
平成 17 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：2005 年４月 19 日(火) 17:35～19:02 

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     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 

臨時議員 尾辻 秀久 厚生労働大臣 

同     島村 宜伸 農林水産大臣 


同     逢沢 一郎 外務副大臣 

         香西 泰 「日本２１世紀ビジョン」に関する専門調査会会長 

（南野臨時議員は、出席予定のところ、国会審議のため欠席） 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 	 事 

（１）ＦＴＡについて

（２）日本２１世紀ビジョンについて

３．閉 会 

(説明資料) 

○ ＦＴＡ推進にあたっての基本的方向性について（有識者議員提出資料） 

○ 経済連携協定（ＥＰＡ） に関する取組の現状と課題について（町村臨時議員提出資料）

○ 今後の経済連携の方向性について（中川議員提出資料） 

○ 農林水産分野におけるＥＰＡ／ＦＴＡへの取組（島村臨時議員提出資料） 

○ 外国人労働者受入れ問題（尾辻臨時議員提出資料） 

○ 第３次出入国管理基本計画の概要（南野臨時議員提出資料） 

○ 「日本２１世紀ビジョン」ポイント（香西専門調査会会長提出資料） 

○ 「日本２１世紀ビジョン」における経済の姿・指標（香西専門調査会会長提出資料） 
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（配付資料） 

○ 「日本２１世紀ビジョン」専門調査会報告書 概要 

○ 「日本２１世紀ビジョン」専門調査会報告書 

○ 「日本２１世紀ビジョン」専門調査会ワーキング・グループ（経済財政展望、競争力、 

生活・地域、グローバル化）報告書 

○ 目で見る小泉改革の４年間 －改革の芽を大きな木に－

（概要） 

○ＦＴＡについて 

（奥田議員） 資料「ＦＴＡ推進にあたっての基本的方向性について」に基づいてご説

明する。 

第一は、質の高いＦＴＡの締結を重点的に拡大するということであり、その結果

を数値で確認してはどうかと考えている。個々の協定についても、貿易自由化の水

準、投資、サービスの自由化ついて質の高さを確保していただきたい。また、ＦＴ 

Ａの推進のためにＯＤＡを戦略的に活用することも重要であり、例えば、日本語教

育等にＯＤＡをより積極的に活用することなどを検討していただきたい。 

第二は、経済効果の高いＦＴＡが締結される仕組みを導入するということであり、

このためにＦＴＡの事前・事後の政策評価を導入しようという提案である。例えば、

ＦＴＡの経済効果や関税撤廃による国内産業への影響を客観的に分析して公表す

ることなどを検討されてはどうか。内閣府にはこの分野の知見があると思うので、

検討をお願いしたい。 

第三は、国内課題を「守り」から「攻め」に転換して、構造改革を進めるという

ことである。このうち農業については、「食料・農業・農村基本計画」で打ち出さ

れた担い手の明確化と支援の集中化・重点化を、可能な限り早期に、できれば平成

18 年度予算から既存の農業予算を組み換えてでも実施していただきたい。同時に、

総理が常々言われる輸出促進については、数値目標を設定することなどでより積極

的に取り組まれることを期待している。 

人の移動についてだが、雇用対策基本計画を平成 17 年度内に前倒して見直すと

ともに、海外人材の有効活用や外国人の地域社会との共生等に関する課題を総合的

に検討する場を設置してはどうか。男女共同参画会議のように、関係閣僚と共に民

間有識者も参加して総合的に検討する場、例えば外国人共生会議というようなもの

の設置を検討していただきたい。 

最後に、現在交渉中のタイ、オーストラリアとのＦＴＡについて一言申し上げた

い。 

タイとの交渉では、鉄鋼、自動車、自動車部品の関税、また投資サービスなどの

分野で主張の隔たりが大きいようである。貿易の自由化に関しては、鉄鋼、自動車、

自動車部品の３品目を除外すると、全体の自由化率は 60％台にしかならないと聞い

ている。また、投資や製造業関連サービスの自由化も極めて重要である。 

私自身もタイのタノン商務大臣にお会いし、我が国の産業界の関心事項を伝える

とともに、我が国企業の多くはタイに膨大な投資を行い、雇用創出や技術促進等で

タイの経済発展に貢献するなど、良好な関係を築き上げてきたという事実を申し上

げた。また、今後もタイを中心に投資が行われる可能性もあり、既に具体化が進ん

でいるが、タイの対応によっては投資が別の国に行くということもあるのではない

かと懸念している。二国間の経済関係がＦＴＡによって損なわれることは両国にと
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って大きなマイナスであり、ぜひタイ政府として大局的な見地から御判断いただき

たいと、タノン商務大臣に申し上げた。日本政府においても、質の高いＦＴＡを実

現するために、引き続き粘り強い交渉努力をお願いしたい。 

オーストラリアであるが、20 日に予定されている総理とハワード首相との会談で

ＦＴＡが話題になると聞いている。オーストラリアは様々な面で我が国にとって重

要なパートナーであり、ＦＴＡも視野に入れた関係省庁参加の共同研究会の設置を

前向きに御検討いただきたい。オーストラリアからの輸入品には、我が国にとって

極めてセンシティブな品目が多く含まれていることは承知しているが、これらの点

は研究会で率直な議論を行いながら、ふさわしい連携・強化のあり方を検討してい

ただきたい。 

（逢沢外務副大臣） ＥＰＡ／ＦＴＡは、政治・外交戦略上の観点から、また経済利益

の確保・増進という意味からも大変有意義なものである。外務省としても、狭い範

囲のＦＴＡというよりはむしろ幅広い経済連携、ＥＰＡを念頭にスピード感を持っ

て、力強く推進をしていきたい。 

メキシコについては４月１日から発効し、自動車、自動車部品メーカーの現地生

産がスタートした。また、輸出を拡大させるという動きについての報告もある。 

フィリピンについては現在条文の詰めの作業の段階であり、急いでまいりたい。

タイ、マレーシアについては、全体として着実に進展しており、それぞれ残され

た論点について、できる限り早く合意を確保するよう鋭意努力している。 

韓国については、残念ながら関税撤廃交渉にまだ入れていない。引き続き状況の

打開を模索してまいりたい。 

アジアの大国インドネシアであるが、今月 11 日、12 日に東京で共同検討グルー

プの最終回が行われ、二国間交渉の開始をそれぞれの首脳に提言することで一致を

見た。 

ＡＳＥＡＮ全体とのＥＰＡも非常に大切なテーマであり、先週後半に、東京でＡ

ＳＥＡＮの代表と第１回目の交渉を行った。これを皮切りに積極的に進めてまいり

たい。 

チリ、インドとは共同研究を行っており、また、スイスとは昨日、首脳間で政府

間の共同研究を行うことが確認された。 

オーストラリアは、我が国にとって、外交的観点から、また地域におけるパート

ナーという意味からも大変重要な国である。オーストラリアとの経済連携について

は、ＦＴＡのメリット・デメリットを含めて幅広く議論をしていきたいと考えてい

る。先般、ダウナー外務大臣が来日された際、小泉総理、町村大臣とも前向きなご

議論をいただいた。 

戦略的なＥＰＡ、相手国の選定についてだが、東アジアを中心とした現在進行中

の交渉に全力を傾注するという基本方針の下、積極的に対応してまいりたい。 

また、ＥＰＡ／ＦＴＡは、経済効果の高い国々との連携を積み重ねていくことが

重要であり、それにより数値の上でも明確な成果が得られるということを念頭にお

きながら進めなければならない。 

ＥＰＡは、市場開放のみならず、相手国との制度調和、ルールの共通化、協力関

係の推進を目指す取組みであることを認識をしておかなければならず、同時に、二

国間関係が抜本的に強化され、政治・外交上の効果も大いに期待できるものである

ということを、あえて付言しておきたい。 

「質の高い」ＥＰＡを、スピード感をもって推進をするためには、国内の構造改

革とも連動して進める必要がある。農林水産品の関税削減・撤廃や人の移動の促進
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についても、今後も政府一体となって努力をする必要がある。 

   また、「質の高い」ＥＰＡを実現していく上で、相手国が途上国である場合には、

制度整備・人材育成支援の観点が必要である。相手国側の期待も高く、こうした面

については、ＯＤＡを積極的に活用して、制度整備・人材育成に対応しながらＥＰ

Ａを全体として進めてまいりたい。 

また、この発言の機会に、ＯＤＡについてひとこと触れさせていただきたい。 

今後、バンドンでの外相会談、グレンイーグルズ・サミット、９月には国連の首

脳会合など、開発問題が主要テーマとなる国際会議が目白押しである。一方で、我

が国のＯＤＡは、厳しい財政事情その他の状況の中で４年連続減少となっている。

財政的な制約は理解しているが、責任ある国際社会の一員として、とりわけ、国連

の安保理常任理事国を目指す我が国の立場から、ＯＤＡの適切な金額の確保につい

てぜひ御理解と御協力をいただきたい。 

（中川議員） 資料「今後の経済連携の方向性について」の１ページ目にあるとおり、

昨年 12 月の関係閣僚会議の基本方針を前提にＥＰＡに取り組んでいるが、大前提

としては、経済連携の相手方とならない国はごく限られており、ほとんどの国は経

済連携をする意味があると考えている。将来的には、例えばアフリカの国々とも連

携することが、相手方にも当方にもプラスになると考える。 

他方、何でも開けばいいというわけではなく、世界で 180 あると言われるＦＴＡ

協定も例外品目があるものが多く、例外もあるということも念頭に置かなければな

らない。 

各国のＦＴＡ戦略にはそれぞれの特色がある。アメリカは戦略的であり、例えば

地中海の国々と素早くやってみたり、中東の国々と今は一生懸命やっているとか、

あるいはオーストラリアとは農業分野でＦＴＡは難しいように見えたが、１年もか

からないうちにやってしまった。 

スイスは、大統領にお会いして、ＥＵとはどういう関係でやっているのか尋ねた

ところ、25 の加盟国それぞれといろいろな協定を結んでおり、今スイスがＥＵに入

る必要性は特にないとのことである。 

日本はどうかというと、基本的に自由経済の下で経済連携をすることにメリット

があるが、先ほどの民間議員の御指摘にもあったように、後から行くと不利という

こともあるわけであり、スピード感・優先順位が必要になる。もちろん当方のメリ

ットも追求しなければならないが、相手方のメリット・デメリットを認識する必要

がある。お互い若干痛みを伴い合うこともセットで初めて Win－Win になっていく

と考える。今交渉をしている国は、それぞれ温度差があるが、とにかく１日も早く

終結に向けていきたい。フィリピン、タイ、マレーシアは短期的には農産物と言っ

ているが、今のところそれしか輸出競争力がない。しかし、３国とも工業化が戦略

の大前提にあり、ＡＳＥＡＮ６億人の中の工場としてやっていきたいという競争を

している。従って、相手に対してある程度の技術移転、人材育成等の配慮も必要。

タイは、農業が大枠合意になって、経済産業省に大きな課題が残っているが、タイ

は、ＡＳＥＡＮの工場、自動車についてはアジアのデトロイトを目指しているので、

そういった点も、これから大詰めになってくるだろう。フィリピンについては人の

問題が残っているが、経済産業省として対応できるＩＴ人材の育成や日本語教育に

ついて、受入体制の拡大を先日フィリピンに提案した。 

工業品については関税分類で 7,000 ぐらいの品目があるが、譲許税率で 2.3％、

実行税率で 1.7％であり、アメリカ・ＥＵよりも低い。しかし高いものも残ってい

る。その中には非常にデリケートなものもあるし、０にしてもいいと思えるものも
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ある。守るべきものは守り、開く場合にはきちんと手当をしながら、できるだけ当

省所管のものについては下げていきたいと考えている。 

ＷＴＯとも関連するが、途上国向けには、途上国のメリットになるようにしてい

きたい。ＷＴＯも７月に向けて山場に来ており、ＷＴＯとＦＴＡとは車の両輪であ

るという中で、やれるものからどんどんやっていきたいと考えている。もちろん関

係省庁でよく連絡を取りながら、総理の指示の下でやっていきたい。 

（島村臨時議員） ＥＰＡに対する農林水産省の取組みについて説明する。我が国初の

ＥＰＡであった日シンガポールＥＰＡは、農林水産物の関税撤廃を前提とした交渉

自体に国内関係者の強い抵抗があったが、先方に農林水産物への関心がなかったた

め、新たな関税撤廃を行うことなく決着した。 

次のメキシコとの交渉では、メキシコ側が豚肉をはじめとするセンシティブな農

林水産物の関税撤廃に強い関心を示したため、粘り強い交渉の結果、農林水産物の

実質的な関税撤廃を含む初のＥＰＡを結ぶことができた。 

一昨年末から韓国、タイ、マレーシア、フィリピンとの交渉を開始。前回説明し

たが、私はＥＰＡの交渉を避けるのではなく、前向きに取り組むことが重要と考え、

ＥＰＡが我が国農林水産業にとって持つ積極的な意義・目的を「みどりのアジアＥ

ＰＡ推進戦略」として策定し、関係者からも賛同を得た。 

フィリピンとは、この推進戦略に沿って交渉を行い、昨年 11 月末に大筋合意に

達した。推進戦略では、農山漁村地域の貧困解消を１つの柱とし、小農が生産する

小さいバナナやパインアップルの市場アクセスの改善など、同国の農山漁村地域の

生活水準向上に貢献する内容となっている。 

またマレーシアとも、昨年末に農林水産担当省間では最終パッケージ案に合意済

み。我が国への主要輸出品である林産物にインドネシア産の違法伐採木が原料とし

て使用されているとの指摘を踏まえ、違法伐採問題の早期解決に協力して取り組む

こととした。 

タイとは先月末、一括合意を前提として、農林水産分野の最終パッケージ案に合

意済み。市場アクセス改善と食品安全協力などの農業協力の２本柱をバランスよく

進めたので、タイ側からも大きな評価を得ている。これらの交渉をモデルとして、

今後残りのＡＳＥＡＮ諸国や韓国との交渉にも積極的に取り組んでいく。 

更にチリ、インド、スイスとも建設的に検討を重ねていく。このような交渉相手

国の増加に対応できるよう４月から交渉官を倍増するなど、農林水産省のＥＰＡ交

渉体制を増強したところ。今後もスピード感をもって交渉に取り組んでいく。 

今後の交渉相手国の選定は、経済上の視点のみならず、外交上の視点、相手国や

地域の状況等を総合的に勘案して行うことが適当と考える。このような観点から、

昨年末、関係閣僚で議論し基本方針を決定した。なお、豪州については、輸入額の

約４分の３を占める鉱工業品について、既に関税はほぼ撤廃されている。農林水産

物については、我が国の食料消費がほぼ飽和状態にあるため、数量に大きな伸びは

ないが、牛肉は米国産牛肉の輸入が途絶えているので、平成 16 年１月から 12 月の

数字で 91％を占めている。通常は、大体 49％が豪州、46％が米国の割合だが、少

なくとも牛肉については米国を抑え第１位。小麦は米国に次いで第２位の輸入先国

であるなど相当の市場シェアを確保しており、貿易関係は順調である。豪州とはＦ

ＴＡに限ることなく、幅広く制度面での連携強化を図る方策を研究していく方が得

策と考える。 

ＷＴＯ農業交渉も、12 月の香港閣僚会議に向け、交渉本格化が見込まれ、我が国

は輸出補助金撤廃と貿易を歪める国内補助金の大幅削減を主張している。また、農
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業の多面的機能に配慮しながら、市場アクセス改善も進め、交渉に積極的に貢献し

ていく。 

最後に、民間議員から指摘のあった農政改革については、工程表を定め、既に実

行に着手しているところだが、５月にでも、その進め方などを説明させていただき

たい。 

（尾辻臨時議員） 資料「外国人労働者受入れ問題」の１ページ目、「外国人労働者受

入れ問題は、単に労働力の受入れにとどまらず、産業構造や国民生活など我が国の

経済社会全体に大きな影響を与える問題」であるから、国家のあり方自体を論ずる

という認識のもとで議論することが前提になると思う。国内労働市場の状況につい

ては、約 300 万人の失業者があり、若年者については約 200 万人のフリーター、約

50 万人のニートがあり、更に現在働いていない高齢者や女性でも、多くは就労を希

望している。 

   この 200  万人のフリーターの存在だが、深刻な問題であり、フリーターの 20 万

人常用雇用化という数値目標を掲げて幾つかの施策を考えているが、政府全体で取

り組んでいただくということを先日決めていただいたところである。 

国内労働市場への影響という観点からは、外国人労働者の受入拡大により、高齢

者、女性、若年者の雇用機会が縮小することに加え、ニートやフリーター等の若年

者の潜在的能力発揮の機会が失われてしまうこと、更にパート労働者等非正規労働

者を中心に労働条件の引き下げ圧力が懸念される。そして、「『日本２１世紀ビジョ

ン』に関する専門調査会競争力ワーキング・グループ」が実施したアンケート調査

でも、今後の労働力確保手段として、外国人労働者よりも、むしろ高齢者や女性の

活用を考えている企業が多かった。このことからも、まずは雇用環境の整備や企業

内外における能力開発対策等の充実により、国内労働力の質の向上、就職促進に努

めることが何より重要と考えている。更に、受入れ範囲を拡大すればするほど、入

国後の就労管理のための行政コストや、住居、教育等の生活環境整備のためのコス

トも大きくなり、そうした社会的コストを誰が負担するのかという問題も避けて通

れない。 

３ページ目は、基本的スタンスとして２点申し上げている。「当面は、外国人労

働者受入れに係る政府の基本方針は維持することが適当」であり、この外国人労働

者問題は、「国民各層の意見が十分反映される形で、総合的な議論・検討を行い、

国民的コンセンサスを得ることが必要」と考えている。 

（三浦法務省入国管理局長） 資料「第３次出入国管理基本計画の概要」について説明

する。 

法務省としては、我が国社会の安全と秩序を維持しつつ、我が国が必要とする外

国人の円滑な受入れを図ることが国の内外から要請されていると認識している。ま

ず、「（１） 専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れの推進」のための方策を講

じ、ＥＰＡの「人の移動」の問題についても、同様の方針で対応していく。 

「(２)人口減少時代への対応」については、現在では専門的、技術的分野とは評

価されていない分野における外国人労働者の受入れを、今後、受入れに伴うプラス

面とマイナス面を十分勘案しつつ、検討を行っていく。 

「(３)観光等による国際交流の拡大」については、メリハリある審査を通じて円

滑な受入れを図る一方、テロリスト等の入国を阻止し、観光立国の実現に貢献して

いく。 

その他に、留学生・就学生の適正な受入れ、研修・技能実習制度の適正化、外国

人が安心して暮らしやすい社会の実現のための方策等の検討課題があると認識し
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ている。出入国管理とは、人を扱う問題であるだけに、対策が遅れた場合には、当

事者、行政の双方にとって問題がより深刻となる側面があり、対応の迅速化を図る

ために関係各方面の御協力をあらためてお願いする。 

（牛尾議員） 各臨時議員のお話に尽きると思うが、オーストラリアに関して重ねて申

し上げたいのは、日本・オーストラリア間には日豪友好協力基本条約（奈良条約）

という条約が既にあり、この２国の相互補完的関係は非常に高いものがある。ＦＴ 

Ａと捉えると難しいが、これからはそういうものも包含した経済的なアライアンス

ポリシーを明確に持つべき。要するに、同盟的な政策というものがあって良い。オ

ーストラリアは既に、ＷＴＯ、ＦＴＡ、ＥＰＡを包含した経済的な同盟政策という

ものがあって、相互に補完しながら、将来の資源確保あるいは食料確保ということ

も、日本の見地また防衛面においても非常に重要な相手なので、新たな概念をつく

ることが必要と思う。 

第２は、国際情勢の中で、タイ、マレーシア、フィリピンを含めたＡＳＥＡＮ全

体のＦＴＡも含め、ＡＳＥＡＮ重視は最重要課題。ＦＴＡ推進の非常に重要な年で

もあるので、タイミングを外さないようにする必要がある。他国は非常に戦略的に

この問題を集中的にやるのだが、日本では非常に時間がかかる。ＦＴＡはスピード

が重要であることを最近痛感しており、相手国が日本と締結したがっている時期に

進めることは、より有利に、よりスムースにまとまるのだが、出遅れて事々に譲歩

してルールに合わなくなる実態にも直面しているわけであり、そういう点では、戦

略的な発想でスピーディにやるということに重点を置いて欲しい。戦略の順位とし

ては、オーストラリアとＡＳＥＡＮを本年度の最大課題として早くやる、というこ

とを申し上げたい。 

（本間議員） ＦＴＡは、物、人を各国間でどのように相互浸透させ、その結果として、

国民経済あるいは国際経済において、双方が利益を得るということが目標だと思う。

その点で我が国の場合は、ＦＴＡの問題等については、総論や建前の部分は積極的

に謳いながら、各論に入ると必ずしもそのことがリンクされていないというのが、

基本的に問題なのではないか。先進国日本に対して持っている各国の希望等との乖

離が、懸念すべき材料になっているのではないか。農業については、今回御努力に

より、食料・農業・農村基本計画をまとめていただいた。この基本的な方向は是と

するのだが、我が国農業のアドバンテージを輸出等に結びつけるようにしていくた

めには、実際にどのように戦力増加を実現していくかということを明確に方針とし

て打ち出し、予算面においても、早期にこれを実現する必要があると考える。 

人材の問題については、厚生労働省及び法務省から意見をいただいたが、総合的

な安全保障からすれば、人の相互交流がいかに大事であるかということは、昨今の

動きを見ても分かるところである。先ほど奥田議員が話された共生会議なるものを、

ぜひ早く実現し、そして我が国の中長期的な人口減少問題に対して戦略的に位置づ

けていく必要があると思う。 

（谷垣議員） 今、とにかく急いで戦略的にやれ、モメンタムを失うなと言われたのは、

私はそのとおりだと思う。今の段階では少々早いかもしれないが、民間議員資料で

は、全貿易額に占めるＦＴＡ締結国との貿易額の割合を 25％以上や 50％以上とす

るといった数値目標があるが、25％といっても、ＡＳＥＡＮ、韓国、メキシコ、メ

リットやデメリットの研究会を今やっているようなインド、オーストラリアと全部

やっても、そのくらいだと思う。更に 50％になると、中国はもちろんのこと、ＥＵ 

もアメリカも視野に入れなければならない。そうすると、ＷＴＯの補完という位置

づけは、そもそも何だったのかということになるのではないか。これを考えるには、
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例えば、中国がＷＴＯに入ってどうするのかといった問題も、ある程度見極めなけ

ればならず、私は、「急げ、特にＡＳＥＡＮ、韓国は、どんどん急げ」ということ

には異存はないが、特に 50％といった数値目標については、初めから考え直さなけ

れば、こうはいかないのではないかという疑問がある。 

（麻生議員） 政府としてＷＴＯを優先してＦＴＡを遅らせたことは間違いないので、

ＦＴＡの取組みを加速する必要があるというのは結構だと思う。ただし人と物の話

だけでなく、サービスの話も忘れずして欲しい。最近、ボーダフォンをはじめＩＣ

Ｔの分野が注目を浴びているが、諸外国においても相互接続制度を整備しない限り

は競争的事業者の参入が前に進まない。また、回線の小売りを認めさせる交渉を進

める必要がある。サービスのための制度整備という点は是非ご記憶頂きたい。 

もう１点、外国人労働者の問題について。以前、外国人労働問題委員会で新宿歌

舞伎町を視察したことがあるが、１回ぜひ参考のために新宿歌舞伎町だけは行かれ

た方がいいと思う。新大久保の方に行けば韓国語、ヒスパニック語、広東語、福建

語と使われている言語が多種多様。歌舞伎町ではお巡りさんは 11 か国語をできな

いと務まらぬと言われているほど。また犯罪率も以前より悪くなっているはず。Ｆ 

ＴＡの問題は、このような現実を知った上で考えていかないといけないだろう。法

務省としては、とてももたないということになりかねないし、人の問題はかなり大

変だと思う。 

（逢沢外務副大臣） ハワード首相をお迎えするので、恐縮だが、お先に失礼する。 

（逢沢外務副大臣退室） 

（中川議員） まず関税の税率については、貿易を守るという趣旨と関税収入という２

つの側面がある。関税収入は途上国において特に重要視されることがある。しかし、

日本の財政が大変厳しいということはわかっているが、税率は、よほどのものを除

いては、先進国においては、余り重要視しなくていいのではないかと思う。 

それから民間議員の 25％、50％という数値目標はちょっと変動要因が大き過ぎる

ような気がする。気持ちとしては、数値目標を挙げてインセンティブにしたいとい

うのはわかるが。これをどの程度の公約にするのかにもよるだろう。 

また先ほど申し上げたように、実はＷＴＯが今非常に大事な時期に来ており、Ｗ 

ＴＯにおける日本の存在というのは、正直言って、かなり厳しい状況にある。これ

は農業だけではなく、全体的な状況として厳しいということ。そのため、ＦＴＡを

スピード感を持ってやっていくということはもちろん大事だと思うが、あくまでも

車の両輪であるＷＴＯとの兼ね合いや交渉相手国の個別事情などを勘案しながら

やっていくことになるだろうと思う。 

最後にサービスについて。麻生議員がおっしゃったサービスも実は大事。タイの

サービス投資の例からもわかるように、ただ物が売れればいいやということではな

いというのが経済連携の趣旨だと思う。したがって、私は努めてＦＴＡという言葉

を使わないようにしている。たしか前の関係閣僚会合のときに提案したと思うが、

Free Trade ではなくて Economic Partnership Agreement（ＥＰＡ）という言葉に

統一した方が適切な表現ではないかと思う。 

（島村臨時議員） 豪州とのＦＴＡについては、やはり米国産の品目と競合している部

分が非常に大きいことが問題。特に、牛肉、小麦、砂糖などが非常に大きい。こう

いう貿易の状況が日本の両側にあると、むしろ米国との経済摩擦を惹起する可能性

がある点について、留意すべき。もちろん現状が豪州に対して気の毒ならば、どん

なにでも協力したいと思うが、むしろ、豪州は十二分に満足しているような状況で

はないかと思う。 
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もう１点、農林水産分野の交渉や妥結を急ぐ余りに他の分野の交渉をかえってや

りにくくしていないかという話がマスコミ関係者の一部で出たが、とんでもない話。

このような交渉事は関係省庁が密接な連携のもとにやっていることなので、政府一

体となって交渉していると理解を頂きたい。 

（尾辻臨時議員） 先ほど歌舞伎町の話も出たが、やはり若者 200 万人のフリーター、

50 万人のニートの存在というのは深刻な話だと思う。彼らから雇用機会を減少させ

たり、能力向上の機会を失わしめるというのは、これは本当に我が国の将来にかか

わる問題だということを改めてもう一度申し上げたい。そしてフリーター20 万人を

減らそうという方針への協力を改めてお願いする。 

（竹中議員）  若干とりまとめをさせて頂く。中川議員からは、ＦＴＡより広く、ＥＰ 

Ａという言葉を使うべき。そしてこのＥＰＡが重要であるということについては言

うまでもなく、それをより広く、より早く、スピード感を持ってやっていくことが

重要。そのために、今年が大変重要な年になるという点にも合意がある。このよう

な意見が出された。また東アジアを中心に、質の高いＦＴＡを締結し、その結果を

何らかの形で数値的に確認していくことが必要だという意見が民間議員から出さ

れた。ただ一方で、それは明確な数値目標ということではなく、恐らく数値的な確

認をしていくという意味ではなかったかと思う。 

それから個別の交渉については、民間議員から幾つかの要望が出された。オース

トラリア、ＡＳＥＡＮを特に重視して欲しいということだが、これは政府一体とな

って、ぜひ積極的な対応を頂く。もちろんその場合、様々な事情に政府として考慮

していくということだと思う。 

そして各論としては、人、農産物、そしてサービスが重要だが、それらは、当然、

国内構造改革とのバランスが重要になってくる。例えばフリーターの問題との兼ね

合い等々。そのため引き続き積極的に国内構造改革との関連で御尽力を頂く。一方

で考慮すべき点として幾つかの点が挙げられた。人の問題に関して治安が大変重要

であろうという点。ＷＴＯとの関連を整合的にしなければいけないだろうという点。

ＯＤＡの活用と絡めなければいけないという点。ＦＴＡではなくて、やはりＥＰＡ、

より広い連携と言うべきではないかという点。 

（小泉議長） ＦＴＡ、ＥＰＡは紛らわしいな、統一しよう。 

（牛尾議員） ＥＰＡがいい。 

（麻生議員） ＥＰＡがいい。 

（小泉議長） いずれにしても、これは確かに紛らわしいから統一する。それと、麻生

議員が言われた歌舞伎町について。昨年から、不法滞在、外国人の犯罪、組織暴力

の拠点のように言われている歌舞伎町を、安全な一般人も楽しめるまちにしようと

いうことでやっているわけだが、今、１年経ってどうなっているか検証しよう。自

治体の協力、警視庁、警察庁、法務省、全部協力して、まずは歌舞伎町を安全にす

る。そのためにも法務省を中心に、どの程度よくなっているかよく点検・検証する

ように。 

（麻生議員） おかげさまで、街の警察官の増員は進んだ。 

（尾辻臨時議員、島村臨時議員退室） 

○日本２１世紀ビジョンについて 

（香西｢日本２１世紀ビジョン｣に関する専門調査会会長 	 以下、｢香西会長｣） 「日本

２１世紀ビジョン」に関する専門調査会は、この経済財政諮問会議において設置が

決まり、昨年の９月以降、専門調査会の下に４つのワーキング・グループをつくっ

て検討を進めてきたところである。 
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本日の報告は、４つのワーキング・グループの議論を、体系的にとりまとめたと

いう形の専門調査会の報告書だが、報告書本体のほかに４つグループの報告書も付

けているので、必要に応じ、御覧いただきたい。 

２１世紀ビジョンのサブタイトルとしては、「新しい躍動の時代－深まるつなが

り・ひろがる機会」というのを採用しているが、実際に長期的な展望をしていく１

つの結論として、ある意味で一番足下が大事であるのがはっきりしてきたことが、

議論に参加した者の共通した感想であったと言うことができると思う。つまり、現

在こそ、まさに岐路に立っていることであり、構造改革を怠ると、将来像は非常に

暗い、回避すべきものであるということである。これは、やや暗い話で持ち出すの

はどうかという意見もあったわけだが、むしろ、健全な危機感を持ってもらうため

には、そこから入った方がわかりやすいのではないかということで、回避すべき将

来像について、どういう危険があるかを簡潔ではあるが、最初に申し上げている。

国際面で言えば、既に経済連携の話があったが、これに大きな潮流となり進んでい

る、乗り遅れることがいかに成長の機会を失うことになるか。できたものに後から

参加することではなかなか国益も十分に徹底しない。そういうこともあり、特にグ

ローバル化ワーキング・グループでは、一種の焦燥感をもって、ぜひ急ぐべきと言

いたいために、１つの大きな危機であり、回避すべき時点であることを強調してい

る。 

国内経済の点については、2030 年までに約 1,000 万人の人口が減少するわけであ

り、これからの 25 年間をとってみると、労働力はその間に確実に減っていくこと

になると思う。また、高齢者が増えてくるので、当然貯蓄、貯蓄率が減る。稼いで

貯蓄をする世代が減り、貯蓄を取り崩す世代が増えてくることから、経済全体とし

ての貯蓄率も低下する。したがって、資本蓄積の規模が、少しずつ小さくなる可能

性がある。そうなると生産性も停滞するかもしれない。 

これまでのように、人口増加と経済成長、高い成長が前提となっている政府のシ

ステムをそのまま持っていると、大きな政府というのは必然的になり、経済活動の

重し・足かせになるであろう。そうなると活力を欠いた高負担高依存社会という先

が見えてくる。 

私どもの行ったインターネット調査でも、2030 年は非常に多くの人が暗い予想を

持っており、若者が減少する、社会負担が非常に重くなるということを懸念してい

ることが明らかである。そういう事態になると、なかなか努力しても報われない。

格差が固定するのではないか、過疎地域だけでなく、様々な地域で高齢化の現象が

激しくなるのではないか。過疎地域がよく注目されるが、大都市の近郊のマンショ

ンが建っているような地域が一斉に高齢者のすみかになる。郊外のゴーストタウン

化ということも注意すべきではないかと考えている。 

これに対し、打ち破って目指すべき、このような環境変化に対応してどんどん新

しく構造改革を進めていくことが将来像を確保するために必要なことであり、「壁

のない国」ということで、経済統合を推進したいことである。それには世界中の人

が訪れたい・働きたい・住みたい国になる。それが日本人にとって、いい国、自分

の母国だとの意識につながるだろうことを強調している。 

２１世紀の世界を考えると、単に武力、経済力ではなく、魅力と存在感のある国

になり、人、情報、財、資本、技術も集まることが必要で、そのためには「個性と

地域が輝く文化列島」となるべき。これが、国の安全のためにも、様々な意味で必

要になるのではないか。 

そのためには、日本の中に世界人をつくることと同時に、日本のことを知る人を
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大きく増やし、地球的な課題の中でリーダーシップを発揮することが、日本にとっ

て必要なことだが、最近の情勢を考えると非常に重要な重い課題になりつつあると

考えている。 

国内経済については、列島開放が生む活力を活かし、生産性と所得の好循環を実

現していくことにより、緩やかな衰退する経済ではない経済をつくっていきたい。

生産性と所得というのも、従来のように貧乏な国が外国の技術を学んでキャッチア

ップするような形の生産性と所得の循環ではなく、既にある豊かさを活かしながら、

生産性の基盤になっていく。豊かさの中には、日本の文化、感性などが、技術の中

にも統一され、含まれていく形で生産性が上がることが望ましいのではないか。こ

のように考えており、これからは、多様多才なプロフェッショナルが活躍する世界

になるのではないか。そうでないとなかなか世界の知的開発の一翼を担うことが難

しいのではないかと思う。 

同時に、活力を欠く高負担高依存社会を避けるために、政府は小さな政府を維持

しなければならないと考えるが、公共的な仕事は、非常に豊かに供給されなければ

ならない。国民が選ぶ公という価値をどのように提供するか。結局は政府でない組

織であっても、公共的な役割を果たすような仕組みを工夫することが、現在の大き

な政府を防ぎながら公共的な需要にこたえていく。それにより、公共のために役に

立つという生きがいを持ち、例えばＮＰＯなどのような形で、公共の一端を、個人

や地域やいろんな組織が分担していくという形を持ちたい。それをここでは「豊か

な公・小さな官」という形で表現している。 

一方、財政については、将来世代への負担を先送りせず、歳出歳入構造を改革し

ていく。財政再建をすることが、大きな政府を防ぐことになり、生産性上昇を保つ

ために、ぜひともしなければならないと考えている。 

個人の面で考えると、現在、日本は世界一の平均寿命を持っており、高度成長期

に達成された大きな成果であるけれども、将来としては、長生きするだけではなく

健康な老年を送る。「健康寿命」という概念が世界保健機構で定義されているが、

現在、その保健機構の判断では、日本は大体 75 歳と言われている。80 歳にしてい

くと、全員が働けないにしても、社会的な参加はできることであり、高齢化を克服

し、暗くない高齢化となる。時間的余裕のある「時持ち」だが、裕福でなくても時

間的余裕のある高齢化社会、一生、生涯ということを実現できるのではないか。楽

しく働き、よく学び、よく遊ぶことが可能になるのではないかと考えている。 

そうなると、個人というものが長い生涯の間に様々なことが実験できる。仕事で

働き、夢を実現し、志を再生して再挑戦ができることが可能になるのではないかと

考えている。格差の固定化を防ぐためには、個人個人が機会を利用でき、また、機

会がたくさん供給されている。そういうことが必要ということを主張している。 

また、地域によっては高齢化が進む中で、過疎的になり、選択や集中が必要にな

る場合もあるかもしれないが、その地域、地域で自主性を持ち、地方に決定力を移

譲していく形の中で、地域ごとのあり方を考えていただく。そして、地域間で競争

し、この問題を全国的に見ても解決すべきではないだろうか。このような観点で、

報告をまとめている。 

もう１つ、「『日本２１世紀ビジョン』における経済の姿・指標」いうのがある。

あくまで１つの想定であるが、議論の過程で幾つかの指標を書いている。 

大体、経済成長そのものは大体１％台半ばであるが、人口が減ることを考えると、

大体１人当たり２％程度に伸びが維持できるのではないか。それだけの成長ができ

れば、2030 年においても全体の規模としては別だが、先進国の一端、ヨーロッパ並
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みの高い所得水準を維持できる可能性がある。 

貿易収支のほうは、徐々に赤字になっていくが、これまで、これからも経常収支

の黒字が続いていくことであり、所得収支、これまで投資したものの上がりは依然

大きな黒字になり、ならしてみれば、２％程度の経常収支黒字になるのではないだ

ろうか。 

産業の面では、非製造業が雇用の面その他においてウェートが高くなる。ある意

味で製造業のほうが生産性は非常に高いからであるが、製造業の中でも、例えばフ

ァッションを含むと衣料品輸出といったことは、従来余り考えていなかったけれど

も、そういった産業も、これから日本の産業として期待できる。外国人の旅行者は

アジアが豊かになっていく、大きな人口を持っているアジアで観光ブームが起きる

ことなども計算に入れると、倍々ゲームで 4,000 万人ということもあり得るのでは

ないかということを構想にしている。先ほど申した平均寿命といったことは、その

後に出ている。 

この研究報告は、特に政策をこうしろという、従来の経済計画とは違い、ビジョ

ンであるので、むしろグループの意見をこういう形でとりまとめて提言させていた

だいた。参考に供しうればありがたい。 

その中には、幾つかの話題も残っており、例えば、「経済財政展望ワーキング・

グループ報告書」というのがあるが、50 ページに財政展望の数字なども、試算した

ものを掲げている。これは現在、歳出抑制を中心に財政健全化を図ることを努力し

ており、2010 年代初頭にプライマリーバランス均衡ということを、黒字化というこ

とを目標としている。歳出歳入一体改革の中で、どのようにこれをこなしていくか。

2010 年代初めにそうしないと、後は非常に大変な財政危機になる。それが達成され

たとして、その後どうするかについて、結局は小さくて効率的な政府を維持する。

そのためには、むしろ基礎的財政収支の黒字も残していく。均衡するという目的が

達成された後も、黒字をやはり残していくということが大事だということを考えて

いる。 

その中で基礎的財政収支の黒字を残しながら負担率を抑えていく。歳出抑制でい

くのか、若干の国民負担増、どれだけの負担増を求めていくかも議論としては行っ

ている。この点については、これからの国民的な議論の中で消化していただけるの

ではないか。 

（竹中議員） 今回のプロジェクトは、諮問会議で設置を決めて、日本を代表するそれ

ぞれの分野の方、60 人程度の人に参加をしていただいた。経済界、学者、各省庁企

画官クラスの方にも参加をしていただき、８か月間続けて議論を出した。これほど

本格的にビジョンをやったのは、私の認識では大平内閣以来のことではないかとい

うふうに思っている。 

   今、香西会長から紹介いただいた、数値、数字も参考として、あえて大胆に提示

しているので、いろんな形からの議論をいただきたいと思う。 

（麻生議員） 短時間でこれだけ、大したものだと思う。１つ目は、日本がこれまで国

家目標にした言葉は、「尊王攘夷」、「文明開化」など常に漢字で四文字。だから、

漢字四文字以外は国家目標にならないということで、例えば「高齢克服」などは良

い言葉だと思うし、この国は高齢者が間違いなく増えてくるので、老人が好む「好

老社会」とか、そういった漢字四文字の言葉を何か創っていただきたい。 

それから、全人口の 19.5％にあたる 65 歳以上の人が、1,400 兆円の個人金融資

産のうち 750 兆円を持っている。元気な高齢者にどうお金を使ってもらうか、活力

をどう活かすのかをやっていただきたい。日本の売りは治安が良いということ。金
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持ちは大体高齢者であるが、金持ちが来たくなる国というのは良い国だと思う。そ

の意味で治安が良いということは、日本の大きな優位性である。 

（福井議員） 報告書は今後よく読ませていただくが、今、報告書の概要という部分を

読ませていただいたところでは、将来ビジョンを３つの将来像という形で明確にし

ていることと、その実現のための具体的な戦略を書いているという点で、非常に高

い評価を受け得るのではないかと思う。なお、日本銀行の金融政策運営との絡みで

は、インフレーション・ターゲッティングの導入の検討が書かれている。この点に

ついては、日本銀行も、将来の金融政策運営上の１つの選択肢として、十分これか

ら検討していかなければならないと率直に考えている。 

ただ、これについては、相当慎重に検討させていただきたいと思っている。大き

く分けると、２つの点があると思う。１つは、まずはデフレを脱却し、そしてデフ

レ脱却後の日本経済について、おそらくは今よりも更にグローバル・エコノミーと

一体化が進むという変化の中で、物価形成メカニズムがどのように変わっていくの

かということを、やはりきちんと認識し、その上で政策の選択について検討してい

く必要がある。そうしないと、理論と現実が乖離してしまい、なかなかうまくいか

ないと思う。 

もう１つ、金融政策運営の透明性向上の道具とする、という観点からも検討する

必要がある。この観点からは、これからも他のいろいろな方法も併せて、実際にで

きることを積極的にやっていきたいと思っている。その上で、インフレーション・

ターゲッティングが、透明性向上の決め手になるかどうか。これは将来の時点にお

いて、政策運営の機動性確保という点と矛盾がないかどうかを含めて我々として検

討させていただきたいというふうに思っている。 

（谷垣議員） 大変貴重なものがあるので、よく勉強させていただきたいと思っている。

公的サービスの水準の見直しは不可欠であり、一定のサービス水準を維持するな

ら国民負担を求めることをはっきり指摘された。それから、プライマリーバランス

の黒字化を達成した後に、更に公債残高、対ＧＤＰ比率の低下を目指していく必要

があることを明確に指摘いただいた点も大事である。 

ただ、報告書に添付された参考試算を見ると、将来の経済の姿は、やや楽観的に

描かれているのではないかと感じるし、社会保障経費の自然体での伸びが、最近の

傾向からすると、やや低く見込まれているんじゃないかと思う。 

改革努力を怠れば破滅的な状況になるぞというメッセージを打ち出すのに努め

て努力いただいたというのは、私は大変ありがたいことだと思っている。 

ここで提言されている将来像をどう実現していくか、特に制度にどう落していく

かについて、相当まだ議論は必要である。私どももよく勉強させていただきたい。

（吉川議員） 私も、この「日本２１世紀ビジョン」の内容に、基本的に賛同する。 

ビジョンの１つの大きな効用は、ただ、長期的な姿について語るだけではなく、

現在の第一歩、具体的なアクションにおいて基本的なところであやまたない、そう

したことに活かすことが一番大事だと考えている。 

今日の会議でも、ＦＴＡ／ＥＰＡについて、各議員のお話を伺っていると、ＢＳ 

Ｅ、不法入国者の問題、ニート、フリーターの問題の話があった。いずれも大変に

大きな問題であるが、ＦＴＡやＥＰＡについて、こういう問題があるから、日本と

しては消極的に受けとめよう、慎重にやろうということなのか、あるいは、そうし

た問題があるにもかかわらず、我々はそれを積極的に進めていくのか。２つの道で

第一歩で大きく別れるところだと思う。 

先ほど香西会長からも御説明があったが、この点について「日本２１世紀ビジョ
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ン」には「回避すべき将来像」の一番上に「（国際経済）」とあって、経済連携が遅

れ、成長機会を失えば、日本はやがて閉ざされた元経済大国になるであろうと書い

てある。一方「目指すべき将来像」のところには、「壁のない国」、「世界の中のか

け橋国家」云々と書いてある。私はこれが日本にとっての将来のあるべき姿だと思

う。こうした将来像がＦＴＡ／ＥＰＡも含め足下での具体的なアクションに活かさ

れることを願う。 

（中川議員） この２１世紀ビジョンは、非常に示唆に富んだもの。心から敬意を表し

たい。構造改革を怠る場合と進める場合、当然、こういうことになっては困るわけ

だから、進めなければいけない。システムとしての構造改革と、やはり日本の最大

の財産は人間であって、人間が元気で、技能や経験を持って、そして意欲があれば

構造改革を刺激し、またその人たちも生きがいを持って何回もチャレンジできると

いう趣旨だろうというふうに勝手に拝察している。 

   私のところで言うと生産性の上昇と所得拡大との好循環ということにも関連し

てくる。いわゆる新産業創造戦略で言いたいことも、結局はより高いレベルで香西

会長にまとめていただいたと思っている。 

新産業創造戦略は今、Plan－Do－Chec k の段階に入っている。「新産業創造戦略

2005」というものを近々まとめて報告させていただきたいと思うが、私のところは

言わば、このパーツのようなもの。全体像をお示しいただき、我々の作業にとって

も大変ありがたい。 

（牛尾議員） 大変御苦労いただき、すばらしいものつくってもらった。若い人たちの

表現力の新しさというものは非常に良いなと思った。「時持ちが楽しむ健康寿命 80 

歳」は、時持ちと高齢化というのをくっつけて、「金持ち」よりも「時持ち」だと

いう、金がなくても時があればいいということ。また、経済だけがすべてではなく

て、文化的な背景があるから経済競争力があるという発想とか、いろいろなところ

で個人の夢が実現する多様多才な社会とか、世界の中のかけ橋国家になるというの

も非常に新しい概念だと思う。 

これが現実に下りてくると、何甘いことを言っているかと潰すのではなく、非常

に新しい表現力に秘められた魅力というものを、この国の現実にどう活かしていく

か。ＥＰＡの話でも、壁のない国とはほど遠いが、そういうものに向かって、胸を

ときめかして若い人が努力をするという環境をこれから政治がつくっていく必要

がある。 

（奥田議員） 「列島開放が生む活力」で、「多様多才なプロが働く、世界の知的開発

拠点」とあるが、まさに私はこれと同感である。しかし、各省庁の中には、これに

対しては、特に外国人労働力の問題として、単純労働力として外国人を捉えて、後

ろ向きなところがあるという点が気になった。ぜひ国としても考え方をはっきりさ

せてほしい。 

（香西会長） 私の方がむしろ大変恐縮している。例えば、新産業創造戦略については、

私どもの方が勉強させていただいた。経済と社会の関係は、最初は日本経済ビジョ

ンというような感じでスタートしかけて、この諮問会議で経済を外して広くという

ことがあった。経済をやっている人間と社会のことを考えている人間がうまく一緒

にやれるかと心配していたが、やってみると、実は技術の問題も社会の問題も経済

の問題も非常に重なっている。そういうことを本当に痛感した。 

例えば、外国人労働力については、グローバル化のグループからは非常に切迫し

た感じで提言が出ており、現在、入ってくる人の多数が、例えば興行関係になって

いるので、むしろ、きちんとした資格を持っていること、それから日本語ができる
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こと、そういう条件を付けて開放すべきではないかというような提言も入っている。

個別提言についても各論の方にいろいろ示唆しているので、御検討いただければあ

りがたい。 

（小泉議長） この２１世紀ビジョンの目指すべき将来像に沿って、今、小泉内閣で各

論に入って改革を進めている。どうかポスト小泉を担う方々は、政策発表の際はこ

のビジョンをバイブルとして活用して、改革を加速していただきたい。 

（竹中議員） しっかりと活用していきたい。また、広報もしっかりやりたい。広報に

は、大臣、民間議員の方々にも御協力をお願いする。麻生議員からあった四文字熟

語の目標を含め、しっかり対応したい。 

（以 上） 
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