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（開催要領） 

1．開催日時：2006 年 11 月２日(木)  17:32～19:21 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長        安 倍   晋 三  内閣総理大臣 

議員        塩 崎   恭 久  内閣官房長官 

同         大 田   弘 子  内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同         菅     義 偉  総務大臣 

同         尾 身   幸 次  財務大臣 

同         甘 利     明   経済産業大臣 

同         福 井  俊 彦  日本銀行総裁 

同         伊 藤  隆 敏   東京大学大学院経済学研究科教授 

（兼）公共政策大学院教授 

同         丹 羽  宇一郎   伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同         御手洗 冨士夫  キヤノン株式会社代表取締役会長 

同         八 代  尚 宏  国際基督教大学教養学部教授 

臨時議員     麻 生  太 郎  外務大臣 

同        松 岡  利 勝  農林水産大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）集中審議②：グローバル化改革 

（２）マクロ経済運営について 

3.閉会 

 

(説明資料) 

○ グローバル化改革に向けて（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今後の方針について 

（麻生臨時議員提出資料） 

○ グローバル化が進展する中での農林水産政策の改革（松岡臨時議員提出資料） 

○ 戦略的ＥＰＡの推進とＷＴＯ交渉の早期再開・妥結（甘利議員提出資料） 

○ 当面の経済動向（内閣府） 

○ 福井議員提出資料 

○ マクロ経済運営について（有識者議員提出資料） 
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（配付資料） 

○ (参考資料)グローバル戦略における「今後１年程度のＥＰＡ工程表」とその進捗状況 

(内閣府) 

○ (参考資料)経済連携協定（ＥＰＡ）に関する取組の現状と今後の方針について 

（麻生臨時議員提出資料） 

○ グローバル化が進展する中での農林水産政策の改革（参考資料） 

（松岡臨時議員提出資料） 

○ グローバル化が進展する中での農林水産政策の改革（追加参考資料） 

（松岡臨時議員提出資料） 

○ アジアワイドの成長戦略について（甘利議員提出資料） 

○ 戦略的ＥＰＡの推進とＷＴＯ交渉の早期再開・妥結（参考資料） 

（甘利議員提出資料） 

○ 経済・物価情勢の展望（福井議員提出資料） 

 

 

 

 (本文) 

○議事の紹介 

（大田議員）  それでは、ただいまから今年24回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

（プレス退室） 

 

（大田議員）  本日の議題ですが、初めに麻生外務大臣、松岡農林水産大臣においで

いただいておりまして、集中審議の第２回目として、グローバル化改革について

御審議いただきます。その後、マクロ経済運営について御審議いただきます。 

   それでは、まず、グローバル化改革に向けて、最初に有識者議員から資料の御

説明をお願いいたします。 

 

○集中審議②：グローバル化改革 

（伊藤議員） 「グローバル化改革に向けて―ＥＰＡ交渉の加速を中心に―」という

ことで、民間議員ペーパーを説明させていただきます。 

我々の基本的な視点は、グローバル化が人口減少による成長制約要因を克服す

る上で非常に重要であるという点でございます。したがって、グローバル化のメ

リットを最大限活用することが重要であり、そのためにも「主張する経済外交」

を展開すべきである。より主体的に経済外交に取り組んでいくべきであるという

ことが、基本的な視点になっております。 

内外の状況を見まして、とりわけ、経済連携協定、いわゆるＥＰＡ交渉の加速

が主張する経済外交に非常に重要であります。これまでも二国間協定を中心に取

り組んできましたが、ＥＰＡあるいはＷＴＯを含めた多国間交渉において、その
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主導権をとってそれを発揮するという点で、国内改革が重要であることが我々の

基本的な認識であり、岩盤のように非常に改革が遅れている分野に対しても取り

組んでいくことが非常に重要である。したがって、総理大臣の強いリーダーシッ

プの下で、各省の利害を超えて、真に国益の観点からグローバル化を進めていた

だきたい。これが我々の基本的な視点であります。 

また、後ほど申し上げますけれども、専門調査会を設置して、グローバル化の

改革に向けた課題の整理と具体的な検討を行うことを提案したいと思っておりま

す。 

   各論に入ります。「ＥＰＡ交渉の加速」につきましては、本年５月に策定された

グローバル戦略の「ＥＰＡ工程表」に沿って進められておりますけれども、特に

以下の点に留意して、年内は迅速に進めていただきたいと我々は考えております。 

   まず、日本とインドネシアのＥＰＡ、これは今月末にインドネシアのユドヨノ

大統領が日本を訪問されますので、そこで大筋合意まで持っていっていただきた

い。それから日本とＡＳＥＡＮ全体のＥＰＡについては、ＥＰＡ工程表の目標ど

おり、来年の春までに実質的な交渉を終了することが重要だと思います。中国Ａ

ＳＥＡＮと韓国ＡＳＥＡＮは、物品交渉に関しては既に交渉が終わり締結してお

りますので、日本だけ遅れるということは非常にまずいと考えます。 

   それから共同研究が終了した日本インドＥＰＡについては、年内に交渉を立ち

上げる。日本オーストラリアＥＰＡは、年内に共同研究を終了して交渉に着手す

る。それから日本韓国ＥＰＡも、これは事実上棚上げになっているわけですけれ

ども、これも早期交渉再開に向けて努力をすることが重要だと考えています。 

   次に、このようなＥＰＡ交渉を加速するに当たって課題があります。第１に目

標設定について、単に抽象的な「交渉方針」を持つだけではなく、具体的にかつ

明確な「交渉重点目標」を設定すべきではないかと考えております。 

   第２に、ＡＳＥＡＮを含めた多国間交渉についてでありますが、ＡＳＥＡＮ＋

１を早期に締結をする、これを再確認しておきたいと思います。これは非常に重

要な点だと思います。その上で更にＡＳＥＡＮ＋３、あるいはＡＳＥＡＮ＋６を

含めたアジアにおける多国間ＥＰＡの様々な可能性を検討していくことが重要で

あると考えます。 

   第３に関税の自由化については、我が国よりも高い自由化率を実現している他

国の例を参照しながら、将来のＷＴＯドーハラウンドの合意に向けた交渉、ある

いは2010年のＡＰＥＣボゴール目標を先取りしたような関税自由化を行っていく

必要があるのではないか。もう少し積極的に、我が国としても自由化に努力すべ

きだということが我々の提案であります。 

   第４に、ＥＰＡ工程表を改定する必要があると思います。具体的に言うと、２

年間でＥＰＡ締結国を少なくとも３倍増とすることを目標にして、来春までに「Ｅ

ＰＡ工程表」を改定すべきであると考えます。その際に、更に新たな対象国、こ

れまで工程表に入っていなかった対象国、アメリカあるいは中国とＥＰＡを結ぶ

可能性についても検討すべきであると考えております。 
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   次に、先ほど申し上げましたＥＰＡの交渉の加速に関連して、農業についての

我々の考え方を説明したいと思います。 

   具体的に言うと、国境措置に依存しない競争力のある農業を確立していきたい

ということであります。これまでは農業への影響は比較的小さいＥＰＡを結ぶと

いう傾向がありましたが、今後のＥＰＡは、農業を含めた本格的な交渉が必要に

なります。 

   そこでグローバル化を恐れる農業ではなく、グローバル化をむしろ梃子にして

強い農業を目指すということが、日本の農業にとっても、あるいは消費者にとっ

ても非常に重要ではないかと考えています。もちろん、農業改革はこれまでも行

われてきました。例えば、「食料・農業・農村基本計画」（平成17年３月）、「21世

紀版新農政2006」（平成18年４月）に沿って進められているところと理解していま

すが、競争力のある農業の確立を目指して、更に一層の改革に取り組むべきであ

ると考えています。第１に、農業部門の生産性の向上が重要であります。そのた

めに具体的には、農地の集約化・規模の拡大が是非必要な点であります。したが

って、集約化・規模拡大を加速する更なる改革を是非目指していただきたい。 

それからもう１つは、国境措置の撤廃でございます。国境措置の撤廃に向けた

更なる取り組みというものを是非考えていただきたい。これまで国境措置撤廃に

ついて非常に抵抗があったわけですけれども、具体的に国境措置の撤廃によって、

農業にどのような影響があるのかということを試算として早急に公表していただ

きたいと考えております。また、国境措置撤廃のスケジュールも含めた農政全体

の改革工程表を、今年度内を目途に作成していただきたいと考えております。 

   次に「人の移動」について。これも例えば日本－フィリピン、あるいは日本－

タイのＥＰＡの中では重要な項目として取り上げたわけですけれども、外国人の

人材の受け入れというものは、グローバル化のメリットを最大限活用する上で非

常に重要な課題であると考えております。ただし、これは労働市場の改革という

ものを別途議論いたしますので、その労働改革の集中審議の際に改めて取り上げ

たいと思います。 

   次に、「世界に開かれたビジネス環境、金融・資本市場の整備」という点であり

ますが、これも金融資本の流れというものを日本の中に取り入れる、あるいは日

本の金融資本が出ていく。そういった意味で是非実現していきたいわけですけれ

ども、国内のビジネス環境、あるいは投資環境というものを、世界に開かれた「自

由と規律」のあるものにしなくてはいけないと考えております。そのためには、

内外の投資家から信頼される金融・資本市場を実現するための課題や阻害要因を

抽出した上で、その改革工程を明確にしていくべきだと考えております。 

   最後に、グローバル化改革に関する専門調査会を設置したいと考えております。

そこにおいては、ＥＰＡの加速を中心とした経済連携の在り方、農業改革、金融・

資本市場改革などについて日本を開いた国にする、オープン・ジャパンの観点か

ら課題の整理と具体的な検討を集中的に行い、来春までに経済財政諮問会議に対

して中間的な報告を行っていきたいと考えております。 



 
平成 18 年第 24 回 議事録 

 

 5

   私からは以上でございます。 

（大田議員）  では、麻生臨時議員から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

（麻生臨時議員） それでは、経済連携促進に関する主要閣僚会議の打ち合わせが今

朝行われました。この打ち合わせには官房長官、外務大臣、財務大臣、厚生労働

大臣、農水大臣、経産大臣、６閣僚が出席いたしました。今年３月に開催された

前回の打ち合わせの際に、１．モデル協定の活用、２．相手国との経済関係にお

いて、ＦＴＡのみとする可能性や投資協定などの可能性も追求もすることなど、

幾つかの交渉加速化策を確認しております。 

今朝の閣僚打ち合わせにおいて、こうした方策を活用しながら交渉に取り組ん

できた結果、フィリピンとの協定署名（９月）、チリとの過去最速の大筋合意（９

月）、湾岸諸国とのＦＴＡ交渉開始（９月）など、具体的な成果が上がっているこ

とが確認されております。 

また、グエン・タン・ズン首相の訪日の際の日越首脳会議において、ベトナム

との交渉を来年１月に円滑に立ち上げることにいたしております。インドとも速

やかな交渉立ち上げを目指しておりまして、12月のマンモハン・シン首相の来日

に合わせて交渉の決定をしていきたいと思っております。 

また、現在進行中のＥＰＡの交渉につきましては、政府一体となって、スピー

ド感を持って取り組んでいくことが必要であり、最重要課題であるということを

確認しております。更に、東アジアＥＰＡなど従来より幅の広い経済連携の在り

方について、引き続き議論をしていくこととしております。 

   次に、先生方から御提案のあった進行中の幾つかの交渉の今後の見通しについ

て述べさせていただければ、インドネシアとの交渉につきましては、相当論議が

煮詰まってきておりますが、幾つか重要な点がまだ残っております。早期に大筋

合意を目指すということで、この11月26日～29日にインドネシアのスシロ・バン

バン・ユドヨノ大統領が来日されますので、その訪日を１つの節目として交渉を

進めております。 

   ブルネイとの交渉は、大筋合意を目指し、年内を節目として交渉を進めており

ます。ＡＳＥＡＮ全体との交渉につきましては、日ＡＳＥＡＮ首脳会議で合意さ

れております来年春までの実質交渉妥結を目指しております。交渉中ですので手

の内を申し上げるわけにはいきませんが、日本とＡＳＥＡＮ各国との二国間交渉

というものも勘案しながら、ＡＳＥＡＮ側のメリットにも配慮した提案を改めて

行ったところであります。 

   豪州並びにスイスにつきましては、現在行われております共同研究における検

討の加速化をしてきたところです。このうち豪州におきましては、日本にとって

食料・エネルギー等々安全保障上重要な戦略のパートナーでもあります。このた

め、日本の農産物への影響などには十分に考慮を払いつつ、日豪ＥＰＡ交渉の立

ち上げについて、前向きに検討をしていく必要があると考えております。 

   最後に、東アジア、またアジア太平洋など従来よりも広い経済連携の在り方に

ついて検討をしていることについて述べさせていただきます。 
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   まず、日・中・韓及びＡＳＥＡＮ各国を対象としてＡＳＥＡＮ＋３のＦＴＡの

案、あるいはＡＳＥＡＮ＋３にオーストラリア、ニュージーランド、インドを加

えたＡＳＥＡＮ＋６のＥＰＡという考え方があります。更に最近では、アジア太

平洋全域のＦＴＡについて、アメリカ等からも議論が出ているところです。この

ような地域全体とする経済連携の在り方というものを研究し、議論をすることは

非常に有益なことだと思っております。 

その際、ＷＴＯとの整合性をどうするかという話は極めて重要で、ＷＴＯに入

りながら、そのルールに必ずしも整合していない国もあることは事実です。また、

国境措置のみならず、日本が重視しているルール作りというものをしっかり確保

できるかということが、日本にとっての利害得失のバランスを考えていく上でも

大事なところで、関係各国の考え方を十分に踏まえていくことが重要だと思って

おります。 

私としては、アジア太平洋地域は世界でも最もダイナミックに伸びている地域

だと思っているので、日本がこの地域における新しいグローバル・ルールの設定

を牽引していくべきだと考えております。 

ただし、これらの考え方に関する検討は、どうしても中長期にならざるを得ま

せんので、まずは何よりも現在進行中の交渉を迅速に妥結することが最重要課題

と認識をしております。 

   本年３月の方針を踏まえて、ＥＰＡ交渉は随分進展を見せてきたと思っており

ます。関係省庁の交渉に取り組んできていただいた方々も苦心していただいたこ

とと思いますが、このＥＰＡ交渉のスピーディな進捗につきましては、更に関係

省庁と連絡を密にして進めてまいりたいと思っているところです。 

   以上です。 

（大田議員）  それでは、松岡臨時議員から御説明をお願いいたします。 

（松岡臨時議員） それでは、私どもの説明資料「グローバル化が進展する中での農

林水産政策の改革」について御説明いたします。 

   １ページ目。農林水産政策につきましては、グローバル化が進展する中、我が

国農林水産業が21世紀にふさわしい戦略産業へと発展し、オープンな経済社会の

構築に寄与するように、国内政策と海外政策を車の両輪として一体的に推進して

まいります。 

   具体的には、１つ目として、ＷＴＯ・ＥＰＡ交渉への積極的な取組や農林水産

物の輸出の促進、東アジア食品産業の活性化といった海外戦略。２つ目として、

国内戦略としては、企業も含めた新規参入の促進や担い手への施策の集中化・重

点化等により、農林水産業の体質強化を図る。３つ目といたしまして、農山漁村

の活性化、「人生二毛作」の実現といった地域戦略。この３つの戦略とこれらを効

果的に推進するための「イノベーションの力の活用」を基盤として進めていくと

いう考え方でございます。 

   ２ページ目を見ていただきたいと思います。主要品目の主要相手国・地域別の

輸出入状況でございます。まず下の「（参考）日中間における輸出入状況について」
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から見ていただきたいと思います。後で先ほどの伊藤先生の話とも関連しますの

で、ここはよく御理解をいただきたいと思うのですが、日本から中国への輸出に

つきましては、精米、牛肉、豚肉、鶏肉、また野菜類は一切だめであります。一

方、中国から日本への輸出は、鶏肉はたまたま鳥のインフルエンザの発生で止ま

っておりますが、精米、牛肉、豚肉、鶏肉も基本的にはＯＫであります。また野

菜類もＯＫであります。こういった一方通行の状況で、まさにワンサイドになっ

ていることにつきまして、まず頭に入れておいていただきたいと思います。 

その上で国産農産物につきましては、その市場が国内向けであるという固定観

念から脱却して、海外にも市場を求めて輸出を促進していくためには、日本の生

産者、事業者も積極的に海外市場への参入努力をしてもらう必要がありますが、

政府としても、今申し上げましたような条件の整備、検疫等も含めた輸出しやす

い環境を整備していくことが重要だと考えております。今後輸出先として、例え

ば米で言えば、世界全体の５億トンという米市場全体の中で、中国は２億トン以

上の米を食べております。そういった有望な市場である中国を見ても、中国から

我が国には入ってくるものの、我が国から中国には輸出ができない状況でござい

ますので、この辺の打開が必要であると考えております。 

   そこで、民間議員の伊藤先生からグローバル化改革に向け「国境措置に依存し

ない競争力のある農業の確立」について先ほど御指摘がございましたが、農林水

産省といたしましても、国境措置に頼らない、補助金に頼らない農業の確立を目

指すということにつきましては、基本的に全く同じ気持ちでございます。ただ、

国境措置を撤廃さえすれば国内農業が強くなるという考え方につきましては、こ

れは事実認識につきましての誤解等もあると思います。国境措置とはＧＡＴＴ時

代から認められている国産品と輸入品を対等にするための措置でありまして、こ

れはアメリカ、ＥＵをはじめ多くの国が国境措置を行っております。そしてその

上に、我が国にはない輸出補助金、例えば200円のものを100円の輸出補助金をつ

けて100円で売って世界の市場をとっていくための補助金ですが、こういったこと

をはじめ、米国、ＥＵにおいては、そういう制度も多く持っております。 

また一番問題になっているのはアメリカの国内支持であります。「グローバル化

が進展する中での農林水産政策の改革（追加参考資料）」1ページ目の「各国の国

内支持の水準」という表を見ていただきたい。これはウルグアイラウンドの約束

水準であります。 

（大田議員）  これは追加参考資料の方ですか。 

（松岡臨時議員） 追加参加資料でございます。 

（大田議員）  ２つありますが、追加参考資料の方ですね。 

（松岡臨時議員） ここにありますように、日本は39,729億まで下げなさいという約

束だったわけでありますが、既に日本は約束水準の18％、つまり約束水準の82％

を削減してまいりました。一方、アメリカは約束水準のまだ25％しか削減してい

ない。今となってはアメリカの方がはるかに国内支持は日本より大きい。ＥＵも

同様でございます。この表からも明らかなように、我々は国内的には大幅な改革
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を進めてきたということであります。したがいまして、国境措置を撤廃さえすれ

ばという考え方につきましては、このような事実にも十分御理解をお願いしたい

と思うわけであります。 

   先ほども見てもらいましたように、輸出の促進により国内農業を強くしようと

思いましても、検疫上の理由等により我が国から輸出できないという、いわば逆

国境措置がある中で、ただ国境措置を撤廃するということは現実に合わないと思

っております。更に、有識者議員御提案の改革工程表につきましては、関税削減

のスケジュールであるとしても、それを明らかにすることはＷＴＯ交渉やＥＰＡ

交渉において、Ｇ６などが自国の利害をベースにつばぜり合いをしている最中に、

我が国だけが一方的に裸になることを明らかにするということは、工業製品も含

めた交渉全体の国益や戦略の上でもあり得ないことだと思います。国境措置の撤

廃による農業への影響試算につきましては、単に貿易上の損得だけでなく、地域

経済、国土環境保全の影響もありますので、そういった面も評価をしていただく

必要があると思っております。 

   なお、豪州とのＥＰＡについてでありますが、来年が日豪通商協定50周年に当

たり、私自身もその戦略性については積極的に評価しております。 

   一方、昨年４月の首脳会談で両国首脳が「農業の取扱いには非常に難しい問題

がある」との認識を共有した上で共同研究を行うこととされておりまして、交渉

を始める前提としては、この共同研究における議論の積み重ねの結果と十分な整

理を踏まえて判断すべきだと思います。同時に、豪州の検疫の厳しさという問題

もあります。豪州に行く時には以前は飛行機の中でスプレーで人間自体が消毒さ

れたほど、極めて厳しい検疫措置がとられております。したがって、相手からは

来るけれども、こちらからは行けないという一方通行になっております。我々も

ギブ・アンド・テイクの観点から、そういったことも十分議論をし、納得する必

要があると思っております。 

   いずれにせよ、グローバル化の中で国内農業の体質強化を図るために、企業も

含めた新旧参入の促進や担い手の施策の集中化・重点化に加えまして、これまで

取組が手薄であった輸出の促進などに取り組み、農業の体質強化を推進してまい

りたいと思います。 

   それから説明資料３ページ目、バイオマスについてでございます。諸外国に比

べまして、色々な制約が日本の場合はまだ非常に大き過ぎるということがござい

ます。したがいまして、そういう中で最終的には地球温暖化対策、また地球環境

対策、エネルギー対策、地域活性化対策、雇用や所得の向上・安定化のためにも、

現在のガソリン消費量の１割程度である600万キロリットルの生産拡大に向けて

検討を加速化していきたい、と思っております。 

   説明資料４ページ目につきましては、今申し上げましたことを、平成19年度の

予算概算要求として取り上げておりますので、農林水産改革の施策の推進上、必

要不可欠なものとして御理解をいただきたいと思います。 

   最後にまとめでありますが、農林水産業、農山漁村は、食料の安定供給をはじ
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め、国民の命や暮らしの基盤を成す重要な役割を担っております。グローバル化

が進展する中、今後ともこうした重要な役割を安定的に果たしていけるよう、グ

ローバル化との整合性の中で、しっかり進めてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

   なお、追加参考資料の２枚目に、輸出補助金の制度についてまとめております

が、ＥＵもアメリカも国内支持に加えて、このような国内振興策につながる大き

な措置をとっております。日本にはこういう制度はございませんので、そういっ

たことも御理解いただきまして、全体としての議論をお願いしたいと思います。 

   以上であります。 

（大田議員）  それでは、甘利議員から御説明をお願いいたします。 

（甘利議員） 「戦略的ＥＰＡの推進とＷＴＯ交渉の早期再開・妥結」は、通商政策

の車の両輪であります。これは、前者、つまりＥＰＡで地域経済統合推進をし、

後者、つまりＷＴＯで世界ワイドでの貿易自由化及び国際経済ルールを整備・強

化するというものであります。 

 まず、戦略的ＥＰＡの推進の基本的考え方でありますが、戦略的にＥＰＡを推

進することによりまして、①アジアとの共栄、②資源・エネルギーの安定供給確

保、③構造改革の促進、という３つの効果がございます。これまではＡＳＥＡＮ

を中心として推進してまいりましたが、今後は資源・エネルギー確保の視点も重

要となります。豪州との交渉入りが鍵。豪州は石炭、鉄鉱石に加え、各種資源を

日本に供給する重要な国であります。戦略的推進に当たりましては、「スピード」

に加えて「質」が重要、つまりＦＴＡよりＥＰＡ、その質をより高めていくとい

うことであります。 

   日ＡＳＥＡＮ包括的経済連携の意義でありますが、アジアとの共栄という観点

から、ＡＳＥＡＮ主要国と段階的に進めてきたＥＰＡを面的に集大成するものと

して、日本とＡＳＥＡＮ、つまりＡＳＥＡＮ＋１でありますが、これが重要であ

ります。ＡＳＥＡＮとの生産ネットワークの飛躍的向上を目指すというものであ

ります。 

   中国、韓国がＡＳＥＡＮとの物品交渉、つまりＦＴＡでありますが、これを既

に終えていますことから、来春の交渉終了が喫緊の課題であります。日本として

はより質の高いものを目指すということであります。 

   東アジア構想でありますが、アジアとの共栄という観点からアジアの成長を本

格的に取り込む。このためにＡＳＥＡＮ＋６の16か国ベースの東アジア構想を推

進中であります。 

第１の「東アジアＥＰＡ」は、ルールづくりを含めた広い内容をカバーする制

度的対応であります。ＡＳＥＡＮ＋６は以下３点に対応いたします。１点目は、

ＡＳＥＡＮが2007年中に６か国とのＦＴＡ交渉を完了予定。つまり、日本を含め

たＡＳＥＡＮ＋６それぞれが、ＡＳＥＡＮ＋１のＦＴＡ交渉を完了するというこ

とであります。 

   ２点目として、アジア企業のネットワークがＡＳＥＡＮ＋６をベースに拡大を
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している。つまり、日本の企業もＡＳＥＡＮ＋６を中心に展開をしておりますの

で、この全域での経済連携が大事になってくるということであります。 

   ３点目として、経済統合を質の高いものとするためには、インドと豪州が重要

であります。つまり、インドと豪州はいわゆるＦＴＡに加えて、投資や知的財産

等に関して意欲的でありますから、インドと豪州が入ることで、先進国の常識が

このＥＰＡに入ってくるということであります。 

第２の「東アジア版ＯＥＣＤ」構想についてであります。ＥＵと違いまして、

東アジアはパーキャピタルに極めて大きな格差があります。発展段階に大きな差

がある東アジアの経済統合を容易にするためには、格差をそのままにしては、な

かなか経済統合はやりづらいところがあります。その点で東アジア版ＯＥＣＤが

活躍する。人材育成、インフラ整備、環境、エネルギー等の幅広い分野での協力

支援を念頭に置いた政策提言を実施する。 

   具体的には「東アジア・アセアン経済研究センター」、ＥＲＩＡと呼んでおりま

すが、この設置を提言しております。これを将来的には「東アジア版ＯＥＣＤ」

へ発展させていくということであります。 

   12月の東アジアサミットを経て、東アジアＥＰＡは来年以降の民間専門家研究

の開催、東アジア版ＯＥＣＤは来春の設置を予定しております。 

ＷＴＯ交渉の早期再開・妥結でありますが、ＥＰＡの推進が単なる地域主義に

陥らないようにするためにも、ＷＴＯは大事であります。加えてＷＴＯにある紛

争処理メカニズムを前提とした国際経済ルール強化のためにも、ＷＴＯの継続的

進化は極めて重要と言えます。 

   Ｇ６（日本、米国、ＥＵ、インド、豪州、ブラジル）、いわゆるＷＴＯインナー

会議の一員として官民挙げて取り組んでまいります。関係閣僚会議への参加や電

話会談等によりまして、閣僚レベルで働きかけるとともに、経済団体ミッション

をＧ６に派遣をいたしました。米国中間選挙後、できるだけ早期の本格的再開、

来春の大枠合意、来年末の最終妥結を目指していかなければならないと思います。

今月のＡＰＥＣの場でも、閣僚・首脳レベルで強く働きかけを行ってまいります。 

   続いて、配布資料「アジアワイドの成長戦略について」１ページ目であります。 

まず「基本的な考え方」についてでありますが、アジアの16か国の人口は31億

人、経済規模は９兆ドル、成長率は日本を含めて6.4％、日本を外すと7.34％程度

と、相当な成長力であります。アジアは世界最大のマーケットとして経済統合が

進展し、最高速で成長を続けております。一方、我が国では本格的な人口減少時

代が到来しつつある。このために我が国といたしましては、持続的かつ質の高い

アジアの成長に積極的に貢献しつつ、アジアとともに発展することが極めて重要。

つまり、アジアの成長を日本の成長に取り入れていくということであります。 

   次に「戦略の３つの視点・論点」について。まず１点目として、生産コストや

技術などそれぞれの国の強みを活かしてそれぞれの形の成長を実現する「アジア

ワイドの国際分業ネットワーク」、つまり、それぞれの国が持っております分業体

制のネットワークを構築して、お互いのメリットがあるようにするということで
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あります。 

   ２点目は、アジアワイドの持続的かつ質の高い成長の実現に向けた「我が国の

積極的な貢献」であります。 

   ３点目は、日本の強みを高め、アジアの成長力を惹き付けるための「魅力ある

日本経済」にしていくということです。 

   次に「戦略の３本柱」について。まず１つ目は、ヒト、モノ、カネ等のアジア

ワイドでの流動・環境の促進。これは制度的側面でありますが、人材の受入、ア

ジアワイドの物流システム、電子タグ等の活用、そして東アジア経済連携等であ

ります。 

   ２点目がアジアワイドの成長基盤の整備。これは協力的側面でありますが、知

財・人材・中小企業支援、エネルギー環境協力、東アジア版ＯＥＣＤ等で、新た

な「アジア成長基盤整備」構想であります。 

   ３点目は、我が国のビジネス環境の改善と新たな価値創造の取組。これは、規

制改革の継続的推進、税制の国際的イコールフッティング等、成長の源泉として

「感性・創造性」による価値創造であります。「感性」と入れておりますが、近日、

日本の伝統的な匠の技と革新的技術を融合させた日本のいわば感性を表現するよ

うな製品に関して、Ｊマークを付けたい。このような新日本様式等を打ち出して

おりますけれども、そういう新しい感性・創造性も価値創造の源泉として打ち出

していくということであります。コンテンツのグローバル戦略も併せて推進して

まいります。 

   それから、先ほどバイオエタノールに関する発言が松岡大臣からありましたが、

松岡大臣の提言は大変意欲的なものと受け止めております。ただ、現実問題に即

して推進をしていただきたいと思いますのは、閣議決定をしました京都議定書目

達達成計画の2010年度目標では、2010年度に原油換算50万キロリットルでありま

す。これもバイオエタノールだけではなくて、バイオディーゼル、パーム油など

を加えて50万キロリットルであります。一方、松岡大臣のご提案は600万キロリッ

トルであります。つまり、桁が１つ違うわけであります。この600万キロリットル

をしかも国内生産だけでやるとしますと、例えばサトウキビで達成するには133万

ヘクタールの畑が必要であります。今、日本全国、田んぼなどを除いた畑だけは

平成16年では117万ヘクタールしかありませんから、日本中の畑を２倍にするとい

う作業が必要であります。このように安定供給の確保という点から考えると、国

内だけで達成が可能かという問題があります。 

それから、ガソリンスタンドには大体数千億円の投資が必要になります。2030

年に運輸部門の石油依存度約100％から80％にしていくというプランは、プリウス

のような電気と合わせた仕組み等々、それを活用しながら引き下げていくという

プランであります。このような観点からも、ガソリン消費量の１割をバイオエタ

ノールだけというスケールがどれぐらいのものかはおわかりをいただけると思い

ます。 

   いずれにいたしましても、バイオを含む新エネルギーの問題については、改め
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て私どもの考え方を報告して御意見をいただきたいので、その場をつくっていた

だければと思っております。 

（大田議員）  尾身議員から資料なしで御発言があると伺っています。 

（尾身議員） グローバル化改革につきましては、アジアなど海外の成長や活力を日

本に取り込むことで、日本経済の成長につなげていくことが重要であると考えて

おります。特に世界の成長センターであるアジア諸国との間で、ヒト、モノ、カ

ネの交流を引き続き促進してまいりたいと思っております。しかし、それだけで

なく、我が国がアジア地域の経済発展のためリーダーシップを発揮するとともに、

米国とも連携しつつ安全保障のための枠組みづくりに積極的に貢献していくこと

も重要であると思っております。 

   財務省といたしましては、経済連携協定の促進、通貨金融面での地域協力等に

積極的に取り組んでまいります。経済連携協定については、チリとの交渉が交渉

開始後７か月という極めて短期間で大筋合意に達しました。こういうモメンタム

を維持しつつ、協定締結が遅れることにより我が国の国益が損なわれることがな

いよう交渉に全力を傾注してまいります。同時に現在のＷＴＯの交渉状況や世界

的な経済連携協定の動向を踏まえ、中期的な経済連携の在り方についても検討し

てまいりたいと考えております。経済連携協定が最大限経済効果を発揮して、我

が国の成長力・競争力を高めるとともに、我が国がアジアと世界の交流のコアと

なるアジア・ゲートウェイ構想の実現のためには、ソフト・ハード両面の物流イ

ンフラの戦略的・重点的整備が必要であります。 

   具体的には、セキュリティ効果と効率的な国際物流を両立させる輸出入制度改

革や、アジアの共通の基盤として機能するシステム構築の推進も重要であります。

また併せてアジア諸国のこれらの分野における人材育成を図り、政策当局間での

対話も強化してまいります。アジア経済が世界経済の中でのウエートを高める中、

アジア経済の安定的成長は、世界経済や日本経済の安定に寄与するものでありま

す。 

こうした観点から、財務省ではチェンマイ・イニシアチブ、アジア債券市場育

成イニシアチブなど通貨金融面での地域協力を積極的に推進してまいりたいと思

っております。 

（大田議員）  それではこれから自由討議に入りますが、少々時間が押してきていま

すので、御協力をよろしくお願いします。 

   では、丹羽議員、御手洗議員、松岡議員、お願いします。 

（丹羽議員） 今、先進国で日本の自給率はカロリーベースで最低であります。これ

は40年ぐらい前に比べると相当自給率が落ちており、国際競争力が弱まっている

ことはまず間違いないと思います。いろいろ難しい問題もあり、農水省自身もか

なりよくやっておられると思いますが、国際競争力なくして、これからのグロー

バルな世界で生き残れないのは農業も例外ではないと思います。そういう意味か

ら言うと、やはり国際競争力をつける農業にすることが国益にもかない、我々の

期待でもありますので、決して農業を敵にしているわけではないということを、
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理解していただく必要がある。 

それから国境措置の撤廃ではなく、依存をしない競争力のある農業をつくると

いうことで、国境措置を全部撤廃して関税をゼロにしろということではないと思

います。農業は、やはり治山治水で国の山河を守るという多様な機能があるわけ

でありまして、この辺は国益として十分配慮していかなければいけないと思いま

す。 

農業の今の実態はどうなのかということを、もう少しトランスペアレンシーを

高めて公表をしていただかないと困ります。今回の資料の２ページの主要相手国

地域別輸出入状況は、一体関税はどれぐらいなのか。お米は輸入可能ということ

ですけれども、関税が700％、800％では実質プロヒビティブ(prohibitive)なもの

に近い。あるいは植物検疫所の問題、法定病の問題、あるいは鳥インフルエンザ

の問題、植物検疫の問題、現在、例えば中国は輸入をとめているとか、あるいは

タイのニワトリは一時輸入をとめたとかいろいろなことがありまして、この表は

極めてミスリーディングだと思います。だから、今の日本の農業の実態は一体ど

うだということを、もう少し共通した情報をベースにした方がいい。 

   長い目で見ると、国際競争力をつけなければいけないという思いは、日本の国

民も国家も一緒だと思いますので、我々も是非、農業の競争力をつけるという意

味で協力をしたいと思います。それが我々の今日の根幹であります。 

   もう一つだけ申し上げたいのですが、このＦＴＡとかＥＰＡ、あるいはＷＴＯ

の交渉のときに、私は各国のコマーシャルミニスターとお話しをすると、やはり

日本の顔が見えないとよく言われます。特に日本は省庁間の壁が非常に高いとい

うことがありまして、総理が最も信頼できる方でＵＳＴＲに等しいＪＰＴＲのよ

うな方を指名していただいて、その方がやはり日本の顔として、省庁間の壁を取

っ払った形で交渉の矢面に立つことが、これからのＦＴＡや開かれた日本をつく

る上で非常に大事なことだと思っております。 

是非、総理にはこの辺をお考えいただきたいと思います。 

（大田議員）  御手洗議員。 

（御手洗議員） 私からは、ＷＴＯ交渉の再開に関しては、官民が一体となったＧ６

に対する呼びかけを、アメリカの中間選挙が終わったらすぐやっていただきたい。

実は経団連としても、６か国の経済団体への呼びかけをやってきたわけですけれ

ども、感触は非常に前向きであるということです。 

   ＥＰＡについては、今ある二国間のＥＰＡの交渉期限を予定どおり絶対に守っ

てもらいたい。特にＡＳＥＡＮについては、来年４月までに実質交渉が終わると

いうスケジュールになっており、これは死守してもらいたい。なおかつ、その中

で自由度が高く、しかも深いＥＰＡ、即ち、ヒト、モノ、カネ、それから知財、

投資、そういった非常に広い範囲を包括する質的に高いＥＰＡにしてもらいたい

ということがお願いであります。 

しかも、ＡＳＥＡＮとのそういった質の高い、自由化度の高いＥＰＡを中心に、

周りの＋６か国とのＥＰＡを、今までは線でつながっていたものを面としてつな
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げていく。そしてゆくゆくは東アジア経済圏を頭に置いて日本主導の東アジアＥ

ＰＡ構想等々を実現し、東アジアの中で日本がメジャープレイヤーになり、アジ

アの開発や発展そのものにも貢献していくことが必要だと思います。 

少子高齢化の中で、日本は、高付加価値産業に転換していかなければならない。

労働集約的な産業については海外に出て行かなければならない。このような状況

にある中で、本当のヒト、モノ、カネがスムーズに動く状況をつくるということ

は、理論的には国土面積が増えるのと同じ効果がありますので、是非これをやっ

ていただきたい。 

今、世界の人口の半分がアジアに住んでいる。日本の貿易の50％がこのアジア

地域で既に行われている。しかも域内の貿易率を見ますと、ＥＵは60％、ＮＡＦ

ＴＡは45％ですけれども、東アジアでは既に57％以上であります。日本が50％の

貿易をやっていて、しかも域内貿易比率が57％という、この広大なアジアの中で、

日本がメジャープレイヤーとして将来生きていかれるようにすることを念頭に、

是非、質の高いＥＰＡをＡＳＥＡＮ＋６でやっていただきたい。なおかつデッド

ラインを守ってもらいたい。 

（大田議員）  松岡議員。 

（松岡臨時議員） 今、丹羽議員からもお話がございましたが、国際競争力をつけな

い限り自給率は上がらない、全くそのとおりだと思っています。したがって、２

ページに伊藤先生から先ほど御指摘ございました「農業部門の生産性の向上（農

地の集約化・規模拡大を加速する更なる改革等）」、今そのことを大々的に進めよ

うとしているわけでありまして、担い手に農地が集中するような、そしてすべて

の施策を重点化・集中化して、それを進めようとしております。 

農耕民族は、漢民族もそうですが、土地に対する執着が強くて、昭和30年代の

農業基本法でも所有権の移転に伴う規模拡大というのは、なかなかできなかった。

利用権という形で40年代、50年代をやりましたが、これもなかなか進まなかった。

そこで、契約という形で集約化できないか。これは集落単位で、集落営農という

形で一定の厳しい要件もありますが、それを乗り越えて集約化してもらおう。こ

ういう形で、要は日本の農地を大きく集約化して生産性をアップさせる。今その

方向に取り組んでおり、これをとことんやっていきたい。まさにその方向で進め

ているところでございます。 

   それと、この２枚目の表はミスリーディングだと言われたことは、ちょっと逆

でありまして、これは事実を単に整理いたしました。端的に言いますと、私ども

は国際競争力を持っていると思っております。大きさや安さにおいては勝てませ

んが、米も牛肉も、世界の中で、食品の中で、やはり日本のものはほかに負けな

い一番だ。守っていたのでは、これ以上よくならない。だから攻めていこうと考

え方を大きく変えておりまして、その場合、向こうから来るが、こっちからは出

せないという状況になっております。インフルエンザ等に同じような指摘がござ

いましたが、そうではなく、香港も台湾もアメリカもＥＵもどこも米は日本から

出せますが、一番米の需要がマッチしている中国は、ＷＴＯに加盟しているが実
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は受け入れてくれない。価格的な問題は、我々はないと判断しています。 

農業団体でさえ、中国とのＦＴＡが日本の農業の生きる道だと言う人も出てき

ております。したがって、それを将来に持っていくためには、ほかの国が受け入

れているＷＴＯ上、ＳＰＳ協定があって、それで受け入れている、この状態を中

国も理解してくださいと、せめてそういう理解はしてくださいというために、表

をつくって出しているわけでございます。そういう意味で、丹羽先生にも是非御

理解をいただきたいと思っております。 

出ていかないことには勝ち取れない。そういう意味で、金メダルをとれると思

っているのです。アジア大会でもオリンピックでも。しかし、試合に出してもら

えない。日本の取組も今までは輸入をどう守るかが主眼であり、守りであったこ

とは否めない事実でありましたが、今後は外に出て行って試合をする。その条件

を外交力、貿易交渉力、すべてを挙げて勝ち取りたい。そして出ていけば必ず勝

ち取れる。あとは消費者の選択です。物の良さにおいては負けない。こういう観

点で農政改革に取り組んでおりますので、是非御理解をいただきたいと思う次第

であります。 

   先ほどの工業製品も含めたというのは、農産物と非農産物という形で進んでお

ります。そういう中で全体としての国益をかけたやり取りがありますので、一方

的に農業だけが裸になると、全体の交渉もバランスが崩れてしまう、こういう意

味でもありました。 

   それと米の700％の関税の御指摘もございましたが、アメリカあたりでも一番高

いものは440％。ＥＵでも牛のハラミなどは400％以上の関税を張っている。こう

いう実態もございますので、お互いその辺はいろいろバランスを考えながら、輸

出補助金を使ってどんどん売ってくる。こういうことも念頭に置きながら、我々

としては外に出て行って勝てる農業、安さで勝てなければ、物の良さで高くても

売れる。こういう選択を求めて、そのことが自給率も高めていく、こう思ってい

ます。 

   あと最後に１点だけ。甘利経済産業大臣からバイオエタノールについてお話ご

ざいましたが、反論するわけではありませんが、私どもの認識を申し上げたいと

思うのですが、これは民間等のいろんな試算があります。政府として確認したり、

役所として正式に検証したりしていませんので、なかなか言えない点もあります

が、600万キロリットルは日本でも可能です。また、私は可能性を目指すべきだと

思います。世界もみんなその方向を目指しておりますから、ドイツも自然エネル

ギー、バイオ、風力、太陽光も入れて、電力供給全体として自然エネルギーで20％

を目指しており、イギリスにしてもオーストラリアにしても、約１割を将来は電

力の発電の中に緑の発電、バイオ発電によってこれを現実にもう何％ずつ組み込

んでいっておりますから、私どもは可能性を最大限に追求していくことは、これ

から数字的な検証はしなければならないと思っておりますが、全く根拠のない話

をしているわけではありません。そして今、サトウキビでいい砂糖をとるという、

いい砂糖をとるためにはある一定の収穫の制約はあります。しかし、この場合は



 
平成 18 年第 24 回 議事録 

 

 16

バイオですから、物として品質としての良さは必要ありません。米でも魚沼コシ

ヒカリをつくるわけではなく、多収穫米をつくることによって大きくその収量は

増える。そういうことを考えますと、日本の農地や林地から判断をしまして、こ

れですと言ってぴしっとした数字で、まだ昨日の今日というところもありますか

ら、検証したものとしては、まだいろいろ問題があるかもしれませんが、そうい

ったことを全部兼ね合わせ、突き合わせ考えた上、この程度は目指せるというこ

とであります。サトウキビのいい砂糖をつくっているという収量で考えていただ

くと、また基準が違ってくる。単位が違ってくる。こういったことも御理解いた

だきたいと思います。 

今日はそれ以上、ここで議論する、言い合うというつもりはありませんので、

そういうことでお願いしたいと思います。 

（大田議員）  それでは、伊藤議員、八代議員、少し簡潔にお願いします。 

（伊藤議員） 今、松岡議員から日中ＦＴＡに前向きな発言があったと私は理解して、

非常にエンカレッジされました。それから質のよいものを輸出していきたい、こ

れも全く賛成であります。ただ、国境措置については、多少誤解があったかと思

いますので説明させていただきます。 

もちろん、国境措置というものをどこの国もやっている。ＦＴＡの中でも、あ

のアメリカでさえ、オーストラリアとのＦＴＡの中で除外品目があるということ

は十分承知しております。ただ、比較の問題として、日本がかけている高関税品

目に、突出して高いものが幾つかあることも事実あると思います。それから多少

なりともゼロではない関税をかけている品目は、例えば６桁分類で見た場合、非

常にたくさんあります。これも我々は認識しているところでありますので、本当

にそんなにたくさんの品目に関税をかける必要があるのか。本当にこんなに高い

関税をかけていく必要があるのか。また関税のかけ方もいろいろありまして、例

えば豚肉の差額関税のような、これは不正の温床になったわけですけれども、こ

ういったかけ方をしなければいけないのか。なぜ普通の関税ではいけないのか。

細かいことにはなりますけれども、非常に重要な問題だと思います。 

したがって、そういう意味を含めて国境措置をもし撤廃するとしたら、どうい

う影響があるのかという経済的な影響についての試算を是非進めていただきたい

と考えております。 

   以上です。 

（八代議員） 今、松岡大臣から非常に力強いお言葉をいただき、ありがとうござい

ます。何よりも農業の問題は生産性の向上であり、そのための農地の集約化、集

落営農ということだと思いますが、問題はそのスピードです。やはり日本の農業

というのは、余りにも零細であり、これを速やかに国際標準である最低10ヘクタ

ール以上の農家に集約していくことをもっとスピードアップしていただく必要が

あるのではないか。 

何より日本の農業がなぜこんなに弱いのかというのが不思議であります。日本

には、北海道、東北であれば十分農地はある。何よりも気候が温暖である。それ
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から農業にとって最も大事な水資源がこれほど豊かな国はない。これだけの良い

条件が整いながら、日本の農業がなぜこんなに競争力が弱いのかというのは、や

はり歴史的な問題もありますが、農政の問題があるわけでありまして、零細農家

をいかにして集約するかということをもっとスピードアップして、是非、農政生

産性の向上に全力を挙げていただきたいと思います。 

（大田議員）  ほかの方、よろしいですか、そろそろ発言を締めたいですが。 

（松岡臨時議員） 今仰いましたことにつきましては、私ども取り組むべきは取り組

み、検討すべきは検討して受け止めてまいりたいと思います。関税をどこまで払

わなくてはならないのか。もっと極端なことを言いますと、我々はどこにでも出

ていって、どこにでも売れると。例えば中国で米を売る。日本から米が100万、200

万トン出ていったら、これは逆に大変なことになります。中国は２億トン以上食

べているのですから、日本の100万トンというのは0.5 ％です。だから、私は出て

行きだしたらあっと言う間に出ていんじゃないかと実は思っている。ただ、全然

出て行けない状況になっているものですから、出ていけないままに、ただこちら

だけがますます入れるということで閉塞感があるということであり、そういう意

味で双方向にしてもらいたい。そうすれば物のよさで勝てると。だから、そこの

ところを是非御理解いただきたい、と思っているわけです。 

   集約化は大特急でやるべく進めているわけでありまして、この集落営農みたい

なものは究極の策であります。それで御指摘はそのとおり受け止め、大特急でこ

の改革を推進していきたい、このように思っています。 

（大田議員）  関連ですか。 

（御手洗議員） 関連ですが、先ほど松岡議員から所有権の移転がなかなかできない

という御発言がありましたが、ただ、契約とかリースなどではなく、株式会社の

考え方を導入して土地を現物出資することによって、所有権を移転するのではな

く株に変換することによって集約化が進むと思います。しかも、あぜ道等がなく

なりますから面積も増えるし、機械の生産性も高くなる。そういう方向で農業を

工業化していくという考えで検討したらどうかと思います。 

（松岡臨時議員） この前、御手洗会長からも私もその話を聞きまして、これは傾聴

すべき一つの御提案だなと。ただ、なぜ進まなかったか、どうしても土地に対す

る執着がある。ではどうしても株式会社が所有しなければならないのか。例えば、

今、建設業がどこでも相当参入してきております。買うとなると、10アール当た

り160万ぐらいする。わざわざ初期投資でそれほどのものを買わなくてはならない

のか。しかしリースだと10アール当たり２万も出せばいい。だから、逆にこちら

は自分のものとしてちゃんと残りながら、後は建設会社も安い賃料だからオーケ

ーと。それをどんどん進めていこうと。やはり所有権を移転するとなると、親代々

のものであるからちょっと待ってよとか、１人が折れないとなかなか進まない。

そこは現実論で行こうと我々は思っております。 

ただ、御手洗会長の御指摘の本質的な点は私もなるほどと理解をする点は十分

あると思っております。今、建設会社が入ってきて大きく集約化してやっている。
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現実に即して来年度予算でも、今年までは「来る人はどうぞ」だったのですが、

これを「来る人はどうぞ」ではなくて「来る人に来てください」と。そして建設

業者に入っていただいて、機械や組織を利用して農地を集約して農業をやっても

らう。これをどんどん加速化する。農林水産省は今度は推進役に回ろうという考

え方で取り組んでおります。少し前に比べると画期的に変わった政策をやろうと

思っていることを御理解いただきたいと思います。 

（丹羽議員） 一言だけ申し上げますと、土地改革は今まで法人化とか企業化はされ

ていますけれども、問題は、その土地の賃借について非常に長期間の賃借ができ

ないとなかなか改革にならない。それからまた改革する上においても、色々なル

ールがあって、土地の賃貸、治山治水、水利権の問題とかいろいろな問題があり、

十分な法人化の改革ができていないのです。したがいまして、法人化をやる上に

おいて条件が色々とありまして、本格的な法人化にはなかなか進まない。そうい

う意味からいうと、第２次土地改革というものをやらないと、本格的な大営農と

いうのは難しいのではないかと。その辺も是非、松岡大臣には御検討いただきた

い。 

（大田議員）  麻生大臣。 

（麻生臨時議員） 何となく農林水産省が農林の話をするとみんな色眼鏡を使って見

るのが癖だから、これは止むを得ぬところであります。一つだけ現実問題として、

米は海外で幾らで売られていると思っておられますか。日本で60キロ１万6,000円

であります。60キロ１俵、海外だと幾らぐらいだと思います？ 

（松岡臨時議員） 台湾はキロ1,000円以上で売っていますね。 

（麻生臨時議員） キロ1,000円ですよ。60キロで幾らです？ 

（松岡臨時議員） だから、我々は売りたいのです。１俵６万円以上というのはざら

なのです。 

（麻生臨時議員） 実際に100万トン以上も売られたら、今度は日本で米がなくなりま

す。100万トンの分だけキロ1,000円で売らせていただいたら、農業の収益は全く

違いますよ。私どもは経営者だったから、どうもそちらの方に目が行きます。寿

司のおかげ、日本食のおかげで、今はナショナルの炊飯器はやたら中国人が買っ

ているのが秋葉原の現実です。 

そういった現実を見ますと、私も農業に関して外務省に来るまでそんなに詳し

くなかったのですが、現実問題としてえらいことになっております。日本食が非

常なブームになったと思っているのですけれども、これが農家にとってはものす

ごく大きな収入になります。 

（丹羽議員） でも、コストが高いことは間違いなく……。 

（麻生臨時議員） 間違いないですよ。 

（丹羽議員） アメリカの７倍ぐらいだと思うのですが、それをできるだけ国際競争

に勝てるようにしていくことが日本の農業を強くする道なのです。 

（麻生臨時議員） そこは、今、農業で反対している人はいないのです。 

（松岡臨時議員） 日本の米と競争できる世界の米というのは、カリフォルニア米と
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中国の東北地方の米しかないのです。長粒種のタイ米はあまり食べません。ベト

ナム米も。ですから、カリフォルニア米は、大体１俵8,000円～9,000円の間です。

だから、逆に言うと、それが日本に来て競争するとなると、日本米の方がうまい

から、日本米と同じ値段なら誰も買いません。そうすると業務用として、カリフ

ォルニア米は１万2,000円～１万2,500円です。それでないと買わない。これはＳ

ＢＳ（売買同時入札）というやり方で売る値段と買う値段を決めるが、8,000円以

上します。中国のものも、日本に来るものは向こうの国内での値段は１俵8,000円

ちょっとしています。だから７倍とかそんなことはありません。 

もうちょっと生産性を上げて、物のよさだけで勝負すると。今、ロンドンでキ

ロ1,500円、ラスベガスでキロ2,000円であるという事実を踏まえて出ていこうと。

そして出ていくチャンスを与えてもらったら、これはそれこそ、麻生大臣が言っ

たように、100万トンも出ていったら今度皆さんの方がちょっと待てと。そんなに

出ていったら、今度はこんなに米価格が上がって、今まで安かったものが高くな

るじゃないかと絶対なりますから。それを目指しているわけです。 

（丹羽議員） ＦＴＡの障害になっているのが、米とかの関税だというのが、一般国

民の間にはあります。そうであれば、全部関税撤廃してもできるわけです。とこ

ろが、それができないのです。やはり日本の農業を守らなければいけない部分が

ある。だから、あまり農業の競争力ある、米の競争力あるというから、それなら

撤廃しようではないかと。あっと言う間にＦＴＡが進む可能性がある。それはま

ずい。 

（松岡臨時議員） 出していただければいいですよ。ところが、逆になっているから、

「ちょっと待ってください、国境措置撤廃、撤廃と先に言わないでください」と、

こういうことなのです。 

（伊藤議員） それがＦＴＡ交渉です。 

（大田議員）  議論は尽きないのですが、とりまとめをいたします。ＥＰＡ交渉を加

速していくというところでは皆さん共通認識がありました。農業についてかなり

活発な議論が行われましたが、国際競争力のある強い農業を育てていかなくては

いけないということにも合意があったと思います。ただ、そのためには、イコー

ルフッティングといいますか、こちらからその強みを生かせるように出ていける

状況を整えなくてはいけないという意見がありました。ただ、国内の農業も、よ

り大規模化とか、土地の集約によって生産性を上げていくということが必要だと

いう点も皆さんお感じのことであると思います。 

   民間議員から提言のありました国境措置撤廃のスケジュールを含めた農政全体

の改革工程表、これは現実的に難しいということではありましたが、今後強い農

業に向けて、更に今日の議論を受けて改革を進めていただいて、また改めて経済

財政諮問会議に御報告をお願いできればと思います。 

   それから、今日御提案のありましたグローバル化改革に関する専門調査会の設

置ですが、これは御了解いただいたと見てよろしいでしょうか。今後人選を進め

まして、今日出された論点について検討を深め、来年の春に中間的な報告を行い
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たいと思います。 

   それからもう一つ、民間議員から提案のありましたＥＰＡ工程表の改定ですが、

これは関係閣僚の間で議論を深めていただいて、来週までにとりまとめというこ

とでよろしいでしょうか。 

（「結構です」と声あり） 

 

（大田議員）  では、これもどうぞよろしくお願いいたします。 

   それでは、総理から。 

（安倍議長） このグローバル化改革は、「オープン・アンド・イノベーション」の「オ

ープン」に当たりまして、安倍内閣の経済政策の柱であります。専門調査会にお

いて、実りある議論をお願いしたいと思います。 

   また、日ＡＳＥＡＮ経済連携協定を皮切りに、多国間の経済連携協定に取り組

んでいきたいと考えています。経済連携協定をチャンスとして捉えていただいて、

国内の構造改革を進めることが重要であると思います。 

   先ほど松岡大臣から説明があったわけでありますが、いわば守りからしっかり

攻めていこうという大きな方向転換があったのは事実ではないかと思います。関

税率や国境措置をどうしていくかについては、まさに交渉に直接ぶつかっていく

わけでありますから、議事録をオープンにすると交渉前に何を考えているかとい

うことにもなるということも考えながら、基本的には、今申し上げましたような

方向でしっかりと考えていただきたいと思います。 

しかし、例えば農業分野においても、チャンスが広がってくる結果につながる

面においてはしっかり交渉する。他方、競争力を強める面においては競争力を強

めていくわけであります。また農業面においても、付加価値の高いところでは勝

負するということにおいては、競争力が極めてあるということかもしれないと思

います。 

「強い農業」をつくるために、改革の道筋を松岡大臣に示していただけば、農

業にとっても未来が見えてくる。また、自分も農業をやりたいという若い人たち

が出てくることにも私はつながってくるのではないかと思いますので、よろしく

お願いをいたします。 

（麻生臨時議員） 最後に１つだけお願いします。私も長い間出ていましたから分か

るのですけれども、海外の交渉事があるので、交渉方針について発言した議事録

をオープンにされたときには、交渉する立場ではとてもやっておられません。ど

の程度オープンにするかよく選択していただきたい。専門調査会をつくられるの

だったらそうしていただきたい。さもなければ、我々はとても交渉なんてやって

られない。 

（大田議員）  はい。専門調査会においても、交渉が継続中であるということは十分

に注意して議論する必要があると思います。 

   時間が限られていて残念でしたけれども、オープンに向けての大変いい議論を

していただきまして、農業についても、大変前向きな頼もしい議論が展開できた
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と思います。 

   麻生大臣、松岡大臣はここで退席されます。どうもありがとうございました。 

（麻生臨時議員、松岡臨時議員 退室） 

 

（大田議員）  それでは、マクロ経済運営について御審議いただきます。 

初めに、当面の経済動向について、内閣府の担当統括官から御説明いたします。 

 

○マクロ経済運営について 

（藤岡内閣府政策統括官） 資料「当面の経済動向」に沿って、簡単に御説明申し上

げます。 

   １ページ目でございますが、実質ＧＤＰの推移についてでございます。 

左下のグラフは、12年度からの実質ＧＤＰの動きを、右下のグラフでは各年度

の実質ＧＤＰ成長率に対する寄与率の推移を示しております。ぶれはございます

が、平成14年１月に景気の谷を迎えて以降、実質経済成長率は次第に高まってお

ります。この期間中、公需の寄与率はほぼゼロで推移しており、外需も寄与率が

小さくなっております。企業部門の好調さが家計部門へ波及しつつある民間需要

中心の経済成長となっております。 

   ２ページ目、実質ＧＤＰの見通しについてございます。 

左下のグラフでございますが、内閣府の見通しと民間機関の予測で、実線は民

間機関の平均で、破線はそれぞれ最大値・最小値を示しております。右下のグラ

フはＧＤＰギャップを示しております。平成17年度は3.2％と比較的高い実質成長

を遂げ、需給ギャップもゼロ近傍まで改善いたしました。左側のグラフは、平成

18年度、19年度と、中期的な安定成長率である２％程度に移行していくと見込ん

でおります。 

   このような見方につきましては、民間各機関も概ね同様でございます。ただし、

アメリカ経済の動向など世界経済の下ぶれリスクには留意が必要だと考えており

ます。 

   ３ページ目、物価の推移についてでございます。 

   左下のグラフでございますが、消費者物価指数（ＣＰＩ）の推移でございます。

破線は生鮮食料品を除いたコアＣＰＩ、実線は、生鮮食品、石油製品、公共料金

等の特殊要因を除いた、いわゆるコアコアＣＰＩの推移を示しております。 

   本年８月にＣＰＩの基準が平成12年から平成17年に改定されましたため、グラ

フが連続しておりません。基準改定によりまして、ＣＰＩは0.5％程度全体的に下

方修正されておりますが、ＣＰＩがコアで見てプラスに転じているという傾向は

変わっておりません。 

右下のグラフは、実線がＧＤＰデフレーター、縦棒が単位労働コストの推移を

示しております。ＧＤＰデフレーターは低下しておりますが、その低下幅はここ

のところ縮小しております。ＧＤＰデフレーターの低下要因としては、単位労働

コストが低下していることが挙げられます。 
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   なお、ＣＰＩ基準改定がＧＤＰデフレーターに与える影響でございますが、先

般試算いたしましたところ、18年４－６月期の前年同月比が、右下のグラフでお

示しているマイナスの0.8％からマイナスの1.1％へと、0.3％ポイント低下幅が拡

大する見込みとなっております。 

   以上、当面の我が国経済は企業部門、家計部門ともに改善が続き、自律的・持

続的な経済成長が実現すると考えておりますが、世界経済や原油価格の動向等に

は留意する必要があります。以上でございます。 

（大田議員）  それでは、福井議員から御説明をお願いします。 

（福井議員） 資料に沿って極めて簡潔に御報告申し上げます。 

   日本銀行では、「展望レポート」と称しまして、４月と10月の年に２回、ややロ

ングランな経済・物価の見通しを出しております。 

つい最近、一昨日の10月31日ですが、最新の「展望レポート」を出しました。

このレポートがカバーしているのは、今年度2006年度と明年度2007年度の２年度

の経済・物価の見通しであります。来年４月になりますと、2007年度、2008年度

の見通しを出すことになります。 

１ページ目の上の「①実体経済」でありますが、日本経済は今やや持続可能性

の高い成長軌道に乗っておりまして、今後もこの２年度間を展望する限り、息の

長い拡大を続けると予想しています。 

「②物価」につきましては、これまでの経済の回復によりまして、需給ギャッ

プが需要超過幅を緩やかに拡大するという局面に入っています。一方、ユニット・

レーバー・コストからの物価押し下げ圧力が減じてきておりますので、例えばＣ

ＰＩについては、2007年度にかけて前年比のプラス幅が、ゆっくりですけれども

次第に拡大していくと予想しております。 

その数字的な表現でいきますと、１ページの真ん中に「政策委員の大勢見通し」

がございますが、実質ＧＤＰ、つまり成長率につきましては、政策委員９人の中

央値では、今年度2.4％、そして明年度2.1％で、先ほど政府から御説明がありま

した見通しと非常に近い見通しでございます。右端の消費者物価指数は新基準に

よるものでございます。今年度0.3％、明年度0.5％と、プラスの数字ですが極め

て緩やかな物価の上昇です。物価は極めて安定した状況で明年度まで推移するだ

ろうという見通しでございます。 

   ２ページ目の一番上の「第１の柱」ですけれども、今お示ししました見通しに

ついて評価を加えております。つまり、今申し上げました見通しは、日本銀行が

最新の判断をいたした標準的な見通しでございますが、この標準的な見通しは、

好ましい見通しだという評価を加えているわけであります。つまり、我が国経済

はこういう推移で行けば、物価安定のもとでの持続的な成長を実現していく可能

性が高い、というポジティブな判断を加えているということでございます。 

   それから「第２の柱」ですが、標準シナリオが順調に推移していく蓋然性が非

常に高いけれども、よりロングランに見ると、もしかすると起こってくるかもし

れないリスクがある、としております。もしそういうリスクが起これば結構コス



 
平成 18 年第 24 回 議事録 

 

 23

トが高い。そういうリスクをあらかじめ明示しているということであります。１

つは、金融政策面からの刺激効果が一段と強まり、中長期的に見ると、経済活動

や物価の振幅が大きくなるリスクがあるということでございます。それからもう

一つは、逆に景気拡大や物価の上昇が足踏みするような局面も考えられる。ただ

この場合に、過去10年間の間に大変心配しましたような物価下落と景気悪化の悪

循環に転化するリスクは小さくなっているという評価を加えております。 

   こういった標準的なシナリオ、その評価、そしてそのリスク要因ということを

明確に世間にお示しすることによって、日本銀行と市場・市場外の方々とのコミ

ュニケーションの有力なツールにしている。つまり、金融政策の透明性を高める

ツールにしているということでございます。 

   なお、「第１の柱」で、物価安定のもとで持続的な成長が続くという評価を出し

ておりますが、その場合の物価安定については、中長期的な物価安定の理解とい

うことで、政策委員会のメンバーがシェアしております理解は、ヘッドラインＣ

ＰＩが０％から２％という幅を意識しているということでございます。 

   こういう標準的な見通しのシナリオに沿って、これから経済が本当にその通り

動くかどうかということを、日本銀行は必死になってチェックしてまいります。

市場も市場外の皆さんも、こういう基準で評価し続けていただければ、日本銀行

の政策の方向性について認識の不一致が出にくくなる。特に、マーケットにおい

ては、市場参加者が自らの情勢判断というものを市場金利という形で反映してま

いります。したがって、今後の市場金利の出方を通じて、日本銀行の政策金利に

ついてのコミュニケーションを行うことができるわけでございます。 

   そして先行きの金融政策の運営方針ですけれども、１ページ目にお示ししまし

たような望ましい標準シナリオどおり経済が推移していく限り、日本銀行として

は、早めに金利を引き上げることによって景気回復の芽をつむという考えはとら

ないということでございます。逆に金利政策のタイミングが遅過ぎて、経済が不

必要に加速することによって先行きの景気の波を大きくするということも避けた

いと考えております。２ページ目の一番下にあるように、標準シナリオどおり経

済が動く限り、極めて低い金利水準による緩和的な金融関係を当面維持しながら、

経済・物価情勢の変化に応じて、徐々に、早過ぎず、かつ遅過ぎず、テンポとし

てはゆっくりと金利水準の調整を行うことになるという考え方を示しております。 

   なお、日本経済の中長期的な課題について、政府もこれからイノベーションを

軸に経済成長力そのもの、潜在成長能力を上げていこうという御方針でございま

す。日本銀行もこれは全面的に支持している方針でありますが、これからその施

策が実を結んで潜在成長能力が上がってくれば、それはそのまま現実の経済成長

として実現していきたいということにつながる金融政策の方針です。 

また、人口減少という困難な問題に立ち向かう、あるいは財政再建を着実に実

現していく、その経路とも整合的な金融政策の枠組みとして打ち出しているつも

りでございます。 

   以上でございます。 
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（大田議員）  では、有識者議員から御説明をお願いします。 

（伊藤議員） 資料「マクロ経済運営について」を説明させていただきます。 

   前回お話ししました「新成長経済」を実現するための諸改革の前提は、マクロ

経済運営が適切になされているということであります。もちろん財政、金融両面

あるわけですけれども、日本経済がデフレからの本格的な脱却を目指して正常な

状態に戻ろうとしている現在は、重要な時期にあると思います。政府と日銀が十

分に連携をとって、しかし適切な距離を保って政策運営を行うということが必要

であると考えます。 

   「前提となるマクロ経済についての認識」でありますが、メインシナリオにつ

いては、民間需要を中心にした比較的高い実質成長を遂げた結果、現在では需給

ギャップもゼロ近傍にまで改善しているということは我々の考えであります。当

面は、現在の潜在成長率の１％台後半、２％に近いぐらいの点にあるかもしれま

せんが、に概ね沿って民需主導の経済成長が続くものと見込まれます。 

   リスク要因としては、米国経済、原油価格の動向が国内経済にもたらす影響を

注視すべきであると思います。ただ、下記の「基本的視点」を踏まえたマクロ経

済運営が今後の課題であると考えます。 

   第１に、民需主導の持続的な成長を実現する。人口減少傾向やグローバルな競

争が激化する中で、民間投資、民間消費の民需主導による持続的な経済成長を実

現する、これも重要な点であると思います。 

   第２に、物価の安定を実現する。物価上昇率を適切な範囲内に安定させる、と

いうことが重要であります。 

   第３に、中期的な課題と整合的な政策運営を行う。中期的に実現すべき経済の

姿との整合性を確保する。 

   第４に、透明性と説明責任を徹底する。福井議員から、金融政策において、こ

のような透明性と説明責任に配慮した運営がされているという説明がありました

が、マクロ経済全般の運営の信頼性の確保には、透明性と説明責任の徹底以外に

はないと考えております。 

   「マクロ経済運営のあり方」ということについて、我々の考え方を示しておき

たいと思います。経済財政諮問会議は、次の２点からマクロ経済運営を点検して

いきたいと考えております。 

   １点目、政府と日銀が「基本的な視点」を共有しているか。これは、マクロ経

済の運営に関する適切な視点を共有しているかということを点検したい。２点目

は、更にその共有された「基本的な視点」に基づいて政策運営が行われているか。

政策運営にこの視点が反映されているかをチェックしていきたいと考えます。 

その観点から政府と日銀は、「基本的な視点」の十分な共有化に向け、引き続き

努力が行われる必要があると考えております。まず政府においては、経済成長と

財政再建の両立を図るべきであります。財政再建については、これまでもいろい

ろスケジュールが示されているとおりであります。また日銀においては、物価安

定基調を確実なものにするために実効性のある金融政策運営を期待したいと思い
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ます。もちろん、ある時点における金利の上げ下げという具体的な手段は、日銀

の金融政策決定会合に基づいて行われていることは十分承知しております。 

   「基本的な視点」から見たマクロ経済運営のあり方・評価について、今後とも

必要に応じて諮問会議で議論していきたいと考えております。 

   以上です。 

（大田議員）  尾身議員から資料なしで御発言があると伺っています。 

（尾身議員） 日本経済は、バブル崩壊後の停滞期から脱して活性化しつつあり、日

本経済に対するコンフィデンスも高まっているのを実感として持っております。

今般の景気回復は、単に景気循環的な改善だけではなく、これまでの構造改革の

取組を通じて、企業部門における雇用、設備、債務の過剰が解消するなど経済の

基盤の着実な強化を伴っておりまして、底堅いと考えております。 

   企業部門は収益の改善、設備投資の増加など全体として好調であります。家計

消費は、外食などサービス支出が伸びていますが、足元弱めの動きが見られてお

り、今後の動向を注視していく必要があります。 

   またインフレ圧力の上昇は、引き続き見られていないと考えております。リス

ク要因としては、減速基調にある米国経済の動向、在庫が積み上がりつつあるＩ

Ｔ関連企業の生産動向等に留意する必要があると考えています。 

   経済成長に伴い格差が拡大しているとの指摘もなされているが、第１に、非正

規雇用の増加に配慮する必要があります。特に若年層で非正規雇用比率が高いこ

とでありますが、本年に入りましてから正規雇用者が増加に転じており、改善の

兆しが見られると思っております。 

   第２に、大企業と中小企業の間では、景況感に差があります。 

第３に、地域経済の動向について、地域間で景気回復にばらつきが見られてお

ります。地域がそれぞれの実情にあった創意工夫によって経済の活性化を図るこ

とを促していくとともに、地方団体の中で税収の偏在を是正するなど、財政面か

らの格差是正の問題にも真剣に取り組んでいく必要があると考えております。 

（大田議員）  甘利議員からも資料なしで御発言があると伺っております。 

（甘利議員） 適切なマクロ経済政策についてでありますが、基本的な視点として、

適切なマクロ経済政策による安定したマクロ経済環境の創出は、健全な経済成長

の前提条件である。同時に、力強い経済成長の展望を示して、政府がその実現に

コミットすることが、将来に対する不安を払拭して足元のマクロ経済環境を安定

させるということであります。 

   マクロ経済の展望と成長戦略に係る視点でありますけれども、来年１月に策定

する中期方針「ポスト改革と展望」において、現実的で力強い経済成長のシナリ

オを国民に示すことが重要である。 

   それから、成長戦略を歳出・歳入一体改革とあわせて車の両輪として位置づけ

ることが必要。民間議員からも「両立」という表現がありました。 

短期、向こう１年のマクロ経済政策運営に係る視点について、毎年のマクロ経

済政策において人口減少、グローバル競争下での力強い経済成長の実現という中
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期的な課題との整合性が確保されるということが重要である。 

   それから、地域中小企業の活性化を含む成長戦略を一層充実しつつ、毎年度の

進捗状況を定量的に把握しながら、着実に具体化をしていくべきだと考えており

ます。 

（大田議員）  それでは、自由討議に入ります。 

では、総務大臣。 

（菅議員） 皆さんからいろいろ御説明がありまして、景気が回復しているのは間違

いないことだと思いますけれども、現実的に、中小企業や地方はまだまだだとい

う声が圧倒的に強いということも事実であります。そしてこの景気回復というの

は、地域、企業によって格差があり過ぎるのも事実であると思います。 

例えば有効求人倍率でも、東海や関東ははるかに１を超えている。しかし沖縄

や北海道は0.6、0.5。東北、四国、九州も１を割っている状況であります。これ

だけ回復状況にばらつきがある中で、果たしてマクロの表だけでいいのか。でき

れば、地域の経済動向を、これからはもっと注視していく必要があるのではない

かと思っておりますので、提案させていただきたいと思います。 

（大田議員）  では、丹羽議員。 

（丹羽議員） 経済の持続的成長を実現する場合、成長の寄与率をセクターごとに見

ると、成長の原動力は、やはり輸出、国内消費、生産設備投資の３つにあると思

います。今までの日本経済を見ていると、国内消費がやや弱いわけです。輸出と

生産設備投資が牽引しているわけです。国内消費をやはり拡大するか刺激してい

かないと、本当に安定した経済成長にはなかなか結びつかないと思いますので、

そういう意味からいうと、今後の民需主導の経済成長を続けていく上においても、

国内消費を刺激するような政策を少しとっていく。企業が成長を続けて収益を上

げていけば、従業員の所得アップにつながる可能性があるわけです。それがいろ

いろな形で国内消費を刺激することになる。国の経済成長全体の中で企業収益を

高めていくということが、結局、そういうことにつながっていくだろうと思いま

すので、経済界のためだけではなく、輸出、国内消費、生産設備投資、特に国内

の消費に重点を置いた政策をとっていく必要があるだろうと思います。 

（大田議員）  御手洗議員。 

（御手洗議員） そういうわけで、丹羽議員の言われたことに賛成なのですが、そう

いう状況で、財政再建のために徹底した歳出の抑制をし、なおかつ、メリハリの

きいた予算編成をしてもらいたい。そして成長戦略の分野については、思い切っ

た財政投資をしていただきたいということがお願いです。 

企業の国際競争力については、ヨーロッパをはじめどの国も、これが雌雄を決

するということなので、是非メリハリを効いたものに願いしたいです。 

   金融政策については、先ほど福井総裁が、ＣＰＩで０％から２％の間を意識し

て、市場と対応しながらゆっくりと調整を行うと言われました。現在は、緩やか

に物価が上昇して経済成長を続けており、非常にコンファタブルである。ただ、

将来のいろいろな変動に対して、最終アプローチは日銀が独自に行うわけですが、
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政府と日銀との基本的な問題認識の共通化を常にしておいていただきたいという

のが民間からの私のお願いです。 

（八代議員） 先ほど福井総裁の方から上ぶれと下ぶれの両リスクの御指摘があり、

また、展望レポートの中でも、設備投資の加熱への懸念に少し触れられていたか

と思いますが、それについては、丹羽議員も少し指摘されましたが、今回の日本

の景気回復局面の１つの特徴は、投資は強いのですが、消費はいつまで経っても

強くならない。特に、雇用と賃金との関係で、雇用はある程度よくなっています

が、賃金がなかなか上がらない。こういうある意味で少し特殊な状況でもありま

すので、設備投資だけに注目が当たり過ぎると、ややミスリーディングになるの

ではということを若干懸念しております。 

   以上であります。 

（伊藤議員） 上ぶれ、下ぶれのリスクを非常によく見られていると思いますが、イ

ンフレ率が０％を少し上回っているという現在の水準で、たとえ上ぶれと下ぶれ

のリスクの可能性が半々であったとして、現実的にどちらに転んだときの方が傷

が大きいかということを考えると、下ぶれリスクの方が大きいと思います。必ず

しも確率だけではなく、その結果がどういうことになるかを考える必要があるの

かなと、これが１点であります。 

   もう１点は、政府委員の理解がヘッドラインＣＰＩで０％から２％の間に分布

しているというお話がありましたけれども、８月の基準改定でコアＣＰＩが0.4％

下方修正されたことで明らかなように、これにはバイアスがある。現実にはエネ

ルギー価格がヘッドラインＣＰＩに入っている。下ぶれの場合のダメージの大き

さと関係していると思うのですけれども、のりしろも重要ではないかと個人的に

は思っておりますので、そういうことを十分配慮した政策の枠組みにしていただ

きたいと思います。 

（大田議員）  甘利議員、それから福井議員で。 

（甘利議員） 現在の日本の景気回復は設備投資が牽引していて、消費になかなか点

火しないのは、どこに原因があるかという話が出ました。八代議員からは、雇用

者所得がなかなか伸びないという指摘がありました。確かに正規が減って、非正

規が増えるという状況の中で、雇用者全体の所得が減少傾向にあったのが、よう

やく底打ち感が出て、正規が増えて非正規が減ってきた。これに伴って雇用者の

所得が増えていくことを期待しているわけであります。 

予算委員会でも労働分配率の話が出ました。バブルのころに無理のあるベアを

したことによって企業の競争力が落ちて、今は適正化に向かっているという考え

方もあります。いずれにしても、大手企業が過去最高の収益を更新するニュース

が流れる中、なかなか雇用者の所得が増えていかないというのは、国民的には若

干違和感があるのではないか。設備の更新、あるいは株主への還元、そして内部

留保、これらは大事なことですが、企業から家計への所得移転についても、少し

思いを馳せていただきたい。増えれば使うのでありまして、消費が拡大すれば、

更にまた景気回復が寄与するのではないかと思っております。 
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   経済産業大臣でありますけど、元の労働大臣でございますので。 

（大田議員） 福井議員。  

（福井議員） 企業収益の水準が非常に高く、設備投資が強い。一方で企業収益の水

準が高いのに、賃金の伸び率が十分上がってこない。この点について日本銀行の

理解は、やはり企業は非常に厳しい国際競争にさらされており、今後とも国際競

争には絶対勝っていかなければいけない。したがって、企業収益を十分上げてイ

ノベーションを施し、必要な設備投資は外国の企業に負けないように早いタイミ

ングでやっていかなければいけない。一方、諸コストは今後とも極力抑制しなが

らでないと競争力を保てない。コストの中で一番大きい人件費に対して慎重だと、

こういう構図であると理解しております。しかし、雇用が増え、労働市場がやは

りタイトになってきております。しかも、質の高い労働力を確保したいというこ

とで、正規労働者の雇用が増えるというように変わっています。賃金の方も、ま

ずボーナスで払うけれども、いずれ所定内賃金の上昇に結びついてくるだろうと

いうように、タイムラグがあるだろうと見ております。 

それから八代議員から御指摘のあった、日本銀行は設備投資が強くなるリスク

を強調し過ぎていないかということですけれども、ここで掲げましたリスクとは、

今見えているリスクではございません。現在の状況では、標準シナリオどおり好

ましい経済が実現するだろう。そのとおりになるかどうかよく見ていただきたい

というのが最初のプレゼンテーションでございます。しかし、今見えていなくて

も、日本銀行があまり安心し過ぎて金融環境が甘いままで行くと、設備投資だけ

でなく、資産価格その他の面で思わぬリスクが出てくる。それを、出てきてから

たたくというのではなく、早めに意識しておこうという程度の話でございます。 

   伊藤委員から御指摘のありました物価についてでありますが、ヘッドラインＣ

ＰＩで物価安定の理解をしているのは、あくまで中長期の概念でございます。短

期的に、物価がインフレの方向にどれぐらい動いているか、逆にデフレに逆戻り

しないかというのは、様々なコアＣＰＩや他の物価指標を総合的に判断していく

ということでございます。 

（大田議員）  一言だけでお願いします。 

（丹羽議員） 福井総裁のおっしゃるとおりだと理解しています。ただ、甘利議員の

おっしゃった給料について、所得移転は現実に少しずつ起きております。フリー

ターや、非正社員の時間給が確実に15％や20％上がっております。新入社員の初

任給は、これまた確実に10％以上上昇過程にあります。多少の労働のミスマッチ

はありますけれども、福井総裁がおっしゃるように、経済成長を続けると、自然

成長が所得の増加につながっていくということは、少しタイムラグがありますが

少しずつ起きていると御理解いただきたい。 

（大田議員）  ありがとうございます。 

   今日はマクロ経済の動向について、まず日銀と内閣府から説明がありましたが、

現在の状況については概ね共通の認識がありました。ただ、地域間、それから企

業規模によって格差がある。より地域についても綿密に見ていくことが必要だと
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いう指摘がありました。 

   民間議員から提言のありました基本的視点については、これを共有化しながら

マクロ経済運用をしていくということについては、政府・日銀ともに御異論はな

かったと思います。当面のマクロ経済運営の方向性についても概ね合意があった

と思います。 

   こうした観点から、今後、政府・日銀一体となって、マクロ経済運営に万全を

期していく。諮問会議としても、必要に応じて議論していきたいと思います。 

   それでは、総理からお願いします。 

（安倍議長） 本日、民間議員の皆様から御提案がございました基本的視点は、マク

ロ経済運営の指針となるべきものであると考えております。政府としては、今後

この基本的視点を踏まえて、マクロ経済運営を行ってまいりたいと考えています。

日銀におかれましても、政府と連携、協調をしていただくように期待したいと思

います。また引き続きまして、経済財政諮問会議において、マクロ経済運営に関

する審議を行い、更に議論を深めていただきたいと思っております。 

また、先ほど丹羽議員から、だんだん企業の収益が個人に移転され始めており、

フリーターや非正規の人たちの給料も15％上がっているというご発言がありまし

た。我々はいつも国会で、企業は収益を上げているが格差が広がっているではな

いかという厳しい指摘をいただいているので、そういう調査結果、指標があれば、

是非お出しいただきたいと思います。 

   また、先ほど財務大臣から言及があったのですが、日本を開いていく、オープ

ンにしていくことにおいて、アジア・ゲートウェイ構想が重要な構想の１つでご

ざいます。根本補佐官にも、この場において、構想について述べる機会を持って

もらいたいと思います。 

（大田議員）  雇用や消費、地域についても、なるべく多角的に検証して、御報告さ

せていただきたいと思います。 

   それでは、以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いたします。 

 

（以 上） 


