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平成 18 年第２回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年２月１日(水) 17:35～19:00 

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    安倍 晋三  内閣官房長官 

同     与謝野 馨  内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同     竹中 平蔵  総務大臣 

同     谷垣 禎一  財務大臣 

同     二階 俊博  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  中馬 弘毅  内閣府特命担当大臣（規制改革） 

 

      宮内 義彦  規制改革・民間開放推進会議議長 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）今後の諮問会議の進め方について 
（２）規制改革について 
（３）歳出・歳入一体改革について 

３．閉 会 

 

(説明資料) 
○平成 18 年の経済財政諮問会議における課題（与謝野議員提出資料） 

○二階議員提出資料 

○中馬臨時議員提出資料 

○規制改革・民間開放の成果と今後の方針（宮内規制改革・民間開放推進会議議長提出資料） 

○歳出・歳入一体改革の考え方（有識者議員提出資料） 

○歳出歳入一体改革に向けて（論点）（竹中議員提出資料） 

 
（配付資料） 
○平成 18 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成 18 年 1 月 20 日閣議決定） 

 
（概要） 
○今後の諮問会議の進め方について 

（与謝野議員） 今後の諮問会議の進め方について御説明する。 

   まず総論として、第１に、景気回復基調の維持・強化とデフレ克服に向けた取組、
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第２に、「財政健全化」と「成長力・競争力強化」に向けた新たな挑戦、第３に、

経済財政の今後の選択肢や中長期的な構造改革の道筋をわかり易く示し、国民の理

解を深め、合意の形成に努めることを挙げている。 

   その上で、「取組みを強化すべき課題」として３つのテーマを掲げ、実行可能な

事項は幅広く平成 18 年基本方針に盛り込み、更に改革の推進体制を強化し、フォ

ローアップの実施とともに、今後の取組を加速する。 

（二階議員） 経済産業省で策定を進めている「新経済成長戦略」について説明する。 

まず、国際競争力のある強い日本経済を目指すことが必要である。 

   次に、人口が減少する中でも、新しい成長を実現していくことが重要である。成

長の鍵は、21 世紀の世界の成長センターであると言われているアジア諸国との共存

共栄の中で成長を図るという「国際産業戦略」、一方、地域の発想とやる気を最大

限に生かす「地域産業戦略」の二本柱が必要と考えている。 

   次に、改革の向こうに何があるか、明るい未来があることを国民に示したいと考

えている。 

   １月 25 日産業構造審議会新成長政策部会において、策定のための審議を始めた

ところであり、３月までには中間とりまとめ、５月までには最終とりまとめを行い

たいと考えているが、逐次、経済財政諮問会議にも報告しながら、いろいろご意見

を頂きたい。 

（与謝野議員） 経済財政諮問会議としても、グローバル戦略を今年の春を目途に策定

する予定であるので、ただいま説明があったお話も伺いながら、とりまとめたい。 

（吉川議員） 与謝野議員のペーパーの２枚目に「政策、予算等にかかる評価システム

（ＰＤＣＡサイクル等）の確立」とあるが、「骨太の方針」も例外ではない。構造

改革を進めるためには、「骨太の方針」を中心にして、Plan-Do-Check-Action（Ｐ

ＤＣＡ）のサイクルを着実に進めていく必要がある。 

   こうした考え方に立って、昨年から、民間議員を中心とした点検委員会が「骨太

の方針」に盛り込まれた事項の取組状況を包括的に点検するという取組みを行って

いる。本年も、「基本方針 2005」の取組状況を点検して、その結果について３月下

旬を目途に諮問会議に報告した上で、「基本方針 2006」へ反映させるようにしたい

ので、関係各位のご協力を賜りたい。 

（与謝野議員） 今後の諮問会議の進め方については、基本的にはお示しした案で御了

解いただけたものと思う。本日頂いた御意見等は、議題として取り上げる段階でし

っかり議論したい。 

「基本方針 2005」の総点検の結果については、３月下旬をめどに諮問会議に御報

告いただき、「基本方針 2006」のとりまとめに活かしていきたい。 

（中馬臨時議員、宮内規制改革・民間開放推進会議議長入室） 

 

○規制改革について 

（中馬臨時議員） 規制改革については、昨年の 12 月に規制改革・民間開放推進会議

において第２次答申をとりまとめ、政府としても、直ちに答申に示された具体的施

策を最大限尊重する旨の閣議決定を行った。この答申では、「お役所仕事改革」の

重要な仕組みである、いわゆる市場化テストの対象事業の拡大や、医療分野などで

前進を見ることができた。また、教育分野については、私と小坂大臣の折衝も行い、

生徒・保護者による公立学校の選択制の普及促進などに関し合意を得ることができ

た。 

   市場化テストの本格導入のための法案、「公共サービス改革法」は、２月上旬の
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国会提出を目指して、現在、政府部内、与党との最終的な調整を鋭意進めている。

また、昨年 12 月の諮問会議で議論に上った「まちづくり３法」については、競争

の抑制や既得権擁護により、施策の意図とは反対に地域が疲弊することが生じない

よう、推進会議の答申の内容に沿った運用について、しっかりフォローアップする。 

   最後に、規制改革の今後の進め方だが、平成 18 年度は、構造改革の重点強化期

間の最終年度であると同時に、規制改革・民間開放推進会議の最終年度でもある。

このため推進会議では、できる限り多くの具体的成果を上げるべく、例年よりもス

ピードアップして検討を進める準備に着手していただいている。 

   今後とも、諮問会議の皆様方の一層の御支援をお願いする。 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長）  昨年 12 月にとりまとめた規制改革・民間

開放推進会議の第２次答申の成果と今後の課題について御説明する。 

    これは第２次答申だが、当会議の最重要課題である市場化テストについて法案を

本通常国会に提出することを盛り込み、早期の法案提出に向けて中馬大臣に御尽力

いただいている。 

    初期の対象事業には、ハローワーク、社会保険庁、雇用能力開発機構等の関連業

務、市町村の窓口業務といった地方自治体での実現を可能とする事項も盛り込むこ

とができた。 

   その他の重点分野では 118 項目の成果を上げることができ、特に医療、教育では、

総理のリーダーシップ、中馬大臣の支援を頂き、長年の懸案であった事項が進展し

た。 

    今後、これらの成果が３月末に予定されている規制改革・民間開放推進３か年計

画において確実に政府決定されることが重要であり、これの監視作業が私どもの仕

事だと思っている。 

   一方で、通信・放送、農業、教育分野をはじめ、まだまだ多くの重要課題が積み

残されている。当会議は来年３月に設置期限を控えており、改革を加速するため、

当面の最重点課題を早急に選定し、本年６月をめどに成果を答申にとりまとめたい。 

    また、市場化テスト法の早期成立、施行により、第三者機関を早期に稼働させ、

制度の本格導入を推進することも重要な課題と考えている。 

    次に、積み残された課題について主なものを例示した。官業改革については、一

つ一つの中身を見ると、非効率で無駄な事業も数多くある。市場化テストも活用し

ながら、できる限りインパクトのあるものを取り上げていくことが次の仕事だと考

えている。 

    医療、福祉、保育、教育、農業に加え、放送・通信などの分野では、官がサービ

スの提供者を限定し、これを国民に与え施すという、供給者の論理の市場になって

いる。これを、消費者、利用者などの受益者を中心とした制度へと転換するための

多くの課題が残されている。さらに、長年主張してきたが、行政の役割を事前の規

制から事後チェックへと転換させ、公正な競争ルールを策定し、市場の監視を強化

していく。これは規制改革の大きな課題である。競争監視の機能、体制について行

政のあり方を抜本的に転換させるような見直しの検討が必要な時期ではないかと

考えている。 

    これら多くの課題の中から最優先で取り組む重点事項を早急に選定する。その際、

教育バウチャー、農協改革など、「骨太の方針」で既に閣議決定されているテーマ

については、重点的に推進すべきと考えており、引き続き経済財政諮問会議と密接

な連携を図っていきたい。 

    最後に、昨年末の諮問会議で議論された、都市計画法の改正による大規模集客施
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設の立地規制の問題について申し上げる。 

    私どもの会議としては、事業者間の公正な競争を通じて消費者、利用者の選択・

利便が図られることが最も重要であると考えている。第２次答申は、このページに

抜き書きしてあるが、今回の法改正案はこれに沿ったものであると理解しており、

一定期間後の見直し規定も設けられたことから、制度運用においても答申の内容が

確保されるよう監視していくのが、私どもの務めである。 

（与謝野議員） 大型店の立地規制については、昨年末の諮問会議において有識者議員

から問題提起がなされ、総理から議論の場を用意するよう御指示があり、先月 18

日に党と有識者議員との懇談会を設けた。懇談会の件も含め、有識者議員から御発

言を頂きたい。 

（本間議員） 党と非常に有益な懇談の場を与えていただいた。その中で、中心市街地

活性化の重要性や関係者の御努力、意欲についてお伺いし、理解を深めたところで

ある。 

   本件については、法改正の取組を進めていただければと思うが、今後どのような

形でこれが有効に機能するか、規制改革・民間開放推進会議の答申あるいは構造改

革に反しないような形で進めていくことがぜひ必要である。したがって、見直し条

項も含めて、法改正後の関係法令の運用に当たっては、需給調整や既得権の擁護に

ならないように留意し、きちんとしたＰＤＣＡサイクルを行い、しっかりと見直し

ていくことをお願いしたい。また、党との懇談の場を、これをよいケースとして今

後とも機会を与えていただければ我々としては非常にありがたい。 

   規制改革・市場化テストの推進は「小さくて効率的な政府」を実現するとともに、

官製市場の改革・活性化等を通じた成長市場の創出等において重要であり、規制改

革・民間開放推進会議におかれては、引き続き諮問会議とも連携しながら、改革を

積極的に推進していただくようお願いしたい。 

   また、予算措置等の問題についても、我々は説明を受けているが、新しい地域活

性化のための認定のあり方が今後とも非常に重要になると思うので、ぜひ公の場等

できちんと議論しながら活用されることを願っている。 

（与謝野議員） 今の御発言は、私がとりまとめようとしたものと全く一緒なので、以

上をもってとりまとめとしたい。 

（小泉議長） 最近、ライブドア問題や耐震強度偽装問題で、あたかも小泉内閣が進め

ている規制改革のせいだという議論が言われているけれども、そうではない。あれ

は別問題で、今後とも規制改革や市場開放・民間開放を進めていかなければならな

い。これはきちんとやっていくので、よろしくお願いする。 

（吉川議員） 宮内議長提出資料の１枚目に、重点６分野の１つとして、医療の改革、

中医協の改革がある。諮問会議でも中医協の改革にかかわってきたが、これは大変

いい方向で改革がなされたと思っている。 

   改革後の初仕事ということで、現在、医療機関での領収書の発行義務付けの問題、

あるいは後発医薬品の促進ということが議論されているが、私たちとしては、これ

が当初の改革の目的に沿うような形でまとまることを期待している。そもそも中医

協改革は、総理が今言われたように、いい方向に改革が進むように組織を改革する

ということで、政府としても取り組まれたと認識している。組織がそういう形で変

わったのだから、そこでなされる仕事も、所期の目的どおり改革の方向に沿ったよ

うに行われることを期待している。 

（与謝野議員） これも先ほどのとりまとめの中に入れる。 

（中馬臨時議員、宮内規制改革・民間開放推進会議議長退室） 
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○歳出・歳入一体改革について 

（本間議員） 民間議員ペーパー「歳出・歳入一体改革の考え方」を御説明する。 

   現在の我が国の財政は、いろいろな意味で大変深刻な状況に来ている。今後の構

造改革における最優先テーマとして、きちんと取り組んでいくことが必要と考えて

いる。「財政健全化」と「成長力・競争力強化」を「車の両輪」として、国民経済

に最も大事な「活力・安全・安心」を同時に達成する道筋をまとめ、国民に提示し、

工程表をきちんと決めていくことが重要である。 

   その考え方の下で、歳出・歳入一体改革を具体的にどう進めるのかということが、

必ずしもこれまで整理されていなかったので、その流れをこのペーパーで書いた。 

   まずマクロ経済と財政運営ルールをどう考えるのかということについて、マクロ

経済の前提としては、デフレ克服をきちんと実現しつつ、成長力・競争力の強化に

よって継続的に潜在成長率の上昇に努めて、しっかりとした体力をつけていくとい

うことが重要である。潜在成長率をどのように想定するかについては、人口の問題、

技術進歩の問題あるいは需要の変化の問題など様々な要因がある。期間の問題をど

のように考えるかによって変化するわけだが、“堅実”な経済前提を置いて、歳出・

歳入一体改革と財政運営を実行していく必要がある。 

   歳出・歳入一体改革の具体的イメージはこれまで議論してこなかったわけだが、

歳出・歳入一体改革は、いかなるプログラムをコンテンツとして、ラインナップし

ていくのか今の段階から確認していく必要があると思う。当然のことながら、フロ

ーの歳出の合理化・削減プログラムをきちんと作っていくことが大前提であり、併

せてストック面にも係わる特別会計・特定財源改革、あるいは資産・債務改革を数

値目標化して、明確にプログラム化することも必要になってくる。さらに、これま

で議論してきた国と地方の総人件費抑制プログラムも一緒に提示していく必要が

ある。 

   その上で、我が国の税・財政構造は、完全雇用あるいは資本の完全利用を前提に

した潜在成長率の下でも構造的不均衡が存在していると考えるのが妥当なので、歳

入面の税制改革プログラムの策定も必須の条件であると考える。 

   この５つのプログラムをセットにし、資金の流れを整理しながら歳出・歳入一体

改革の選択肢と工程表を明らかにすることが求められていると思う。経済は生き物

である。その変化の中で、潜在的成長率を安定的なトレンドとして想定していくの

だが、まず、資産・債務改革は、先ほど挙げたプログラムの中で数値目標化し、そ

の成果について、原則的に債務残高縮減に役立てていくことが求められる。景気が

下振れする場合には、資産・債務改革等の成果をリスク対応財源として臨時的に活

用して、下振れを抑えるということが、その時々に必要になるということも十分想

定しておく必要がある。逆に上振れする場合には、時として歳出拡大要求につなが

ってくる危険性がある。そういうことを厳格に制御して財政再建のスピードを早め、

目標を前倒しで実現する、将来起こり得る下振れに対処しながら、着実に財政健全

化に向けた努力をしていくことが求められると思う。 

   財政健全化の具体化について、どのような形で時間軸と目標を設定しながら進め

るのか。先ほど申し上げたとおり、現在の財政は持続可能ではないことと同時に、

世代間の負担の公平性という観点から非常に大きな問題がある。その点で時間軸、

目標を具体的にはっきりさせていかなければならない。 

時間軸については、財政健全化は高齢化のピーク時である 20 年後を視野に置く

とともに、５年程度のスパンで着実に期間設定をし、工程を管理していくことが必
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要である。その際、プログラムと実績を突き合わせて、その時々の状況をしっかり

と把握して、改革を加速していくために、フォローアップ体制をしっかり強化し、

体制面でも裏付けをしておくことが求められる。 

   財政健全化の目標について、我々は 2010 年超で基礎的財政収支の黒字化を掲げ

ているが、これは第一段階として確実に実現しなければならない。しかし、これだ

けでは、恐らく不十分である。債務残高／ＧＤＰ比の引き下げ等を目指した基礎的

財政収支の黒字幅の目標設定なども考えていかざるを得ない。債務残高の目標につ

いては、資産・債務改革の成果を反映していくことはもちろん、その際にグロスの

債務だけではなく、政府債務と政府資産の差である対民間純債務の大きさを見なが

ら進めていくことも重要な課題になる。 

   「小さくて効率的な政府」と一口に言っても様々な考え方がありうる。その相違

によって、かなり意見が対立する危険性もある、社会保障制度を例にとると、それ

を今のままで維持するのか、あるいは相当規模の縮減をするのかによって負担の面

でも大きな違いが出てくる。そのような具体的な選択肢を分かりやすく示していく

ことが必要になる。 

   国と地方の権限と責任を明確にした上で、現在は国と地方を合わせた基礎的財政

収支を目標にしているが、これからは、国と地方それぞれの目標を掲げながら進め

ていく。この調整は難しい問題を抱えているが、ぜひやっていかなければならない

テーマだと思う。さらに、社会保障基金について、これまでは国と地方の基礎的財

政収支を問題にしてきたが、高齢化の流れの中で、一般政府の重要な構成項目であ

る社会保障基金の負担・給付の動き方、さらにはその裏側にある将来の未積立債務

を含めた資産・債務管理の目標設定が必要になってくる。 

   我々は今、ＧＤＰに対する財政健全化の目標を設定しているが、経済がグローバ

ル化をしたり間接税の比重が変化すると、ＧＤＰや国民所得は必ずしも適切な指標

ではない。例えば、海外部門からの所得収支が黒字化するときに反映されない、あ

るいは、間接税、消費税を引き上げたときに、分母の方向には影響せず、分子の方

向だけに影響するということがあり、このバイアスをどのように取り除くかという

ことは１つの大きなテーマになる。したがって、従来の指標との連続性を考慮しな

がら、ＧＮＰの併用など工夫して進めていくことが求められる。 

   メインのプログラムである歳出合理化・削減プログラムのテーマ設定については、

従来の一律的、減分主義的な削減手法は、歴史的な所与の条件に規定され、メリハ

リある配分を実現するという点で障害になっている。この点について、各社会保障、

公共投資、その他歳出、地方交付税、利払い費等、主要な項目については、新たに

プライオリティ付けをしていくことも積極的に取り入れていく必要があると考え

ている。 

   社会保障についても、これまでの自然体の流れの中でやるということだけではな

く、真に必要なサービスの範囲や効果を考慮しながら、これからの姿を複数のメニ

ューの中で提示していくことも必要になってくる。公共投資は、これまでその改革

を進めてきたわけだが、最近の談合事例等を考えると、国民の理解はなかなか得ら

れないものがあると思う。その点で、まだ我が国はストック及びフローの両面にお

いて高いので、ストック及びフローの両面から国際的水準を踏まえて抑制していく

ことも必要である。 

   地方財政、地方交付税制度の改革に当たっては、国と地方の権限と責任を明確に

しながら、地方の自立責任を通して、国と併せて歳出を厳しく削減していく努力が

必要になる。したがって、従来、財政再建団体になるまでは十分な措置等が機能し
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なかったということも考えて、ぜひ早期是正措置等の仕組みづくりについても、積

極的に考えを展開していくことが必要である。 

   さらに、重複する支出が非常に多く、国と地方の重複行政、社会保障の医療、年

金、介護等の重複は様々な形で行われているし、研究開発等においても、複数の省

庁が重複しているのも事実である。この辺りをきちんと仕分けをしながら、効果の

ある歳出・歳入削減合理化を実現しなければならないと考えている。 

   ストックの公債管理において、どのようにＰＤＣＡサイクルを確立しながら利払

い最小化を実行していくかが、また重要な課題になっている。この点についても十

分な対応が求められる。 

   抜本的な歳出合理化・削減プログラムをどの程度実行するかということと、真に

必要な行政サービス水準を維持するために国民が負担増を許容するのか、あるいは

行政サービスを引き下げるのか、こういう問題について、先ほど申し上げた事例も

含めて、各プログラムをセットにしたトータルな改革プログラムを選択肢として国

民に提示する努力をしなければならない。 

   その上で、それぞれの選択肢に対して、国民負担の必要額を明確にしながら税制

改革に取り組んでいく、全体としての税制改革の規模とその内容をパッケージ化す

る、という作業が必要になってくる。グローバル化の中で、経済資源が我が国に入

ってくる、あるいは、我が国の資源が外に極端に出ない形での「経済活力」の両立

を図っていくということが必要である。また、分配面における細心の配慮もしてい

るということを国民に示すという意味で、所得分配面の考え方、資産分配への考え

方を明示していく必要があると考える。 

   いずれにしても、歳出・歳入一体改革を実現していくためには、国民の理解が最

も重要である。多様な媒体を活用し、国民の声を直接的、間接的に聞きながら、我々

として十分な説明責任を果たしていく必要があると思う。 

（谷垣議員） 今、説明されたペーパーの「マクロ経済の前提」について、リスク要因

を考慮して堅実な経済前提を置いて議論せよというのは、従来から私も申し上げて

きたところであり、こういう考え方で進めていただきたいと思う。 

   インフレによって名目成長率が高まる場合には、年金の物価スライドによる給付

額の増加等の歳出拡大が見込まれる、金利上昇による利払い費等の増加も見込まれ

る、ということも留意していく必要がある。国・地方の長期債務残高がＧＤＰ比

150％を超えている状態の下では、金利上昇による財政悪化のリスクは大きいと言

わざるを得ない。したがって、膨大な水準にある債務残高をＧＤＰ比でいかに引き

下げていくか、ということが大きな課題と考えている。 

   歳出の合理化・削減については、聖域を設けることなく歳出改革を行っていくべ

きという点は全く同感。私としても財政制度審議会に対して、例年より前倒しして

来週から審議していただくことをお願いしているので、審議内容を諮問会議でも報

告していきたいと考えている。 

   財政健全化に向けて様々なプログラムについて考えるべきであるという指摘が

あったが、特別会計・特定財源改革、資産・債務改革、総人件費抑制については、

昨年来この会議でも相当に議論が積み重ねられ、政府としての基本方針も決定され

ているので、それらの方針に沿った改革を着実に実現し、その成果を十分に反映し

ていく必要がある。 

   今後、財政あるいは社会保障制度に対する持続可能性に対する信認を高め、国民

の安心・安全を確保する必要があるわけだが、歳出・歳入一体改革はそれにつなが

っていくものなので、国民的な議論が深まるよう、６月を目途に具体的で分かりや
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すい選択肢と改革工程をとりまとめることが重要である。私としても全力で取り組

み、一緒に議論させていただきたい。 

（竹中議員） 資料の説明をする前に、事務局に１点お願いする。 

   今回、大変重要な問題について資料が出されたのだが、これが届けられたのが昨

日の深夜で、私たちが見たのが今日の午前中である。私たちは全員予算委員会に出

席しているわけで、私はこれを予算委員会の合間に見て、自分でメモを作って、そ

れで資料を用意した。要するに、諮問会議というのは、総理を中心に閣僚が民間議

員と国の将来を議論する場所であるから、それがほとんど準備できないような形で

資料が回ってくるということは、やはり事務局に責任があると思う。事務局は今後

しっかり対応していただきたい。 

（与謝野議員） 今日で議論がおしまいというものでなく、これからも議論していくも

のである。我々も一生懸命作って、ようやく昨日間に合った。 

（竹中議員） 与謝野議員がおっしゃるように今後大事な議論が続いていくと思う。今

後これでは困るということを申し上げている。我々、国会でなかなか時間が割けな

い中でのことなので、せめて前日の夕方か午後には資料を頂けるようにしていただ

きたい、そのことを事務局にお願いしたい。 

（与謝野議員） わかりました。 

（小泉議長） それは当然だ。２、３日前に渡すぐらいにすべき。間に合わなければ諮

問会議を延期すればいいのだから。 

（竹中議員） 今日の民間議員ペーパーは、いろいろと慎重に配慮し包括的に書いてい

ると思う。とりわけ成長力の強化、活力の強化という点を重視し、そして債務の管

理については、グロスとネット両方にちゃんと留意し、そして国債管理の強化でＰ

ＤＣＡを進めるということを書いている。今まで必ずしも十分議論されていなかっ

た重要な方向について明示をしたということは、評価できると思う。 

   その上で、このペーパーについて何点か確認したい。 

まず第１に、「“堅実”な経済前提を置いて」ということだが、「堅実」の反対は

「放漫」であろうから、放漫な前提ではこれはもちろんいけないと思う。ただし、

「堅実な前提」というのが、私は決して「慎重な前提」とか、「控えめな前提」で

あってはならないと思う。思い切って改革をする、そして思い切って経済をよくす

る、という見方もあるわけだから、そこはやはり現実的に考えていくべきではない

か。何が現実的かについてはもちろん意見が分かれると思うが、そこはやはり、慎

重・控えめではない、いろいろな考え方が反映されているということが前提であろ

う。 

   次に、２ページ目の③で、国・地方それぞれの目標を掲げろという指摘は正しい

と思う。地方にとっては大変だと思うが、地方財政はどのような目標を立てるか私

も真剣に議論したい。もちろんその際に重要なのはフローの目標、つまりＧＤＰ比

の赤字だけではなく、ストックの目標もその中に入れるということだと思う。なぜ

ならば、国の債務残高は、今はＯＥＣＤ平均の 2.2 倍あるから大変だが、実は、地

方の債務残高はＯＥＣＤ平均の 5.9 倍もある。このように、フローで見ると地方財

政の方が少しいいように見えるが、ストックで見ると地方の方が悪いという姿があ

る。だから、フローとストックの観点から、国と地方を見る必要があるということ

だと思う。 

地方交付税については、ご承知のように、本間議員にも入っていただいて大変抜

本的な議論をしているので、その議論をぜひ反映できるようにしたい。ただ、社会

保障や公共投資と同じ序列で地方交付税が出てくるというのは、正確ではないと思
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う。社会保障は最終支出だが、地方交付税は中間支出だ。例えば、あえて極端な議

論をするが、地方交付税をゼロにして、それと同額の地方債を発行するということ

もできる。また地方交付税をゼロにして、それと同額の税源移譲を国から地方にす

るということもできる。この両方とも地方交付税は減るが、国・地方全体のプライ

マリー・バランスは何の影響も受けない。そういう改革であってはいけないわけだ

から、最終支出を減らすということと中間支出の扱いはきちんと分けて議論をしな

ければいけないと思っている。 

   それと、地方交付税制度の改革をやるが、その改革だけで国と地方の権限と責任

の明確化をすることはできない。やはり国と地方の税源配分をどうするかという、

まさに根本的な議論をしなければならないと思う。先ほどの与謝野議員ペーパーに

は税源配分の問題も明記されていたので、この観点についても当然議論がなされる

と思っている。 

   このような確認の上で、私のペーパーで簡単な整理をさせていただいた。基本的

な考え方を書き出して、私なりの頭の整理をしたつもりである。 

   まず、これまでプライマリー・バランスを 2010 年代初頭に回復させるというこ

とを目指してきたわけで、それに関する頭の整理をきちんとしておく必要があると

思う。プライマリー・バランスの回復が第一段階であるということについては合意

があるのだから、そのプライマリー・バランスの回復のために何が必要なのかとい

う議論をちゃんとやるべき。歳出の増加圧力がどれだけあるのか、その中で更なる

削減の可能性はどれだけあるのか、そして名目成長率と自然増収の可能性はどれだ

けあるのか。これについては前回、名目成長率が１％高まるだけで非常に大きな自

然増収があるという説明を数字でさせていただいたが、まず実質成長力がどのぐら

いなのか。今は２％弱ぐらいかもしれないが、私は２％程度の実力はあると思う。

そしてデフレから緩やかな物価上昇への道筋をどのようにするのか。ＯＥＣＤやＧ

７の平均からみると、緩やかな物価上昇は２％ぐらいが一般的だと思う。したがっ

て、名目成長率４％というのはまさに堅実な前提だと考えるが、その中で一体どう

いう道筋が描けるのかということだと思う。 

   そうすると、結果的にこのプライマリー・バランスを回復させるために国民負担

がどのくらい必要なのか。要増税額は、今の国と地方を合わせたプライマリー・バ

ランスの赤字 14 兆円に対し、歳出削減の可能性、そして税の自然増がどのぐらい

あるのか。私はこういう頭の整理をきちんとしてみる必要があると思う。 

   その上でプライマリー・バランス回復後の長期シナリオをどうするかという問題

について。これはもちろん重要であり、民間議員や谷垣議員が言われるように、や

はりＧＤＰ比で見た国債の比率を下げるという目標を明確にしていくべきだと考

える。この点は賛成である。また 10 年、20 年という長期を考えるということも賛

成だ。そして、その時に純債務と粗債務、これらを明確に分けなければいけないと

思う。このことは言い方を換えれば、国の資産の売却によって国債残高をどれだけ

減らすのか。残高を減らすのが目標ならば、その目標を達成するために、資産の売

却がどのぐらい責任を負うのか。これらのことを、やはり明確にしなければいけな

いと思う。 

   その上で、プライマリー・バランスの黒字の目標をどのように置くのか、そして

その工程をどのように置くのかということが、今後一番わかりやすい議論になって

くると思う。なぜならば、後で議論になる名目成長率と名目金利が一応同じだと仮

定するならば、またプライマリー・バランスの黒字が例えばＧＤＰ比２％であるな

らば、毎年、債務残高はＧＤＰ比で２％ずつ減っていくわけだから、20 年で 40％
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減るということになる。プライマリー・バランスの黒字がＧＤＰ比１％であれば、

債務残高は毎年ＧＤＰ比１％減っていく。これがやはり国民にとって一番わかりや

すい議論だし、納得していただける議論になっていくと思う。 

   名目成長率、名目金利の関係は後で申し上げるが、目標実現のための歳出の管理

をどうするのか、更なる国民負担増の必要性をどう考えるのかという道筋、これら

の点は恐らく本間議員と同じ考えだと思うが、骨の部分を書くと以上のようになる。 

   少し長くなって恐縮だが、あと２、３分だけ、名目成長率と名目金利の議論が混

乱しているように思うので、ぜひ整理をさせていただきたい。 

   この問題に関して、世間の関心は大変高まっているわけだが、専門的な知識を欠

いた混乱した議論が、とりわけジャーナリズムで見られるのが大変気になる。 

   例えば、先般の毎日新聞の社説だが、「名目金利は名目成長率にインフレ率を足

したものである」と書いてある。無茶苦茶な議論だ。この諮問会議の議論が注目さ

れているため整理をしたいと思うが、我々が考えなければいけないのは３つだと思

う。 

   １つ目は、長期的なファクトとして、名目成長率と名目国債金利の関係はどうな

ったのかという問題。２つ目は、理論的に何か確立された考え方はあるのかという

こと。３つ目は、当面どうなっていくか、我々の政策でどう考えるかということ。

この３点だと思う。 

   では、まず長期的なファクトはどうかについて。私が経済財政政策担当大臣をし

ていた時のアメリカのＣＥＡ委員長で、今、ハーバード大学教授のマンキューとい

う有名な経済学者がいる。マンキューがＣＥＡに入る前に、「デフィシット ギャン

ブル」という大変有名な論文を書いているが、その中でマンキューは過去 120 年、

過去 70 年、過去 50 年のアメリカの国債金利と名目成長率の関係を整理している。

答えは簡単で、過去 120 年の場合も、70 年の場合も、50 年の場合も、いずれも成

長率が国債金利を上回っている。ミシュキンが、国際的な比較を行っているが、他

の主要国についても、成長率の方が金利より高かったということを明らかにしてい

る。 

   では、日本はどうなのか。実は、この問題は、質問主意書で民主党から問われた

ことがある。それに対して閣議決定を経て、政府が答弁書で書いているのは何かと

いうと、我が国の状況を国際通貨基金の国際金融統計を用いて、名目成長率と名目

金利の両者の比較が可能な 1966 年から 2003 年までの平均で見ると、名目金利の方

が名目成長率を下回っている。つまり、日本においても歴史的なファクトとして成

長率の方が高いということになっている。アメリカも他の主要国も日本も、成長率

の方が名目金利より高かったというのは、ファクトだと思う。 

   では、理論的にはどうなのか。この点で日本の専門家の間に混乱があるように思

われる。通常、経済学者が引用するのは、経済成長理論において、いわゆる長期均

衡の定常状態では名目金利が名目成長率を上回るということ。しかし、重要なのは、

この際の金利というのは、民間の金利であって、いわゆる国債金利ではない。民間

の金利より国債金利の方が低いわけだから、この長期の理論をそのまま国債の金利

と成長率に当てはめるのは間違っている。少なくとも私の知る限り、いわゆる成長

理論から名目成長率と名目国債金利の関係について確立された考え方はないとい

うのが基本的な見方なのではないかと思う。 

   そして、そもそも成長理論でいう定常状態というのは、100 年待っても、1000

年待っても、１万年待っても多分来ない。今まで西暦 2000 年の中で定常状態が実

現されたことなどなかったわけだから、こういう意味でも理論を単純に引用する今
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の議論は誤っている。 

    したがって、当面どうかということだが、これは名目成長率も国債金利も両方高

くなったり、低くなったりする。長期的には、名目成長率の方が高かった。である

ならば、国民にとってできるだけ有利なように、できるだけ成長率を高くする。そ

して国債金利をできるだけ低くする。そういう努力をするということに帰結するの

だと思う。私のペーパーの中の、名目成長率を高く、国債金利を低く保つための施

策、これこそがこの諮問会議で集中的に議論されるべき問題だと思う。 

   民間議員ペーパーでは国債管理のＰＤＣＡについて議論しているが、例えばイギ

リスでは、国債管理庁という国債金利を低く抑えて国債管理をするための仕組みを

作っている。また、シンガポールや韓国でも、資産や負債の管理のため、新しい専

門家を集めて仕組みをつくっている。そういうことを参考にしながら、やはり国の

将来のための大きな議論をするべきであろう。 

（福井議員） 今後の最も重要な課題である財政再建を本当に確立していくプロセスに

ついて、またそのマクロ的なアプローチについて、少し実践的な角度からコメント

を申し上げたい。 

   今後の財政再建プロセスは、総人口が減り続け、少子高齢化がさらに加速すると

いう逆風の中で、確実に実現していかなければいけない。こうした状況の中で一番

難しいのは、日本経済の実力としての実質潜在成長能力を上げていくということだ。

これは非常に難しい課題であるが、日本経済のこの先の活力を高め、財政再建を確

実に実現していく上で最も欠かせないことでもある。政策のポイントは、少なくと

もマクロ的なアプローチとしては、潜在成長能力をいかに上げていくかということ。

この点は、いくら強調されても余りあるものだろうと思う。 

   もう１つ、財政再建との関係で言うと、税収の増加とより関係が深いのは、恐ら

く、名目成長率より実質成長率の方ではないか。したがって、税収増、そして財政

再建のルートを強化するためにも、やはり潜在成長能力を上げることが一番大事だ。 

    次に大事なことは、実質潜在成長能力を上げながら、これを現実の実質成長とし

て実現させていくことだ。しかも、それが大きな景気変動の波を打たず、極力安定

的に実質成長を実現していくということが非常に大事である。なぜ安定しているこ

とが大事かというと、企業が安心して長期的な設備投資をできるようにしないと潜

在成長能力も上がらないからだ。これからは、イノベーションを伴った企業の長期

的な視点と投資が一番重要になってくる。したがって景気の波動のなるべく少ない

実質成長を実現していく。このため、物価の安定を前提とした景気調整が非常に大

事だということになってくると思う。それが実現すれば、長期金利の不規則な変動

も最小限にとどめられる。長期金利の安定も確保され、それがまた、企業の長期的

な設備投資を誘発するというメカニズムになるだろう。 

   非常に難しい過程だが、こうしたメカニズムをうまく長期的に作動させれば、結

果的に名目成長率も望ましいものが実現できるのではないかと思っている。 

（吉川議員） 我々も歳出・歳入一体改革に取り組んでいるので、竹中議員からの御発

言、資料について、幾つか意見を言わせていただきたい。 

   １つは、たった今、福井議員からお話があったが、今後、歳出・歳入一体改革を

進めていく上で、名目成長率と実質成長率を分けて考えることが大切なのではない

かと考えている。名目成長率をある程度以上に上げていこうというのは、谷垣議員

が先ほど御指摘になったことの中にもあるが、要はインフレ率を上げるということ

である。実質成長率については、竹中議員は、政府の 2011 年で 1.7％ よりはもう

少し高く、２％ぐらいと書いているが、私もひょっとしたらそうかなと個人的には
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思っている。 

    実質成長率をきちっと上げていくことは、先ほど二階議員から御説明のあった経

済産業省の戦略等で対応する。これは国民全体にとって大変いいことなので、技術

進歩や人間力というような実質成長率にかかわるところをしっかりと上げていく。

これは経済にとっていいことだが、実質成長率を仮に２％とすると、名目成長率と

実質成長率の違いは、要するにインフレ率なので、竹中議員は言われていないが、

名目成長率を仮に５％とすると、ＧＤＰデフレーターで見たインフレ率が３％にな

る。 

    竹中議員の資料にも若干関係するが、ＧＤＰデフレーターと消費者物価指数（Ｃ

ＰＩ）で見たインフレを比べるとこれは幾つかのテクニカルな理由により国際的に

見ても 0.5 ％ぐらい、消費者物価で見た物価上昇率の方が高くなる。そのため名目

成長率５％を目指すということは、消費者物価でいうと、3.5 ％のインフレを目指

すことになる。これは実質２％成長を仮定しての話である。これが政策として正し

いのかどうか、これは議論の余地があると思う。 

   いずれにしても、今後経済政策を議論する際には、名目の成長率と実質の成長率

をはっきり頭の中で分けて、人口減少の下でも技術進歩やイノベーション等で、政

府の見通し 1.7 ％、あるいは２％ぐらいの実質成長率を実現することが重要である。 

    竹中議員の資料に戻るが、これは以前の会議で竹中議員から御発言もあったが、

名目成長率を高めると税の自然増収が見込めるとある。これは我々の目から見ると、

やはり一方的ではないかと思う。例えば、社会保障等は物価スライド制になってい

るので、インフレ率が高まれば、社会保障給付費も増え、歳出も伸びる。それから、

後ほど言及するが、金利の長期的な水準は別として、名目成長率が高まれば名目金

利が上がっていくことは、誰も否定できない。その場合には、国債費も上がってい

く。したがって、歳入増や税収が増えるということだけを強調するのは、やはり問

題だと考える。 

    資料の「国民負担増の必要性」のところで要増税額という式があるが、これも私

の目から見ると正確ではない。14 兆円というのは、プライマリー・バランスをゼロ

にもっていくために必要な額だが、仮に、この 14 兆円を歳出カットで達成しよう

とすると、経済に負荷がかかるので、14 兆円よりは多い額が要対応額になる。また、

税の自然増は書いてあるが、先ほどから話している歳出の増が式には出てこないで、

歳出削減というところに埋もれてしまっている。それも問題ではないかと思う。 

   以上まとめると、今後この議論をしっかりやっていくためには、実質成長と名目

成長をしっかり分けて、現在の目標である実質成長率 1.7％ 、あるいは２％、そう

いうものをしっかり実現する。これは経済政策として正しく、しっかりやっていく。

その上で名目成長をどれぐらい見込むのかはまた議論のあるところであるが、それ

をあまり上げるのは、要はインフレ政策だということははっきり認識しておく必要

がある。 

さて、名目成長率が高まれば名目金利も上がる。名目成長率を高く、国債金利を

低く保つための施策というのは正確に何を表すのか分からないが、名目成長率が高

まっても長期金利は不変だと、あるいは不変であるべきだというのであれば、前に

もこの会議で申し上げたとおり、長期金利というのはマーケットで決まるものだと

申し上げたい。 

   最後に、個別の問題になるが、長期的に名目成長率と名目金利がどのような関係

になるのか。これについても竹中議員からお話があったので、私の考えを述べてお

きたい。まずは長期の平均をとってみる。竹中議員の御指摘のとおり、アメリカだ
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と成長率の方が少し高くなる。しかしイギリスだと、逆に金利の方が高くなるとい

う関係が出てくる。いずれにしても私が指摘したいことは、多くの国で長い時系列

をとると、国債市場で規制がきつい時期があった。例えば、日本の場合だと、戦後

かなり遅くまで規制市場であった。民間のシンジケート等が国債を保有して、国債

をマーケットで売却するようなことを禁じていた時代もあった。要は、規制金利で

それが低くなっていた時期がかなりある。そうした時期を参考にするのは適当では

ない。 

    繰り返し話しているとおり、「官から民へ」ということは、マーケットを尊重す

ることであり、まさか規制金利の時代に戻ろうということはないはずであって、そ

うなると、自由市場で決まる金利ということになり、データの扱い等に注意が必要

だと考える。 

   もう１つ、やや細かいことで恐縮だが、竹中議員からお話があった、理論的には

どうかという点。竹中議員は、ソローの新古典派成長モデルでは民間の金利を考え

ているが、民間の金利は国債の金利よりも通常高いと指摘された。現実にはもちろ

んそうだが、なぜ高いかといえば、リスクプレミアムが違うからである。ソローの

モデルは抽象的であり、リスクは存在しない。要は国債の金利といえども、結局は

民間の資本の限界生産性、そこから決まってくるということだ。今から 200 年前、

デビッド・リカードは金利は資本の限界生産力で決まると一言で言ったが、そのと

きの金利は、もちろん国債金利を指していた。竹中大臣はまた、新古典派成長理論

は定常状態で議論しているが、定常状態はネバーネバーランドで、永遠に実現しな

いような状態ではないかと言われたが、そうではない。資本があり余ったいわゆる

「黄金律」の水準より資本・労働比率が低い限り非定常状態でも金利は成長率より

も高くなる。やはり、理論の世界では、金利の方が成長率よりも高いというのが通

常の理解である。 

 最後の部分は大変細かいことで、こうした会議で申し上げるべきことではなかっ

たかもしれないが、竹中議員からお話があったのでお答えした。 

（竹中議員） 吉川議員は、名目５％成長は疑問だと言われたが、私は、５％という数

字は言っていない。しかし、言葉の端々から、４％ぐらいは当然だ、あり得るとい

うことを吉川議員も思っているように感じられる。実質成長率２％、物価の上昇率

２％は、ＯＥＣＤの平均から比べて普通のことであり、インフレを考えているわけ

では全くない。名目成長率のことを言うとすぐインフレにすりかえる方がいるが、

そこはそうではなく、今日その意味で、４％くらいというのをあえて堅実なという

ふうに申し上げたわけであるが、今後どうなるかということは議論していけばよい

問題だと思う。 

   税の自然増があるが、歳出の自然増もある。これは当然のことだと思う。ただ、

すべてが物価スライドしているわけではない。実質成長率を高めれば、その分ＧＤ

Ｐに占める歳出を減らすことができるので、やはり税の自然増の効果はかなり大き

いということは揺るがないだろう。 

   １点、名目成長率が上がっていくと、金利が上がっていくからその分負担が増え

るということは、実は財務省の方がよく言われるが、この議論はおかしい。なぜな

らば、それはプライマリー・バランスの意味をちゃんと理解していない議論である

から。プライマリー・バランスが回復した後で、もちろん成長率と金利の関係は問

題になるが、その場合には、金利が上がっても、その分名目成長率が上がって、Ｇ

ＤＰに対する国債残高はどのような場合も減るので、プライマリー・バランスを回

復しさえすれば、財務省がよく言われるように金利が上がっていくから大変だとい
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う議論は、間違いだ。これはやはり、プライマリー・バランスの意味を理解してい

ないと思う。 

    長期の金利はマーケットで決まる。しかし同時に中央銀行は、それに対して影響

力を与える。極端に言葉尻をとらえるつもりはないが、金利はマーケットで決まる

と言ってしまえば、これは中央銀行の存在意義が問われてしまう。ここに対して金

融政策というのは、なにがしかの影響を与えることはできるわけだ。かつ、我々が

議論するのは、100 年、200 年ではなくて、これから当面の間なので、そこは現実

的な議論に収斂させていくべきだと思う。 

   最後の議論、定常状態の議論は経済学者同士がやるものだと思うが、成長理論で

は国債の金利を前提にしていない。だから、国債の金利と名目成長率の観点から成

長理論が導かれる確立された考え方はない。現実に長期で見ると、マンキューやサ

マーズの議論は常に名目成長率の方が名目金利より高かったという歴史的なファ

クトから出発して、それで長期的に経済成長で最適な資源配分が実現されるかどう

かという高度な議論をしているので、私は議論の出発点として、歴史的なファクト

として、私が申し上げたようなマンキューらの指摘は妥当しているというふうに思

っている。 

（本間議員） 民間議員ペーパーが総務省に昨日の深夜に届いたということには驚いた

が、私が事務方に渡したのが週明けだったのが原因なので、その点については私か

らお詫びさせていただきたい。文言等で最終局面まで調整していたということなの

で、これからしっかり事前にお渡しできるよう努力したい。 

 これは確認だが、竹中議員のペーパーでは、ＣＰＩとＧＤＰデフレーターが同じ

水準であるというお考えか。 

（竹中議員） 全くそんなことない。 

（本間議員）  実質成長力２％・物価上昇率２％で名目成長率４％と書かれているとい

うことは、これはＧＤＰデフレーターとして２％を想定しているということか。 

（竹中議員） ここは考え方の整理だから、そういうことである。 

（本間議員） 先ほど話が出たように、ＣＰＩはＧＤＰデフレーターと 0.5％ぐらいの

格差がある。 

（吉川議員） 各国の中央銀行がインフレタ－ゲティングで用いているのは、ＣＰＩで

２％。 

（竹中議員） ＣＰＩで１から３％ぐらい。 

（本間議員）  ＧＤＰデフレーターでインフレ目標を掲げるのか、ＣＰＩで提案するの

かによって、ここの解釈の仕方は大分変わってくると思う。仮にＣＰＩでやろうと

すると、竹中議員の提案は実質２％成長プラス 1.5％ぐらいのレンジで今後の経済

を推移させていくという提案になる。「改革と展望」の中でも、昨年末に話が出た

ときに、竹中議員御指摘のとおり、実質 1.7％成長に対して 1.5％を乗せて名目

3.2％成長にするという整理をしている。そうだとすると、竹中議員の御提案は

3.5 ％、「改革と展望」は 3.2 ％と、0.3 ％の違いである。これは、潜在成長率を

1.7％ で見るか２％で見るかの違いであって、ほとんど相違がなくなるのではない

かということが１つの解釈としてあり得る。これが１点。 

    もう１点は、最終の名目成長率と金利のところだが、私は、金利の問題は国債金

利に限定しておらず、民間の金利にも関心を持って議論していると思っていた。 

（竹中議員） プライマリー・バランスの議論をしているときは、ずっと当然国債金利

ではないか。 

（本間議員） 財政収支という点で言えばそうだが、経済の世界の中で言えば、これは
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市場金利の部分と、そして吉川議員が言われたとおり、リスクプレミアム等の中で

小さくなる国債金利の部分の残差が存在する。先ほど理論的な整理を吉川議員が言

われたが、その差がソローのモデルでは無い。ソローのモデルを社会資本を入れて

解釈すれば、ちょうど民間と政府の資本の生産性が同じで、バイアスは生じていな

いということを前提にして議論をしている。したがって、国債金利と市場金利とい

うのは格差がないということを前提にして議論しているわけである。問題が仮にそ

うであるとすれば、少し整理する必要性があると思う。 

   もう１つ、預金しか持っていない人、あるいは預金も持っていない人が現実にい

る中で、物価が上がっていき、金利はそのまま止まるということになると、実質金

利はマイナスになる。ところが株式市場で株式保有者はインフレヘッジできるが、

持たない人はヘッジできない。日銀総裁がバブル的な要素の中でそういう不満が出

てくるのではないかと以前指摘されたのは、この点を懸念されたのだと思う。 

したがって、こういう問題を考えるときに、狭義の財政収支の問題だけで議論す

るのか、経済全体への影響を勘案しながら、この問題を議論するかによって評価は

違ってくるだろう。 

   その上で金利と成長率を分離して議論できるかどうか。この点は幾分私も吉川議

員に賛成であり、これはやはり連動するだろう。全くそれを分離することが金融政

策でできるのだろうか、あるいはその他の手段でできるのだろうか、この辺も整理

していく必要性があるという気がする。これはシミュレーションの段階で、また相

当詰めなければならないテーマだと思うが、論点だけ指摘させていただいた。 

（谷垣議員） 竹中議員のペーパーにある「14 兆円」は、平成 18 年度の国・地方を合

わせたプライマリー・バランスの赤字であると確認したい。その上で、成長率が上

がると歳出も増えてくるということを考えなければいけない。歳出削減の努力の対

象だが、社会保障費は大体１兆円ぐらい自然増があり得る。これに加え、いろいろ

な仮定があり、税収弾性値をどのぐらいにするか議論していただく必要がもちろん

あるのだが、2015 年度において１％名目成長率が高くなると、国・地方で 11.6 兆

円ぐらい税収増があるだろうと見ている。他方、歳出面では、社会保障は、物価あ

るいは賃金の上昇がある中で、大体４兆円増えるのではないかと見ている。これも

いろいろな前提がある。 

    社会保障以外の歳出についても、地方公務員の人件費、物件費等の上昇が見込ま

れるが、まだどのぐらいか算定していない。それから、金利が１％上昇すると、2015

年度時点での利払い費は 13 兆円ぐらいではないかと見ている。この辺は、またよ

く御検討いただければいいと思っている。 

（竹中議員） 手短にするが、我々は成長モデルを議論するためにここに集まっている

のではない。これから 10 年、20 年の財政健全化と経済成長をどうしようかという

観点から議論している。したがって当然のことながら、国債残高が発散するかとい

うときは、国債金利を我々は議論してきたわけで、これからも議論していかなけれ

ばいけないと思う。 

    それと、今日の私のペーパーは１つの考え方の整理として出しているから、当然、

それによってどの程度の歳出の増加があるかとか、そのときにプライマリー・バラ

ンスがどう変わっているかということは、時系列の中でダイナミックに議論するの

は当たり前の話。無理に資源配分を歪めるように名目金利を低くしろなどというこ

とは全く申し上げていない。私が申し上げているのは、名目成長率と名目金利がほ

ぼ同じぐらいの自然の運営ができるはずであるということ。そういう自然な姿の中

で議論すればいいということを重ねて言っているわけで、それはまさに堅実な道筋、
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目標なのだと思っている。その意味では、名目成長率が 3.5％ なのか、４％なのか、

4.5％ なのか、それはいろいろ議論をすればと思うが、前回の議論ないしはそれを

受けたジャーナリズムにおいて、国債金利が名目成長率より高いのは当然だという

ような議論が一方でなされかけているので、それは違うだろうということを私は今

日申し上げたかった。そのことは、ここで今述べられたとおりだと思う。 

（与謝野議員） 財政再建を考えるときにはいろいろな前提を変えて、モデルの計算と

か道筋の計算はできるわけだから、当然、竹中議員が言われたような前提の計算を

してみることはそんな難しい話ではなく、それももちろん計算はしてみる。 

   私には少し難し過ぎる議論で困っているが、いろいろな前提、金利の前提や成長

率の前提や税収弾性値をどう考えるかとか、それはパラメーターを変えて計算すれ

ばいいだけの話だが、ただ、最後に出来上がったものが世間の評価に堪えられるも

のでなければいけない。難しい経済理論でなくても、普通の国民の常識にかなった

ものを作らなければいけないと思っている。当然、竹中議員の御主張を入れたもの

も簡単に計算できると思うが、プライマリー・バランスを 2010 年代初頭に到達し

ようという話になると、歳出削減は相当深刻になる。各省はのたうち回るという感

じになって、その中で大きな歳出項目の社会保障費、地方財政等々は、本当にこん

なに切ってしまっていいのかというぐらい切らないとなかなかうまくいかないと

いう話になって、頭の痛いところである。社会保障は川崎大臣にもお願いするが、

地方財政も、こんなに切れるわけないだろうというところまでお願いするという絵

柄もできてしまう。 

（竹中議員） それは地方交付税の話ではない。地方交付税は、先ほど言ったように最

終支出ではない。地方の最終支出をスリム化するというのは当然のことで、本間議

員にも議論していただいているわけである。 

（与謝野議員） ただ、国から地方交付税という形で財政が移転しているから、その部

分を考えざるを得ない。 

（竹中議員） それは移転支出である。 

（牛尾議員） 成長の問題で、二階議員が今取り組んでおられるが、実質潜在成長力の

上昇がなければ、すべて動かないわけである。民主導型で構造改革をやった小泉総

理の結果が出ているが、これから更に潜在成長力を高める方向に総力を集中するこ

とも非常に大事だと思う。これが上がらなければ何をやってもだめである。そうい

う意味では、今日みたいなやや数字的な議論を避けながら無難にやろうというので

はなくて、少々そういう軋轢があっても、潜在成長力を上げるためにはこういうこ

とが大事だということはこの会議で議論するべきだと思う。それは税制にも関連す

ることでもあり、国際比較からも関連することであり、そういう議論も二階議員を

中心にお願いしたい。 

（二階議員） 今、牛尾議員からのご指摘の点はもっともである。私どもの成長戦略の

議論も今始まったばかりで、ここに成長率の数字を入れると成長戦略の議論が動か

なくなってしまうから、しばらくは実質成長率に関する議論は数字を入れないで、

３月いっぱいぐらいを目標にして、ご相談を申し上げられる数字を提案してご理解

を得たい。 

（竹中議員） アメリカは 10 年前、潜在成長力は２％強ぐらいと言われていた。今、

それが１％以上高まって３％強、３％の半ばと言われている。これは実質成長率で

ある。今、二階議員の取組、そして牛尾議員が言われたことは誠にごもっともで、

やはりそういう改革をしていくということだと思う。 

（牛尾議員） ぜひ調査してほしいのだが、日本の個別企業の中で先端 400 社ぐらいは、
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経営力によって、確実に１～３％成長している。そういう点も、行政が非常に学ぶ

べきところがあるのではないか。 

（与謝野議員） 選択肢を示すわけだから、３％の場合も２％の場合も、いろいろな場

合を示すことはできるが、その前提が正しいかどうか、あるいはその前提を実現す

るためには何をするのかという話になってくるのだろう。 

（奥田議員） 金利と成長率の関係については、いつから数字をとるかという時系列の

問題はあるかと思うが、諸外国と日本の数字が実際どういうふうに動いているのか、

事務局からみんなに見せていただきたい。 

（与謝野議員） 承知した。 

（小泉議長） 今日は高級な議論を聞かせていただいて面白かったが、あまり高級な議

論をすると一般国民は分かりにくい。今のような話はもっと事前に調整してほしい。

名目金利、国債金利、それから、学者の名前も出ていたけれど、そういう点も含め

てよく調整して、こうなればこうなりますよという選択肢を分かりやすく国民に示

さなければいけない。歳出・歳入一体改革は、これから国会の与野党の議論でも自

民党の総裁選挙でも必ず大きなテーマになるのだから、高級な議論はもう少し調整

して、ここには同じ認識の下に出せるように十分時間をとって事務局もやってほし

い。 

（与謝野議員） 今日は、前提の置き方、その他各項目について真剣な議論をしていた

だいた。今、総理が言われたように、選択肢は分かりやすく、具体的・現実的なも

のを作って皆様方に御議論いただき、そして国民にお示しする。 

（小泉議長） 今日は経済学の教室に出たようで、勉強になった。 

    

（以 上） 


