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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第３回） 
 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年２月 15 日(水) 17:33～18:40 

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 

 

伊藤 元重  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）歳出・歳入一体改革について 

（２）グローバル戦略について 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ グローバル戦略の全体像（有識者議員・伊藤東京大学大学院教授提出資料） 

○ 二階議員提出資料 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） ただいまから今年３回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

（プレス退室） 

（与謝野議員） 本日の議題でございますが、初めに歳出・歳入一体改革について、

その後伊藤元重東京大学大学院教授に御参加をいただき、グローバル戦略につい
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て御審議いただく予定でございます。 

 それでは、歳出・歳入一体改革について御審議をいただきます。本日は有識者

議員から、基礎的財政収支の改善に必要となる政策努力の大きさのイメージにつ

いて資料が提出されておりますので、初めに、有識者議員から御説明をお願いい

たしたいと思います。 

 なお、本資料は会議終了後に事務方が回収いたしますので、あらかじめ御了承

をお願いいたします。 

 それでは、吉川議員から御説明をお願いします。 

 

○歳出・歳入一体改革について 

（吉川議員） それでは、私から４名の民間議員の名前が書いてある試算を御説明い

たします。 

 歳出・歳入一体改革を進めていくためには、基礎的財政収支を改善するために

必要となる政策努力が、一体どれくらいの大きさなのかということについて、諮

問会議のメンバー、将来的には政府全体、あるいは国民全体でということになる

のだろうと思いますが、そのイメージを共有しておく必要があると考えておりま

す。それは歳出・歳入一体改革を建設的に進めていくために必要なひとつの作業

であると、このように我々は考えているわけであります。 

 そこで、そうした作業の手始めといいますか、第１段階として今回は政策努力

のすべてを歳出削減によって仮に行った場合を考えております。これは大変機械

的な作業であり、価値判断を含んでいないわけでありますが、各支出項目で比例

的に歳出削減を行った場合、どれくらい対応額が出てくるのか、そのことを試算

しているということであります。 

 強調しておきたいことは、我々は、今回の試算が何かおすすめかといいますか、

これをやるべきであるということを言っているわけではない、ということです。

今後、最終的には歳出と歳入両面の一体改革をする、これは当然でありますし、

また、歳出削減をするときには、メリハリをつけた歳出削減をしなければいけな

い。すべての支出について比例的に削減するというのがいいということではない。

むしろ、そうしたことは避けるべきだということですので、今回の試算はあくま

でも機械的なものである。そういうことでございます。 

 基礎的財政収支改善のために必要な要対応額について、現在、政府は2010年代

の初頭にプライマリー・バランスを均衡させる、あるいは若干の黒字化をさせる

ということで政策努力を続けているわけでありますが、こうした政策努力の延長

線上でさらに必要となる政策努力の大きさについても試算をしております。なお、

ここでの試算は、政府の「改革と展望－2005年度改定」の参考試算、そのモデル

に基礎を置いております。 

 2011年度に基礎的財政収支を均衡させるために必要な、いわゆる要対応額につ

いて、足下での基礎的な財政収支赤字、約14兆円を出発点として、これに2011年

まで今後５年間、その間に歳出増がどれくらい出てくるかを足し、それからこの
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間に経済成長するわけでありますが、当然、税の自然増収というものもございま

すので、それを引いて、さらにプラスαと呼んでいる歳出削減等をしますと、そ

の分経済にマイナスの影響を与えるため、自然増収分がその分減少するというこ

とから必要になってくる追加の対応額を足して求める。こうして得られる2011年

度に基礎的財政収支を均衡させるために必要な要対応額は、約20兆円ということ

になる。このように試算されるわけであります。 

 さらに、これはあくまでも参考でありますが、2011年から５年間延ばしまして

2015年までに、基礎的財政収支を仮にプラス２％の黒字にするということになる

と、2015年では相当大きな要対応額が出てくるということであります。 

 以下、2011年度時点の要対応額約20兆円を具体的に幾つかの経費で削減する場

合にどういうことが必要になってくるか、３つのケースについて試算しておりま

す。 

 最初のケースでありますが、裁量的な経費のみを削減する場合であります。裁

量的な経費というのは、具体的には公共投資とその他でありますが、2011年度時

点で、全体で20兆円、公共投資で８兆円、その他が12兆円の減ということになり

ます。 

 なお、ここで言っているのは国と地方を合わせたものでありますので、国の一

般会計、とりわけ公共投資についてもう少し御説明します。御承知のとおり、小

泉内閣発足直前の2000年度の決算ですと、公共投資が国の一般会計で12兆円であ

ったもの、これをＧＤＰ比で見ますと、対ＧＤＰ比約5.2 ％であって、我々も日

本の公共投資は少し水膨れしているのではないかということをさんざん言ってき

たわけであります。これを2006年には７兆円まで削減してきたわけであり、対Ｇ

ＤＰ比ですと3.7 ％になります。ここで言っているケースで、2011年度までに公

共投資８兆円減ということですと、削減後の支出規模は14兆円ということになり、

その時点での公共投資の対ＧＤＰ比は2.4 ％になります。これはアメリカの

2.6 ％を若干下回るくらいの水準ということになり、2000年の5.2 ％から比べま

すと、対ＧＤＰ比で見て半分以下になるくらいの削減ということでございます。

以上がケース１です。 

 ケース２として、公共投資とその他からなる裁量的経費に加えて人件費も削減

する場合にどうなるか試算しております。人件費がマイナス８兆円、公共投資は

マイナス５兆円、その他がマイナス７兆円となります。ケース１と比べますと、

当然ですが、人件費も削減するというわけですから、公共投資とその他裁量的経

費の削減額は、その分少なくなるということでございます。 

 ちなみに、人件費につきまして、このケースがどのような感じかといいますと、

既定の改革措置として、国家公務員について５年で５％純減ということを言って

いるわけでありますが、さらに23％削減する必要が出てくるというような削減規

模ということになります。 

 それから最後のケース３は、社会保障費も加えてすべての経費を比例的に削減

する場合です。全体でマイナス20兆円でありますが、社会保障費がマイナス６兆
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円、人件費がマイナス５兆円、公共投資がマイナス３兆円、その他でマイナス５

兆円ということになります。 

 以上ですが、最初に申し上げましたとおり、我々民間議員として、今回の試算

に基づく、こうした削減を実現することが望ましいということを申し上げている

わけではなく、歳出・歳入一体改革を建設的に進めていくためには、何らかの量

的なイメージを皆で共有していることが必要なのではないか、そういう考えで提

出させていただいたということでございます。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、谷垣大臣から御発言をお願い

します。 

（谷垣議員） 御説明を伺いましたが、要対応額と歳出削減の幾つか複数のケースが

提出されているわけですが、今、吉川先生からお話がありましたように、あくま

でこの試算はこのようにするというのではなしに、機械的な計算結果を示したも

のであるということをまず確認させていただきたい。予算審議の途中で、これは

かなり概括的なものですけれども、これから社会保障費などをどうしていくのか

という議論になりますと、多分、厚生労働大臣も私も、そういうことを考えるな

ら今年なぜやらない等言われてしまい、予算審議で立ち往生することもあるかと

思います。試算結果の取扱い等については、慎重を期していただきたいと考えて

おります。 

 その上で今の御議論の中身について申し上げますと、財政健全化に必要な基礎

的財政収支の要改善額、これは相当な大きさになってくると見込まれておりまし

て、なかなか容易ならざる健全化の道のりだなと改めて感じた次第でございます。 

 それから2015年度において、プライマリー・バランスをＧＤＰ比２％の黒字と

するための要対応額について、債務残高をＧＤＰ比で見て安定的に引き下げるた

めには、プライマリー・バランスの均衡だけではなくて、一定のプライマリー・

バランスの黒字確保を目指すことが大事なのではないかと思います。今後とも歳

出削減を徹底して進める必要がございますが、仮に要対応額を歳出削減のみで対

応しようとする場合に、それが国民生活に対してどういう影響があり得るのか、

具体的にどういう影響があり得るのか、国家としての機能にどういう影響が出て

くるのかということは、今後十分に検討させていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

（与謝野議員） 御発言あれば。どうぞ。 

（竹中議員） 前回総理から、こういう議論、専門的な議論もあるから、よく調整し

てやってくれと言われまして、私も担当者を呼んで御協力しようと思って申し上

げたんですが、結論から言って、私自身がよく理解できない数字がたくさんあっ

て、今日はこういう数字を出すのは不適切ではないか、もう少しよく調整してく

れと内閣府の事務方には申し上げたんですが、それは受け入れられなかったので、

中身についてあえてコメントをさせていただきます。 

  まず、この有識者議員のペーパーの中には、政策努力の大きさについての一つ

のイメージを明確にすると書いているわけですが、私はこういうやり方で政策努
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力のイメージが明確になるかということに関しては、そうではないと思っており

ます。なぜかというと、これはやはり数字でありますから、ここに基礎的財政収

支の均衡ということで、20兆円という要対応額が大きく出てくるわけであります

けれども、私はこの意味について事務方から説明を聞きましたけれども、よく理

解できませんでした。おそらく、５年間政策をやってきた私が理解できないのだ

から、昨日まで14兆円のプライマリー・バランス赤字と言っていて、今日20兆円

と聞いたら、国民の皆さんはわからないと思います。これはなぜかというと、何

を調整するかというときは比較する対象があるわけですけれども、その比較の対

象というのが、「今まで小泉改革を一生懸命やってきましたが、この小泉改革、御

破算でございます、もうやりません。それで結局、裁量的経費等々が伸びていき

ます」との前提に立っています。試算は、それと比べた場合にどれだけ調整する

かということを結果的に出しているわけです。しかし、国民が知りたいのは、改

革は続けていくんですと、それでも調整を要するものはどれだけですか、という

ことだと考えており、これを議論しなければいけないわけです。そうすると、こ

の20兆円というのは、前提によって、簡単に考えても、すぐ半分ぐらいにはなり

ます。裁量的な経費について、今までと同じぐらい削減していったら、すぐこの

半分ぐらいの数字にはなるわけです。私自身がよく理解できない形でこういう数

字を出されていると、誤解を招くことが大変気になりますので、そのことはぜひ

申し上げておきたいと思います。 

  それともう１つ、前回いろいろなケースがあるでしょうと、つまり、成長率が

高い場合も低い場合もあるでしょう、複数のことについてやりましょうというこ

とになったが、この試算はあくまで名目3.2 ％ケースを想定しており、そのとき

の要対応額と言うかどうかはともかくとして、成長率がもう少し高かったら、数

字が根本的に違ってくるということなんだと思います。そういう意味では、複数

の試算、シミュレーションを出すときは複数のケースについて出していただかな

いと、やはり議論が進まない。 

  ついでに言うと、細かいことかもしれませんけれども、2015年度に２％の黒字

ということを参考として出しておりますけれども、こういう目標が適切かどうか

ということについても、今後議論すればいいわけですから、大いに議論させてい

ただければいいと思います。 

  いずれにしても、この要対応額という概念は小泉改革御破算でございますと、

それからどれだけ対応額が必要かを計算しているという問題点が第１点、それと、

成長率が違うと数字も根本的に違ってきますので、その複数のケースの議論をし

ようではありませんかと、そのことは申し上げておきたいと思います。 

（小泉議長） 私も説明を聞いていてよくわからないんだよ。竹中大臣がわからなく

て、私がわからなくて、一般国民がわかるかね。専門家はわかるだろうね。一般

会計でどの程度削減しなければならないか、それを出してください。社会保障費

は今年一般会計で20兆円ぐらいでしょう。公共投資も７兆円台でしょう。地方に

対して補助金を出しても。 
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（与謝野議員） これは国と地方を合わせた……。 

（小泉議長） 国と地方がどうなるのかというぐらいを出してほしい。その方が私は

わかりやすい。 

（与謝野議員） はい、それはやります。 

（小泉議長） そうでしょう。それをお願いします。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（吉川議員） 竹中大臣からお話があったので、その点だけ私から簡単に御説明して

おきます。20兆円という数字はどのようにして出てきたかということですが、こ

れは「改革と展望」を基にしており、竹中大臣が経済財政政策担当大臣をやって

いらっしゃったときのシミュレーションなどでも、非改革ケースというのは似た

ようなやり方でやっていたと思います。 

 竹中大臣は先ほど「小泉構造改革が御破算のケース」についての試算だとおっ

しゃったが、それはレトリックの問題で、構造改革そのものが、何のエネルギー

も努力も必要としないでベルトコンベアで進んでいくなら、それがひとつのベン

チマークということかもしれませんけれども、実際にはそうではない。例えば社

会保障費の当然増のようなものがある。それを何らかの政策意図や努力によって

抑えるというのだから、そこのところに要対応という言葉を使っても、ミスリー

ディングではないのではないか。いずれにしても、このシミュレーションで最終

的にどこまで抑えなければならないかという抑えるべき目標水準は、表現ぶりは

ともかく、同じになるということだ。 

  それから竹中大臣のおっしゃった２番目の点、成長率によって数字が変わって

くるのではないか、これはおっしゃるとおりです。今回は機械的な試算ですので、

御承知の「改革と展望」参考試算に基づいて、2011年時点では名目成長率で3.2 ％

としているわけです。ただ、ほかの成長率のケース、例えば４％の名目成長率に

ついても試算はしてもらっております。3.2 ％名目成長率というのは、実質成長

率が1.7 ％、インフレ率が1.5％ 、これを足し算したものになっているわけです

が、仮にインフレ率が1.5 ％ではなくて、2.3 ％ということで４％名目成長とい

うことになりますと、2011年時点で必要になる要対応額は、20兆円ではなくて19

兆円ということになります。したがって、数字が根本的に違ってくるわけではな

く、むしろ基本的なストーリーはそれほど変わらないのではないかということで

す。 

 以上竹中大臣からお話があったので、ひとつの特別のケースについて数字を御

紹介したわけですが、もう少しいろいろなケースについてチェックするべきだと

いうのは、一般論としてはおっしゃるとおりだと思いますので、大臣からも御提

案いただいて、あるいはほかの方々からも御提案いただいて、いろいろなケース

について試算するべきだと私も思っております。 

（竹中議員） ２点おっしゃいましたが、２点目の、もし本当にシミュレーションし

ておられるのでしたら、これは諮問会議のメンバーですから事前に議論させてい

ただきたい。私は事務方をそのために呼んで、そういうケースは試算しているの
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かと聞きましたら、「していない」と言われました。これは、総理も前におっしゃ

ってくださいましたが、そういうことについては事前によく調整をしないと、数

字はひとり歩きしますよ。特に昨日まで14兆円と言っていたのが20兆円になると、

「20兆円、20兆円」と新聞は書く。今日も書いているわけで、数字がひとり歩き

することに対して、やはり注意が必要だ。シミュレーションについてはお願いす

る。 

  それと、国民の実感としましては、３年前に基礎的財政収支の赤字は28兆円だ

ったんです。３年前に28兆円、それがこの３年間の努力で14兆円になったんです。

今後この努力を前提にして、さらに何か要るのかどうか、それが私たちに求めら

れる要対応なんだと思うのです。ところが、繰り返しになりますけれども、ここ

に書かれている要対応というのは、これまでは裁量的経費を削ってきましたが、

これからは削るのをやめるだけではなくて増えていきますと。増えていくという

ことを前提に要対応額という数字になっていますから、そこはやはりもう少し意

味合いを注意して議論をしていかないと、国民に対するメッセージが伝わらない

のではないのかなと思う。 

（小泉議長） 地方への補助金の問題だとか、これを減らせばいいのかどうか、もっ

とわかりやすくやってよ。一般会計が一番わかりやすいんだ。これは経済学を専

門に勉強している人ならわかるだろうけど、やはり新聞に出すからには、普通の

常識があればわかる程度の資料を、わかりやすく書いてもらうよう努力してくだ

さい。 

  それと、道路公団民営化の時に、金利が４％で料金を返済するとなっているん

ですよ。その場合にどうなるかも入れておいてください。金利は高くても４％以

上にならないという前提で、債務を料金収入で、45年間で返済できるということ

で議論いるんです。私もたくさん委員会で質問された。経済成長が４％の場合と

３％の場合は違う。そういうものも含めて整合性をとって、一般の常識があれば

わかるような資料を出してくださいよ。よく勉強しているのはわかるけど、これ

を出したら国と地方の関係もわからないよ。 

（本間議員） 今、総理のお話がございまして、事務方を弁護するわけではないので

すけれども、ひとつの目標は、2011年に国と地方の合計としてのプライマリー・

バランスの赤字を解消することです。今、総理からは、国と地方の関係や公共投

資のお話がございました。そこはこの試算の場合には、この目標について数値的

にどういうイメージがあり得るかということで行ったものであり、それらの点は

シミュレーションを行う上でほとんど念頭に置いていない。各論のところも、い

ろいろ御議論いただいたような形で、これからシミュレーションの想定のところ

に入れ込んでいくための出発点として、これを議論しましょうというのがここで

の狙いであったわけです。したがって、どういう想定をとったとしても、恐らく

いろいろな方々から、それはおかしいとか、これはこうだというお話が出てきま

すから、ここではある意味では非常に極端なケースで、今の対ＧＤＰ比で2.8％の

14兆円を出発点にして、自然体の成長率、自然体というのは、「改革と展望」の想
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定の中で成長していったときに、2011年に「要対応額」がどのぐらいの金額にな

りますかと。しかもそのときに、竹中大臣がおっしゃったとおり、政策努力をほ

とんどせずにそのまま延ばしたら一体どうなるかと。そこを原点にしながら、こ

れまでの改革のテンポを早くするのか、遅くするのか、これまでと同じようなテ

ンポでやるのかというのは、実はこの歳出のカットのされ方に効いてくるわけで

ございます。 

 したがって、我々はどのようなケースを出しても、竹中大臣の御指摘のような

御議論が出てくると考え、実はこれを出すときに、どういう形で出したらいいか

ということも含めて議論をしたわけであります。ただ、最初にシミュレーション

をするときの想定を皆さんで御議論いただくための感覚を、どういう形で形成し

ていくか、ロットの中でどのようにしていくのか。そして14兆円を単純に20兆円

とした上で、成長率で何％稼げるのだろうか、あるいは金利の部分でどのように

なるのだろうか、そういった議論をこれから当然詰めていかなければならない話

だろうと思います。 

 それから、支出の部分についても、社会保障関係費をどのように切り込むのか。

比例配分で行ったケースはこれですけれども、これでいいのですかと。したがっ

て、そのプライオリティ付けをどのようなプロセスの中で具体的にやっていくの

ですかというようなことまで、我々が予断をもってその部分をやるよりも、この

ような数字の出し方、ある意味では極端なケースを出す方がニュートラルに解釈

される可能性があるのではないかということで出させていただいたと数字なので

す。したがって、御指摘のような問題については、これからどんどん議論してい

ただいて、その中でどういうケースを具体的にシミュレートしていくかというこ

とは詰めていけばいいのではないかと思います。 

（竹中議員） いずれにしても、そういう意味で問題意識を共有する、クリアなイメ

ージをつくるものには、申し訳ないけれども、やはりこれはなっていない。今、

先生方が説明したことを我々に対しても説明しないとわからない形になっている。

今後はそういう協議をぜひお願い申し上げたいと思います。 

（小泉議長） ぜひ、この資料をもとにして、経済学を勉強していない一般国民にも

わかるような講演をしてくれないか。この資料をもとにして、こういうことです

と、一般国民も常識でわかるような、話し言葉がいい。書き言葉ではだめ。私は

講演の速記録を読みますよ。その方がわかりやすい。ぜひそれをお願いします。 

（牛尾議員）  私はこの数字を見たときに、ひとつの錯覚はケース３の場合で、全て

の経費を比例的に削減する場合です。2006年度の支出規模で、昨年度の支出規模

を見ると４兆円増えているだけなんです。民間の企業の感覚からいうと４兆円増

えているだけなんですよ。社会保障費は31兆円が34兆円になりますと、３兆円も

増えるのかと思うのが国民の感情です。人件費が横ばいで、公共投資も１兆円増

えて、その他も１兆円増えています。しかし、この程度で収まるならたいしたこ

とないと思うのが民間の経営者の基本だと思うんです。これはおそらくつくった

ときには、こんなに削減するのだったら大変だと思うことを考えられてつくられ
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たと思うんですけれども、５年後に人件費が横ばいといったことは、民間の経営

者からすると、このくらいのことをざらにやっているわけです。官庁からの資料

を見ると、これが膨大に、50兆円ぐらい膨れ上がるのが当たり前で、大変だとい

うストーリーなんですけれども、民間の経営者の支出計画では、107 兆円が５年

経って111 兆円ぐらいの伸びまでに抑えるというのはたいしたことのない削減で、

これでやれるではないかと思う人の方が多いと思います。よく知っていれば、そ

れは大変なことだということになるけれども、私はこれを見て、これっぽっちか

と一見思ったのです。 

 そういう点では、私も社会保障のいろいろな研究会などに出ますと、若い先生

方と我々の間で、ものすごく意識が開いてきているのです。皆の不思議がること

が山ほどあるのです。だから、余りこういう作業をし過ぎると、行政や我々にし

かわからないような感じになってしまって、国民が理解することについて音痴に

なってしまうという気がしますので、仮に私は経営者の立場で、５年後の支出規

模がこうなっている場合というのは、この数字だけを見ると、この程度のことは

やらざるを得ないだろうと思う方が普通だと思うのです。私は経営者としてそう

思いました。 

（与謝野議員） 他に御意見ございますか。 

（小泉議長） 講義録の方がよくわかるよ。 

（与謝野議員） はい。 

（小泉議長） 何でもそうだよ。書き言葉ではなくて話し言葉。かみ砕いて講演して

もらおう。 

（与謝野議員） それでは、取りまとめを御提案申し上げたいと思います。更なる歳

出削減を徹底して追求することが必要であるということでありますけれども、歳

出削減のみを続ける場合、国民生活にどういう影響があるかということは、やは

り考えておく必要があると思います。また、これまで諮問会議で議論してまいり

ました人件費改革、資産・債務管理、あるいは特別会計改革といった改革、これ

らが今後どの程度財政健全化に貢献できるのかということは整理をする必要があ

ると思っております。 

 そこで、財務大臣と総務大臣には、恐縮ですがお願いでございます。財務大臣

には、まず、歳出削減のみで財政健全化を実現する場合、どのようなことを行う

必要があり、可能・不可能を含めて御検討いただき、またその場合、国民生活に

どのような影響が生じるかということを御検討いただきたいと思います。また、

今まで行ってきた小泉内閣の下での改革の成果は、当然これからも花開いていく

わけでございますが、将来に向けて、これを更にどのように反映させていくのか

についても御検討いただき、一般会計ベースの数字を含めて具体的に御検討いた

だいて、諮問会議に御報告いただければと思っております。 

 それから総務大臣には、地方公務員の人件費の問題、地方単独事業の問題、そ

れから地方財政についてはどのように歳出削減を進めるのか、また、それとの関

連で地方交付税をどう見直していくのか、国が財源保障すべき対象の範囲をどの
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ように考えるか。もう既に御議論いただいていると思いますが、できるだけ早い

機会にこの場でお話をいただければと思っております。 

 そういうことで、議論のたたき台について、今日、総理から国民がわかるよう

なきちんとしたものを作るようにという御指示がありましたので、そのための努

力をいたしますが、谷垣大臣、竹中大臣の御協力をいただいて、３月末から４月

初めには中間とりまとめ的なものを行いたいと思いますので、ぜひ御協力をいた

だきたいと思っております。 

（谷垣議員） 与謝野大臣からお話がありました件は、今、私ども財政制度等審議会

で御議論いただいていることと共通の部分がかなりございますので、できるだけ

早い機会にそういった議論をこなして、御報告できるようにしたいと思っており

ます。 

（与謝野議員） 竹中大臣。 

（竹中議員） 今、与謝野大臣から御指摘をいただいたことは大変重要だと思ってお

りまして、ぜひ私も諮問会議で地方財政の議論をさせていただきたいと思ってい

ます。今、「地方分権21世紀ビジョン懇談会」で、本間先生にもお忙しい中お入り

いただいて、非常に積極的な議論をしています。ここでの議論は、単に交付税を

どうしたらいいかというような話ではなくて、国と地方のあり方そのもの、権限・

税源の配分、それと地方のインセンティブをどうするかという、少々オーバーか

もしれないですけれども、日本という国の骨格のあり方に影響する非常に大きな

スケールの議論をしていただいております。したがって、地方のあり方と同時に

国のあり方、国の財政のあり方も変わっていただかなければいけない部分が出て

きますので、これはぜひこの諮問会議で応援していただかないとできない、そう

いうスケールの大きな問題だと思っております。おそらくそれも１回や２回では

済まなくて、相当回数をお願いすることになると思います。スケジュールは、ど

のぐらいになるか座長の大田教授とも御相談し、本間先生にも、いつごろだった

らできそうか、また御相談に乗っていただきたいのでございますけれども、協力

してしっかりとここで御報告をさせていただきます。 

（与謝野議員） 総理から何か。よろしいですか。 

（小泉議長） はい。 

（与謝野議員） それでは財務大臣、総務大臣の御協力を心からお願い申し上げます。 

 次に、グローバル戦略について御審議をいただきます。伊藤元重東京大学大学

院教授からお話をいただきます。 

（伊藤東京大学大学院教授入室） 

 

○グローバル戦略について 

（与謝野議員） それでは審議に入りたいと存じます。 

 提出されている資料、「グローバル戦略の全体像」は、グローバル戦略チームと

して有識者議員並びにこの分野の専門家であられます東京大学大学院伊藤元重教

授に御検討いただいたものです。今日は、伊藤教授にチームのメンバーとして御
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出席いただきましたので、御説明をお願いします。 

（伊藤東京大学大学院教授 以下「伊藤教授」） よろしくお願いいたします。お手元

に２種類の用紙がありまして、本紙２枚と別紙２枚ということで、少し私の言葉

でお話しさせていただきたいと思います。 

 今回こういう形で、戦略としてグローバルな問題を考えるというのは幾つか大

きなポイントがあります。個人的で申し訳ないですが、私は大学で国際経済を20

年以上教えているのですけれども、その私でも、こんなに日本の社会が変わって

きたのかということを感じることがございます。後で外国人の在留の話をさせて

いただきますけれども、皆さん御存知だと思いますが、近年の日本での新たな婚

姻で100組の夫婦を抽出すると、そのうち５組はどちらかが外国の方なのです。し

たがって、例えば外国の問題を考えるにしても、外国人を入れるか入れないかと

いう話ではなくて、この現実を前提として、日本にとってどのような形で戦略的

に行うかということが非常に問われているのだろうと思います。 

 後でＦＴＡ・ＥＰＡの話をさせていただきたいと思っておりますけれども、私

が研究者として海外に行ったときに、必ず東南アジア、あるいはアジアの有識者

や役人に言われるのは、日本は何をしているのだろうかと。これは彼らの意見で

すから、それをそのまま受け入れるかどうかはわからないのですけれども、やは

りこれだけ激しく動いている中で日本が戦略的に動かないと、世界の中で埋没し

てしまう。特に21世紀、日本が世界の中で存在感を持つためには、国内のいろい

ろな問題も含めてグローバルという視点で、一度全部戦略的に考えていく必要が

あるだろうと。 

 もう少し戦略ということについて、資料に書いてあることを私なりに整理させ

ていただくと３つポイントがあると思います。 

 １つ目は、スピードということです。例えば、農林水産問題については当然国

際関係と非常に関係があり、恐らく、これから農水省の方からいろいろ方向が示

されると思うんですけれども、問題はそれを何年かけてやるのか。日本国内の農

家が急速に高齢化し、そしてＷＴＯなどでいろいろなことが決められるとなると、

スピードが非常に問われてくる。これはほかの問題でもそうでございまして、こ

れはかなり議論があるところだと思いますけれども、羽田空港は2009年に第４滑

走路ができる。当然、羽田空港はキャパシティが決まっていますから、そのうち

の何％を国内向けに、何％をアジアの近隣に振り分けるかという、この数字一つ

で日本の国際化の状況は変わってくるわけです。私はグローバル化を推進する立

場でございますから、可能な範囲で近隣諸国との航路に羽田を使うことは非常に

重要だと思います。これについてはもちろん、いろいろな議論があると思います。 

 それから２つ目は、グローバル化はいろいろな面で進んでいて、全部やらなけ

ればいけないんですけれども、特に諮問会議で議論していただく重要なことは、

幾つか突破口というものがあるだろうと思います。今日、検討項目という別紙に、

12月26日の諮問会議で民間議員から出していただいた資料をベースに、いろいろ

なことをやらなければいけない中で、こういうものがあるということの全体像を
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書いてあります。これは全部やらなければいけないのですけれども、この中でこ

ういうものをしっかりやることが非常に重要だろうというところに、特に☆印を

付けて書いてあります。 

 １つだけ申し上げさせていただきますと、先ほど申し上げた外国人の問題は、

これをどうするかというときに、残念ながら、まだ進んでいない部分は、外国人

の在留管理の問題をどうするかといったところを進めていかないと、なかなか先

に行けないだろう。 

 したがって、グローバル化全体を進めていくということは重要ですけれども、

その中で何をやれるだろうかということで、ペーパーを簡単に説明させていただ

きたいのですけれども、ここでは目標とそのための基本方針、それから重点的に

審議していく項目に分かれていまして、目標としては、企業、産業のフロントラ

ンナーとして、日本が世界をリードするために何が必要なのかということと、国

際社会において、日本が知的なリーダーシップを発揮する品格のある国になるに

は何が必要なのかということ。こういう大きな目標を国民と共有することによっ

て大きな流れが出てくるわけで、その中の具体的な基本方針として、グローバル

化の中に、内なる活性化のために備えるという国内の問題と、海外との連携をど

の程度強化するかという国境の問題、それから日本が海外に対してどのような形

で貢献していくかという３つの問題に分けて考えられると思います。 

 さらに重点的に審議すべき項目としては、先ほど申しましたように、いろいろ

な項目が別紙に書いてあるのですけれども、ここでは特に各省の意見がなかなか

一致しないという理由で対応が遅れている分野、あるいは我が国の非常に基本的

な問題で各省の枠を越えた問題として、こうした諮問会議のようなところでリー

ダーシップを発揮していただきたいと思うものを、５点書いております。 

 １点目は労働市場。国際化の中で、日本の、特に若者を中心とした二極化にど

のように対応するかということ。 

 ２点目は今申し上げた外国人の受け入れについて、どういう尺度で考えるべき

か、あるいは社会コストをどのように負担していくのか、在留管理をどうするの

か。これは警察などいろいろな問題も含んでくると思うのですけれども、やはり

ある程度方針を決めないとなかなか難しいだろう。 

 ３点目は農林水産業で、これは我が国のあり方を考える上で非常に重要で、総

理と前にお話しさせていただいたときに、日本の農産物はこんなに海外に輸出さ

れているじゃないかとおっしゃっていた。そういうことが出てくるということ自

体が農林水産業にとって非常に重要だと思うんですけれども、ただ、ここで申し

上げたいのは、３年から５年である程度成果が出るような、時間をかなり区切っ

てやらないと、農家の高齢化等々の問題で大変だろう。 

 ４点目はＥＰＡで、これはＦＴＡ、ＥＰＡ、それぞれ努力されているんですけ

れども、私の個人的な意見では、ちょっと遅過ぎるのではないのかなと思います。

これはスピードが重要で、そのためにある程度飛躍的に増やすために、来年の春

くらいまでに交渉人材の拡充を含めて体制、工程表等、具体的に進めていければ
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と思います。これは、恐らく経産大臣の方から詳しくお話しされるのだろうと思

います。 

 ５点目は今度、援助体制、推進体制が再構築されるわけですから、これを機会

に削るとこは削って、増やすところは増やす形で、我が国の国際的なコミットメ

ントが、よりわかりやすい形でしっかりやっていくことが問われているのだろう

と思います。 

 以上です。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。続きまして、二階大臣から資料の御提出

があります。御説明をお願いします。 

（二階議員） それでは、資料を提出してございますので、「グローバル経済戦略の論

点」について説明したいと思います。 

 今日は時間の都合もありますので一部にとどまりますが、日本はこれまでシン

ガポール、メキシコ、マレーシアと協定を締結してまいりました。タイについて

は、今月初めにソムキット副首相と会談が終了し、４月初めには総理に経済連携

協定にご署名をいただくところまで進んでおります。フィリピンについても、フ

ァビラ貿易産業長官と昨年の12月にＡＳＥＡＮでお会いをしまして、その後、明

日もお会いする予定でございますが、総理の方針に基づいて、協定の早期締結に

向けて取り組んでおります。ＡＳＥＡＮ全体とも交渉を加速させ、来年３月合意

を目指しているところであります。 

 経済統合といえば、すぐＥＵのことを思い浮かべますが、ＥＵは理念が先行し

ている。東アジアは日本企業か主導して、稠密な国際分業ネットワークを構築し

ており、実態先行であるということが言えると思います。我が国の戦略的産業で

ある自動車、鉄鋼の分野については大幅な市場開放が実現してきております。こ

のような貿易投資の自由化を一層推進していくことが重要であります。これまで

日本企業がアジアに定着させてまいりました知恵や経験を地元の企業にもしっか

りと伝え、そのために経済協力も戦略的に使っていく。その中で日本とアジアは

競争もするが補完もする。そういう成熟した市場経済圏をアジア全体に広がるよ

うに日本がリードしていくことが必要である。これが東アジアの地域経済統合の

基本となると思います。 

 他方、ご承知のとおり、中国、韓国は早々にＡＳＥＡＮと関税中心の協定を締

結しました。実際には日本と比べ、思い切った市場開放でＡＳＥＡＮを引きつけ

ていることも事実であります。それについては、ＡＳＥＡＮの各国は中国がいろ

いろな意味で積極的にアプローチしてくるが、本当は、我々は日本とやりたいん

だ、日本にやってほしいんだ、そこのところを日本は考えてくださいと言われて

いる。先ほどご指摘のスピードアップを、日本はもっと考えるべきだということ

を各国から言われているのが今日の状況であります。そこで東アジア経済統合に

向けた大きな流れの中で、中・韓の思い切った市場開放の動きに対して、更なる

市場開放にどのように取り組むか、投資ルールや経済協力を含む質の高い経済連

携を、東アジア全体でどのように実現していくか、この１、２年が非常に大事な
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時期であると思います。先ほど民間議員御提出のペーパーにも、工程表というお

話がありました。誠に大事なところでありますが、私自身もしっかりした戦略、

アクションプランをつくってやっていきたいと考えております。 

 ２点目でありますが、資料の３ページでございます。企業のグローバル戦略と

それに対応した国の政策のあり方ですが、これは国際戦略を構想するに当たって

は、地に足の着いたしっかりした議論をすることが重要である。私から事務方に

対しては、企業や地域の生の声を十分把握することが大事だと。したがって、経

済産業省にあります８つの地域経済産業局を総動員しまして、中小企業やサービ

ス業を含めたヒアリングを実施しているところです。 

 私自身も昨晩、アジア各地に派遣しておりますＪＥＴＲＯの所長にお集まりを

いただき、２時間にわたって直接意見を聞いてまいりました。現在、国内では300 

社のヒアリングを実施したところであり、その幾つかのポイントを簡単にご紹介

いたしますと、まず資料の３ページの左の「１．グローバル化＝国際最適機能分

業に成功している企業が競争力を獲得」にございますが、自動車、家電等の大企

業だけではなく、例えば、繊維を中心とした中小メーカーも元気のある企業はア

ジア等のグローバル市場に出ていき、ビジネスチャンスをつかんでおります。 

 その下の「２．成功企業のグローバル展開は、必ずしも『空洞化』につながら

ず」というところでありますが、よく空洞化が指摘されてまいりましたが、実際

はそうではなく、多くの成功企業は、むしろ国際分業をてことして、海外で作れ

ない製品を作る、技術の先鋭化を行うなど国内事業の高度化に成功していること

がわかってまいりました。 

 さらに３ページの左下でございますが、精密部品メーカーの例でございます。

これは長野県の諏訪地方の例でありますが、大手時計メーカーの下請けだった精

密部品メーカーが、親企業から独立して精密技術を生かして自動車部品加工業に

事業転換、現在ではエンジンの中の精密部品は世界のシェアの25％を占めている

現状であります。諏訪地方では、このような中堅、中小企業群が工業メッセ見本

市を開催するなど、精密加工のブランドイメージを向上させ、地域全体も再活性

化しております。先般、私は大連の大きな企業特区の中に、諏訪市が独自で展示

コーナーを設けてやっているのを見まして、事実、それだけ国際的にも躍進して

いる姿だと思いました。 

 次に、３ページ右下の「４．サービス産業・中小企業の新たなビジネスチャン

ス」でありますが、これまで主として国内市場にとどまっておりましたサービス

産業や地域の中小企業の中にも、国際展開を本格化させており、これらの中に世

界に通じる個性と実力でアジアに展開し、飛躍的な成長を遂げている企業が多数

出てきております。例えば、中堅の物流会社では10年前からベトナムに進出、日

系ならではのきめ細かいサービスを売り物にして、現地に進出しております日本

の製造業をフルサポートして、さらに日本人駐在員の生活サポートまで行い、現

地情報の提供まで幅広く手がけ、今では上海、香港、タイに拠点を広げ、東アジ

ア全体にビジネスをどんどん拡張している元気な例もあります。 
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 今後こういった企業の実態や生の声を十分に踏まえて、国がとるべき施策を明

確化したいと考えております。現時点で整理しますと資料の４ページであります

が、今後さらに政策課題を深堀していきたいと考えております。本日は時間の都

合で１ページ目の論点３と４については、説明を割愛させていただきましたが、

経済産業省としましては、３月中にグローバル経済戦略をとりまとめる予定であ

り、改めて検討の成果をこの場でご報告を申し上げ、ご意見をいただきたいと思

っております。 

 最後に民間議員よりお配りいただきましたペーパーにつきまして、人材の競争

力の強化、研究開発機能や知的財産戦略の強化、非製造業の競争力の向上といっ

た項目が挙がっておりますが、これらは新経済成長戦略の中でも重点的に検討さ

せていただきたいと考えております。今日はこれらのうち、人材について一言申

し上げておきたいと思いますが、民間議員のペーパーでは、人材の国際競争力の

強化が取り上げられておりますが、私どもも我が国の国際競争力を強化し、経済

の中長期的な成長を実現するに当たり、人材育成の強化が鍵だと考えております。

従来、我が国では学歴を上げることを重視してまいりましたが、大学全入時代が

迫る今日、教育内容の充実が求められる時代になってきたと思っております。 

 例えば、教育分野における産学連携の推進については、大学を中心にした産学

連携ということが頭に浮かびますが、それだけではなくて、工業高専あるいは工

業高校の教育のレベルアップを図ることにより、ものづくりを目指す若者が社会

的に評価される環境をつくることが大事であると思っております。特にアジアと

の優秀な人材の交流など、新しい発想での人材育成が求められるのではないかと

考えております。この人材の問題につきまして、いずれまた、整理しているもの

をこの場でご提案をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。御意見を御自由に御発言ください。奥田

議員。 

（奥田議員） グローバル戦略でございますが、民間議員の提出資料の１に書いてご

ざいます「目指すべき姿としてのこの国のかたち」、これをどのように考えるかと

いうことが非常に重要な問題だと思っております。御承知のように、現在ＢＲＩ

Ｃｓの経済成長によりまして、将来、我が国の貿易収支黒字は減少するかもしれ

ない、こういった国際収支の構造変化が起こり得る中で、我が国として何を強み

に生きていくかということを考えた上で、骨太なグローバル戦略を策定する必要

があると思います。総理がたびたび言われております、「世界をリードする科学技

術創造立国」、これを実現していくことが、我が国の競争力を高めまして、力強い

成長と世界貢献につながると思っております。 

 良好な対外関係を構築していくためには、グローバル競争が激化する中で、我

が国の魅力をいかに向上していくか、またエネルギー、環境問題等のグローバル

な共通課題にどう貢献していくか、こういった論点は極めて重要だと考えており

ます。ＥＰＡに関しましても、一刻も早く各国とまとめ上げるということは非常
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に大事だと思っておりますし、人材問題、それから今伊藤先生からお話がござい

ました外国人の受入れについても、十分認識して、検討しておかなければいけな

い。今、急に少子化対策を行って子どもを産んでも、20年経たないと子どもが一

人前にならないのですから、やはり外国人を受け入れるということを真面目に考

えていかないといけない。いろいろな会議に出ていると、高齢者に働いてもらう、

共働きを増やす、ＩＴ化を進めるといったことで日本は乗り切れるといったこと

を言う人が多くて、外国人を入れるということについては余り言う人がいないと

いうことは非常に危険なことであります。外国人の労働力については、量と質を

十分に考えた上での政策をとるべきであり、これはとりもなおさず日本の将来の

人材の強化につながっていくのではないかと思っております。 

 そういった意味で、今、二階大臣が言われたグローバル戦略については全く同

感でありまして、私ども企業人としても、その戦略に沿って頑張っていきたいと

いうことです。 

（与謝野議員）  どうぞ牛尾議員。 

（牛尾議員） 今年前半の最大の課題である歳出・歳入一体改革についても、グロー

バルな視点からそれを考察するという視点が非常に大事ですし、また時代の変化

の予測もグローバルな流れを見ながらやっていかないといけない。また、人間力

の拡大のみならず、経済の活性化もグローバルな経済の交流の中から活力が出る

時代になってきたわけです。だから、本当に差別なく、グローバルな視点から、

きちんと本質に則った政策に大きく改革することが、実は小泉政権の構造改革の

基本であると思います。行政はともすれば、過去との比較でよくなったという過

去対比をすることが多いんですが、やはり我々はグローバルな状況認識の中で、

日本がフロントランナーであるという国際対比が一番大事だという視点を再度喚

起したい。民間は国際対比でないと生き残れないものですから、すべてがグロー

バルな局面で生きているんですけれども、行政はともすれば内向きであり、過去

との対比でよくなったら、もうそれでいいではないかという部分が非常に強いの

で、歳出・歳入一体改革も、歳出の中身、歳入のあり方、また今後の経済の活性

化は、すべてがグローバルな視点を最優先するようにする。今、伊藤先生がおっ

しゃったように、それをしかもスピーディに突破口をつくって国民に協力を得る。

事実、国民の現場ではグローバルに生きている人たちが非常に増えていることは

現実化しており、むしろ政治の方が遅れているというのが現状だと思いますので、

そういう点を強調しておきたいと思います。 

 以上です。 

（与謝野議員）  竹中大臣。 

（竹中議員）  １点だけ。伊藤先生、二階大臣のすべての論点に関連する点だと思う

んですが、先般、閣僚懇で総理から御指示をいただいた点で重要な点がございま

して、日本の情報発信力の強化という問題でございます。これはＮＨＫの国際放

送も含めて非常に幅広く検討せよということでいただいておりますけれども、情

報戦略という視点なり項目なりも、この中に入ってくる必要があるのではないか

 16



 
平成 18 年第３回 議事録 

 
と思います。放送・通信に関する部分では、総務省で懇談会をやっておりますの

で、しかるべき時期にぜひ諮問会議で報告させていただきます。 

（与謝野議員）  他に御発言はございませんか。 

（小泉議長） 国際結婚は増えているんですか。 

（伊藤教授） はい。20組に１組が国際結婚ですから、夫婦のどちらかが日本人では

ないということです。 

（小泉議長） 男性と女性のどちらなのか。外国の女性が多いんですか。 

（伊藤教授） 日本の女性の方が競争力は高いみたいです。 

（小泉議長） 外国人男性が多いんですか。 

（伊藤教授） 外国人の女性が多いと思います。特に中国人やフィリピン人。 

（小泉議長） 日本の男性が外国人の女性と結婚する方が多いんですか？ 

（伊藤教授） これは予想ですが、特に地方に多いんだろうと思いますけれども、数

字が正確ではないと思います。 

（牛尾議員） 日本の女性と結婚した方が長続きしているようですよ。 

（小泉議長） そうですか。 

（牛尾議員） 日本人男性というのは、構造に対する変化能力が弱いようです。 

（小泉議長） 対応能力が弱いんだ。 

（牛尾議員） 対応力がないんです。いろいろな数字はありますけれども、基本的に

は女性の結婚における国際的対応力というのは非常に長いのです。 

（竹中議員）  伊藤先生、しかし20組に１組ということは、最低でも40人に１人外国

人がいるということになるわけですね。その結婚年齢に関しては。 

（伊藤教授） はい、そういうことです。 

（竹中議員）  それはすごい数ですね。 

（伊藤教授） それが現実で、いろいろなことを考えていかないといけないと思うん

です。 

（牛尾議員） 恐らく調べれば、外国人と結婚しているところの出生率は高いと思い

ます。アメリカはそうらしいですね。国際結婚は非常に出生率が高い。国際化と

いうのは避けがたいし、非常に大事ですね。 

（奥田議員） 私の会社の事情をいいますと、昔は独身の社員がたくさんいたわけで

すけれども、繊維工業の女性と集団見合いして結婚したというケースがほとんど

なのです。ところが繊維産業が下火になったものですから、工場の女性がいなく

なって男性だけの世界になってしまったので、結局、40歳代、30歳代で結婚でき

ないという男性が増えています。そうすると、外国人、特にフィリピン、タイの

女性と結婚する社員が増え、それで女性が増えてきているということです。 

（伊藤教授） この前、これはあるテレビ局でそういう番組をつくっているんですけ

れども、日本の30歳代後半の女性が積極的に外国人男性と結婚することを求めて

いるという紹介があったんです。つまり、負け組になるのは嫌だということと、

外国人男性であると自分のキャリアをそのまま続けられるということで、いろい

ろな意味からおもしろい現象が出ていることは事実だと思います。 
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（二階議員） 河田町の議員宿舎などでは、混合というか、一般の人と議員が同じマ

ンションにいるのですが、外国人同士の夫婦というのは滅多にいません。必ずい

ずれかが日本人です。だから、今の伊藤先生のお話は全くそのとおりでしょうと

思います。 

（小泉議長） なるほど。毎年、出生率より多い外国人が日本に住み着いているとい

うわけか。 

（奥田議員） そうすると、やはり成年で日本に住みますから、需要増にはつながる

と思うのです。赤ちゃんを産んでも20年経たないと、労働力にならないし、需要

増にも余りつながらない。ところが外国人は成人で日本に来るので、家は要るし、

それから自動車も要るということで、結果的にはそういった需要をもたらすこと

になると思います。 

（小泉議長） 働き盛りだものな。20代、30代でしょう。 

（奥田議員） それが全然最近は生まれないという。 

（牛尾議員） 日本人とつき合った外国人は、本当に日本に対する評価が高いです。

日本はいい国だと言う。非常に評価が高いです。 

（与謝野議員）  よろしゅうございますか。 

グローバル化への対応を早期に行動に結びつけていくことが大切であると考え

ておりますので、経済産業大臣におかれましては、本日御報告いただいた内容で、

さらに御検討を深めていただきたいと思います。今後、有識者の方から御提案が

あった重点課題については、関係閣僚の御参加も得て審議を行いたいと思います

ので、御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 総理何か、よろしゅうございますか。 

（小泉議長） グローバル戦略、エネルギー戦略で、成長戦略。日本は、公害発生か

ら環境保護重視が生まれて成功してきたでしょう。石油の高騰から省エネの考え

が生まれ、これもまた世界に誇るべき。だから、これからも環境保護と経済発展

を両立させる。それから科学技術。特に今年はブッシュ大統領が一般教書で、自

分から「アメリカは石油中毒だ」と言った。もし石油依存を脱却すれば、日本は

逆に資源大国になり得るから。環境にもやさしいし、エネルギー戦略、これは大

事だと思います。 

（本間議員） 今日、ワーキンググループでもそのような議論をしました。報告をい

ただきまして、とりまとめの方向できちんとやりたいと思います。 

（小泉議長） マイナスをプラスにする。これは大事だ。 

（与謝野議員）  それでは、以上をもちまして本日の諮問会議を終了いたします。長

時間ありがとうございました。 

 

（以 上） 


