか、この枠組みの中で議論

するか、ということについて少し検討させて頂きたい。 

（麻生議員） 奥田議員のご指摘と重なる。 

（竹中議員） その通り。４番目が、まさにその話になるが、政府の中のリソースを活

用しろ、ということ。奥田議員の御発言と坂本副大臣の御発言も踏まえ、リソース

をダブらせない形で活用するようにしっかりと運営させていただく。 

   そして５番目に、各省庁の協力がどうしても必要だ。若手の人材発掘の観点から、

いい人がいたら推薦していただきたいことに加え、やはり若手の官僚の参加をぜひ

実現したいと考えているため、御協力をお願いする。この各省庁の協力については、

事務次官等会議で、江利川内閣府事務次官から各省庁にお願いをさせていただきた

いと思っている。８月末のスタートに向けて、総理、官房長官と御相談しながら、

しっかりとやっていくつもりである。 

（小泉議長） この検討テーマは、それぞれ重要なものばかりだ。小泉内閣発足以来、

こういう将来のあり方を展望しながら、各論に入ってきた。総論賛成、各論反対と

いわれる中で、その各論に入ったのが小泉内閣であり、これまでの構造改革だ。そ

ういう点を含め、既存のものとの重複を避けつつ、若い良い人材、見識のある各分

野の人を集めて、さらにこのテーマに肉づけしていただき、構造改革を進めていき

たいと思う。よろしくお願いする。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

 
 

（以 上） 


