
平成 18 年第 24 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

（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） 
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○ 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） 

（概要） 

○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する。 

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。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。より

主体的に経済外交に取り組んでいくべきということが、基本的な視点。 

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

に重要である。これまでも二国間協定を中心に取り組んできたが、ＥＰＡあるいは

ＷＴＯを含めた多国間交渉において、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、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る。 

また、後ほど申し上げるが、専門調査会を設置して、グローバル化改革に向けた

課題の整理と具体的な検討を行うことを提案したい。 

各論に入る。「ＥＰＡ交渉の加速」については、本年５月に策定されたクローバ

ル戦略の「ＥＰＡ工程表」に沿って進められているが、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。 

まず、日本インドネシアＥＰＡ、これは今月末にインドネシアのユドヨノ大統領

が日本を訪問されるので、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は、ＥＰＡ工程表の目標通り、来年の春までに実

質的な交渉を終了することが重要。中国ＡＳＥＡＮと韓国ＡＳＥＡＮは、物品交渉

に関しては既に終わり締結しているので、日本だけ遅れることは非常にまずい。そ

れから共同研究が終了した日本インドＥＰＡ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、早期交渉再開に向けて努力をすることが重要である。 

次に、このようなＥＰＡ交渉を加速するに当たって課題がある。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。第２にＡＳＥＡＮを含めた多国間交渉につ

いて、ＡＳＥＡＮ＋１を早期に締結をする、これを再確認しておきたい。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ＥＰ

Ａの様々な可能性を検討していくことが重要である。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Ｗ

ＴＯ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る。

第４に、ＥＰＡ工程表を改定する必要がある。具体的には、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「ＥＰＡ工程表」を改定

すべき。その際、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、

2


平成 18 年第 24 回経済財政諮問会議 



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。 

次に、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。 

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。

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ったが、今後

のＥＰＡは、農業を含めた本格的な交渉が必要になる。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。農業改革は

これまでも行ってきた。例えば、「食料・農業・農村基本計画」（平成 17 年３月）、

「21 世紀新農政 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

ているが、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。第１に、農業部門の生産性の向上が重要である。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る。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。もう１つは、国境措置の撤廃で

ある。国境措置の撤廃に向けた更なる取組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は非常に抵抗があったが、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。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。 

   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られたわけだが、外国人の人材の受

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。ただし、これは労働市場の改革というものを別途議論するので、その労

働改革の集中審議の際に改めて取り上げたい。 

   次に、「世界に開かれたビジネス環境、金融・資本市場の整備」について。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。是非実現していきたいわけだが、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。

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、改革工程を明確化すべきである。 

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。そこでは、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。 

（麻生臨時議員） 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応じて、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た。

今朝の閣僚打ち合わせでは、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

れた。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している。インドとも速やかな交
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渉立ち上げを目指しており、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。また、現在進行中のＥＰＡの交渉については、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

いうことを確認をした。更に、東アジアＥＰＡなどの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た。 

次に、先生方の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

べる。インドネシアとの交渉は相当論議が煮詰まってきているが、幾つか重要な点

がまだ残っている。早期に大筋合意を目指すということで、この 11 月 26～29 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るので、その訪日を

１つの節目として交渉を進めている。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いる。ＡＳＥＡＮ全体との交渉は、日ＡＳＥＡＮ首脳

会議で合意されている来年春までの実質交渉妥結を目指している。交渉中なので手

の内は申し上げられないが、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

る。 

豪州並びにスイスについては、現在行われている共同研究の検討の加速化をして

きたところ。このうち豪州は、日本にとって食料・エネルギー等々安全保障上重要

な戦略パートナーでもある。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

あると考えている。 

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たい。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の考え方がある。

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

いるところである。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である。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ある。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、日本の利害得

失のバランスを考えていく上でも大事で、関係各国の考え方を十分に踏まえていく

ことが重要であると思っている。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いる。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ないので、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している。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いる。関係省庁の交

渉に取り組んできた方々も苦心していただいたことと思うが、このＥＰＡ交渉のス

ピーディな進捗については、更に関係省庁と連絡を密にして進めてまいりたい。 

（松岡臨時議員） 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

ついて説明する。 

   1  ページ目。農林水産政策については、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いく。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

4


平成 18 年第 24 回経済財政諮問会議 



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ある。 

２ページ目。主要品目の主要相手国・地域別の輸出入状況について。まず下の「（参

考）日中間における輸出入状況について」から見ていただきたい。後で先ほどの伊

藤議員の話とも関連するので、ここはよく御理解をいただきたいが、日本から中国

への輸出については、精米、牛肉、豚肉、鶏肉、野菜類は一切だめである。一方、

中国から日本への輸出は、鶏肉はたまたま鶏インフルエンザの発生で止まっている

が、精米、牛肉、豚肉、鶏肉、基本的にはＯＫで、また野菜類もＯＫである。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いて、まず頭に

入れておいていただきたい。その上で国産農産物については、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

があるが、政府としても、今申し上げ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いる。今後輸出先として、例えば

米で言えば、世界全体で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

米を食べている。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あるので、この辺の

打開が必要だと考えている。 

そこで、伊藤議員からも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」について説明があったが、農林水産省としても、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ことについては、基本的に全く同じ

気持ちである。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

については、これは事実認識についての誤解等もある。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って、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いる。その上に、我が国にはない

輸出補助金、これは例えば 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だが、このようなものをはじめ、米国、

ＥＵにおいては、そういう制度も多く持っている。 

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る。「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

る。ここにあるように、日本は 39,729 億円まで下げなさいという約束だったが、

既に日本は約束水準の 18％、つまり約束水準の 82％を削減している。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も同様である。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を進めてきたということである。したがって、国境措

置を撤廃さえすればという考え方については、このような事実にも十分御理解をお

願いしたい。 

先ほども見たように、輸出の促進により国内農業を強くしようと思っても、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ことは現実に合わないと思っている。更に、有識者議員御

提案の改革工程表については、関税削減のスケジュールであるとしても、それを明
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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

にするのは、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

思う。国境措置の撤廃による農業への影響試算については、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るので、そういった面も評価する必要

がある。 

なお、豪州とのＥＰＡだが、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いる。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、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う。同時に、豪州の検

疫の厳しさという問題もある。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、相手からは来る

がこちらからは行けないという一方通行になっている。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し納得する必要があると思っている。 

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

めた新規参入の促進や担い手の施策の集中化・重点化に加えて、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いきたい。 

それから説明資料３ページ目、バイオマスについて。諸外国に比べて、色々な制

約が日本の場合はまだ非常に大き過ぎる。したがって、そういう中で最終的には地

球温暖化対策、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。 

説明資料４ページ目。今申し上げたことを、19 年度の予算概算要求として取り上

げているので、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。 

最後にまとめだが、農林水産業、農山漁村は、食料の安定供給をはじめ、国民の

命や暮らしの基盤を成す重要な役割を担っている。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、しっかり進めていきたいと思っているので、よろしくお願いする。 

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いるが、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

っている。日本にはこういう制度はないので、そういったことも御理解いただき、

全体としての議論をお願いしたい。 

（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

車の両輪である。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

うものである。 

まず、戦略的ＥＰＡ推進の基本的考え方だが、戦略的にＥＰＡを推進することに

より、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つの効果がある。これまではＡＳＥＡＮを中心として推進してきたが、今

後は資源・エネルギー確保の視点も重要となる。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る。戦略的推進に当た

っては、「スピード」に加えて「質」が重要、つまりＦＴＡよりＥＰＡで、その質

をより高めていくということである。 
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日ＡＳＥＡＮ包括的経済連携の意義だが、アジアとの共栄という観点から、ＡＳ

ＥＡＮ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だが、これが重要である。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る。中国、韓国がＡＳＥＡＮと

の物品交渉、つまりＦＴＡだが、これを既に終えていることから、来春の交渉終了

が喫緊の課題である。日本としてはより質の高いものを目指す。 

東アジア構想については、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

である。 

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。ＡＳＥＡＮ＋６は以下３点に対応する。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る。２点目は、ア

ジア企業のネットワークがＡＳＥＡＮ＋６をベースに拡大をしている。つまり、日

本の企業もＡＳＥＡＮ＋６を中心に展開をしているので、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る。３点目は、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る。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るから、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る。 

第２の「東アジア版ＯＥＣＤ」構想について。ＥＵと違って、東アジアはパーキ

ャピタルに極めて大きな格差がある。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

いところがある。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と呼んでい

るが、この設置を提言している。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る。 

   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いる。 

ＷＴＯ交渉の早期再開・妥結については、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は大事である。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

重要と言える。Ｇ６（日本、米国、ＥＵ、インド、豪州、ブラジル）、いわゆるＷ

ＴＯインナー会議の一員として官民挙げて取り組んでいく。関係閣僚会合への参加

や電話会談等によって、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。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いく。 

続いて、配付資料「アジアワイドの成長戦略について」1 ページ目を見ていただ

きたい。 

まず「基本的な考え方」について。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 ％、日本を外すとおそらく 7.34％程度と、

相当な成長力である。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いる。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
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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る。 

   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いる分業体制のネッ

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ある。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」である。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」を構築していくということである。 

   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。これは制度的側面だが、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、東アジア経済連携等である。２点目は、アジア

ワイドの成長基盤の整備。これは協力的側面だが、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

である。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る。「感性」と入れているが、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いるが、

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

ある。コンテンツのグローバル戦略も併せて推進していきたい。 

それから、先ほどバイオエタノールに関する発言が松岡臨時議員からあったが、

松岡臨時議員の提言は大変意欲的なものと受け止めている。ただ、現実問題に即し

て推進をしていただきたいと思うのは、閣議決定した京都議定書目標達成計画の

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る。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

リットルである。一方、松岡臨時議員の提案は 600 万キロリットルで、桁が１つ違

う。この 600 万キロリットルをしかも国内生産だけでやるとすると、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る。今、日本全国、田んぼな

どを除いた畑だけでは平成 16 年では 117 万ヘクタールしかないから、日本中の畑

を２倍にするという作業が必要である。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る。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る。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を活

用しながら引き下げていくということである。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う。 

いずれにしても、バイオを含む新エネルギーの問題については、改めて我々の考

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う。

（尾身議員） グローバル化改革については、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。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

いきたい。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

ーシップを発揮し、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。 
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財務省としては、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

り組んでいく。経済連携協定は、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する。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たい。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。 

具体的には、セキュリティ強化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る。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

化していく。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。 

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いく。 

（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る。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。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いると思うが、

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。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、我々の期待でもあるので、決して農業を敵にしているのではない

ということを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。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もあり、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。 

農業の今の実態はどうなのか、もう少しトランスペアレンシーを高めて公表をし

てもらわないと困る。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。米は輸入可能ということだが、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、鳥インフルエンザの問題、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あり、この表は極め

てミスリーディングだと思う。だから、今の日本の農業の実態はどうだということ

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うので、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。それが我々の今日の根幹である。 

もう１つだけ、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話をすると、やはり日本の顔が見えないとよく言わ

れる。特に日本は省庁間の壁が非常に高いので、全部総理がやるのは物理的に不可

能であるが、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

名していただき、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

なことだと思っている。 
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是非、総理にはこの辺をお考えいただきたい。 

（御手洗議員） 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に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が、感触は非常に前向きで

ある。 

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に絶対に守っ

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。 

しかも、ＡＳＥＡＮとのそういった質の高い、自由度の高いＥＰＡを中心に、周

りの＋６カ国との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ＥＰＡ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

や発展そのものに貢献していくことが必要である。 

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ことは、理論的

には国土面積が増えるのと同じ効果があるので、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ると、ＥＵは 60％、ＮＡＦＴＡは

45％だが、東アジアでは既に 57％以上である。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いただ

きたい。 

（松岡臨時議員） 今、丹羽議員からも話があったが、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う。したがって、２ページに伊藤議員から

先ほど指摘があった「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おり、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

いる。 

農耕民族は、漢民族もそうだが、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 年代をやったが、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るが、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。 

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、これは事実を単に整理している。端的に言うと、私どもは国際競争力を持っ

ていると思っている。大きさや安さでは勝てないが、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。その物の良さで勝負しよう

と。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、その場合、向こうから来るが、こちらからは出せないという状況
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になっている。インフルエンザ等に同じような指摘があったが、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るが、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る。 

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

いる。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。そういう意味で、丹羽議員にも是非御理解いただきたい。 

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。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

事実であったが、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

者の選択だ。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

いるので、是非御理解いただきたい。 

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、

そういう中で全体としての国益をかけたやり取りがあるので、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った。 

それと米の 700％の関税の指摘もあったが、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

あり、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、こう思っている。 

あと最後に１点だけ。甘利議員からバイオエタノールについて話があったが、反

論するわけではないが、私どもの認識を申し上げたい。これは民間等のいろんな試

算がある。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ないので、

なかなか言えない点もあるが、600 万キロリットルは日本でも可能だ。また、可能

性を目指すべきだ。世界もみんなその方向を目指しており、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

発電の中に緑のエネルギー発電、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、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いけないと思っているが、全く根拠のない話をしているわ

けではない。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る。しかし、この場合はバイオであり、物として品

質としての良さは必要ない。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ると、日本

の農地や林地から判断し、これだ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、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ない

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

ということである。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ると、

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。

（伊藤議員） 今、松岡臨時議員から日中ＦＴＡに前向きな発言があったと私は理解し
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て、非常にエンカレッジされた。それから質のよいものを輸出していきたい、これ

も全く賛成である。ただ、国境措置については、多少誤解があったかと思うので説

明させていただきたい。 

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

分承知している。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う。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、非常にたくさんある。

これも我々は認識しているので、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、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

たわけだが、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。細かいことにはなるが、非常に重要な問題だと思う。 

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

考えている。 

（八代議員） 今、松岡臨時議員から非常に力強いお言葉をいただき、感謝する。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

ことだと思うが、問題はそのスピードである。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る。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少ない。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は、やはり歴史的な問題も

あるが、農政の問題がある。零細農家の農地を如何にして集約するか、これをもっ

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。 

（松岡臨時議員） 今仰ったことについては、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いきたい。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うと、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大変なこと

になる。中国は２億トン以上食べているのだから、100 万トンは 0.5％である。だ

から、私は出て行きだしたらあっと言う間に出ていくのではないかと思っている。

ただ、全然出て行けない状況になっているから、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。そうすれば物の良さで勝てると。だから、そこのとこ

ろを是非御理解いただきたい。 

集約化は大特急でやるべく進めている。集落営農みたいなものは究極の策である。

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と思っ

ている。 

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

いう御発言があったが、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う。しかも、あぜ道等がなくなるので面積も増

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
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えで検討したらどうか。 

（松岡臨時議員） この前、御手洗議員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くてはならないのか。例えば、今、

建設会社がリースでどこでも相当参入してきている。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いる。 

ただ、御手洗議員の御指摘の本質的な点は私もなるほどなと理解をする点は十分

あると思っている。今、建設会社が入ってきて大きく集約化してやっている。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

いる。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。 

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

るけれども、問題は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。したがって、法人化をやる上において条件が色々とあり、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。その辺も是

非、松岡臨時議員には御検討いただきたい。 

（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る。一つだけ現実問題として、米は海

外では幾らで売られていると思うか。日本で 60 キロ１万 6,000 円である。60 キロ

１俵、海外だと幾らぐらいだと思われるか。 

（松岡臨時議員） 台湾はキロ 1,000 円以上で売っている。だから、我々は売りたいの

だ。１俵６万円以上というのはざらである。 

（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る。

100 万トンの分だけキロ 1,000 円で売らせてもらったら、農業の収益は全く違う。

私どもは経営者だったから、どうもそちらの方に目が行く。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

実である。 

そういった現実を見ると、私も農業に関して外務省に来るまでそんなに詳しくな

かったが、現実問題としてえらいことになっている。日本食が非常なブームになっ

たと思っているが、これが農家にとってはものすごく大きな収入になる。 

（丹羽議員） でも、コストが高いことは間違いない。アメリカの７倍ぐらいだと思う

が、それをできるだけ国際競争に勝てるようにしていくのが日本の農業を強くする

道である。 

（麻生臨時議員） そこは、今、農業で反対している人はいない。 
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（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中

国の東北地方の米しかない。長粒種のタイ米はあまり食べない。ベトナム米も。だ

から、カリフォルニア米は、大体１俵 8,000 円～9,000 円の間である。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わない。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 円である。それでないと買わない。これはＳＢＳ（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 円以上する。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円ちょっとしている。

だから７倍とかそんなことはない。 

もうちょっと生産性を上げて、物の良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、麻生臨時議員が言

ったように、100 万トンも出ていったら今度は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るから。それを目指している。 

（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

の間にはある。そうであれば、全部関税撤廃してもできる。ところが、それができ

ない。やはり日本の農業を守らなくてはいけない部分がある。だから、あまり農業

の競争力がある、米の競争力があるというから、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。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

うことである。 

（伊藤議員） それがＦＴＡ交渉である。 

（大田議員）  議論は尽きないが、とりまとめをする。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った。農業についてかなり活発な議論が行われた

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

があったと思う。ただ、そのためには、イコールフッティングというか、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

があった。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う。 

   有識者議員から提言のあっ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ったが、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き、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う。 

それから、今日御提案のあったグローバル化改革に関する専門調査会の設置は御

了解いただいたと見てよろしいか。今後人選を進め、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たいと思う。 

それからもう１つ、有識者議員から提案のあったＥＰＡ工程表の改定だが、これ

は関係閣僚の間で議論を深めていただいて、来春までにとりまとめということでよ

ろしいか。 

では、これもどうぞよろしくお願いする。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、安倍内閣の経済政策の柱である。専門調査会において、実りあ

る議論をお願いしたい。また、日ＡＳＥＡＮ経済連携協定を皮切りに、多国間の経
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済連携協定に取り組んでいきたい。経済連携協定をチャンスとして捉え、国内の構

造改革を進めることが重要だ。 

先ほど松岡議員から説明があったが、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だと思う。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だから、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、今申し上げたような方向でしっかりと考えていただきたい。 

しかし、例えば農業分野においても、チャンスが広が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。

農業においても、付加価値の高いところでは勝負するということは、競争力が極め

てあるということかもしれない。 

「強い農業」をつくるために、改革の道筋を松岡臨時議員に示していただけば、

農業にとって未来が見えてくる。また、自分も農業をやりたいという若い人たちが

出てくることにもつながると思うので、よろしくお願いする。 

（麻生臨時議員） 最後に１つだけお願いする。私も長い間出ていたので分かるが、海

外と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ると

交渉する立場ではとてもやってられない。どの程度オープンにするかよく選択して

ほしい。専門調査会をつくるのだったらそうしてほしい。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） 専門調査会においても、交渉が継続中であるということには十分に注意

して議論する必要がある。 

（麻生臨時議員、松岡臨時議員 退室） 

○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する。 

１ページ目、実質ＧＤＰの推移について。左下のグラフは 12 年度からの実質Ｇ

ＤＰの動きを、右下のグラフは各年度の実質ＧＤＰ成長率に対する寄与率の推移を

示している。ぶれはあるが、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いる。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いる。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いる。 

２ページ目、実質ＧＤＰの見通しについて。左下のグラフは、内閣府の見通しと

民間機関の予測。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

ている。右下のグラフはＧＤＰギャップを示している。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した。左側のグラフだが、

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

込んでいる。このような見方は民間各機関も概ね同様。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と考えている。 

３ページ目、物価の推移について。左下のグラフは、消費者物価指数（ＣＰＩ）

の推移。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の推移を示している。本年８

月にＣＰＩの基準が平成 12 年から平成 17 年に改定されたため、グラフが連続して

いない。基準改定により、ＣＰＩは 0.5％程度全体的に下方修正されているが、Ｃ

ＰＩ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いない。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いる。ＧＤ
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Ｐデフレーターは低下しているが、低下幅はここのところ縮小している。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る。

なお、ＣＰＩ基準改定がＧＤＰデフレーターに与える影響だが、先般試算したとこ

ろ、18 年４－６月期の前年同期比が、右下のグラフでお示しているマイナス 0.8％

からマイナス 1.1％へと、0.3％ポイント低下幅が拡大する見込みである。 

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していくと考えているが、世界経済や原油価格の動向等には留

意する必要がある。 

（福井議員） 資料に沿って簡潔に御報告する。 

日本銀行では、「展望レポート」と称して、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いる。一昨日の 10 月 31 日に、最新の「展望レ

ポート」を出した。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・物価の見通しである。来年４月には、2007 年度、2008

年度の見通しを出すことになる。 

１ページ目の上の「①実体経済」だが、日本経済は持続可能性の高い成長軌道に

乗っており、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

ている。 

「②物価」については、これまでの経済の回復により、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る。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いるので、例えばＣＰＩについては、2007

年度にかけて前年比のプラス幅が、ゆっくりだが次第に拡大していくと予想してい

る。 

数字的な表現でいくと、１ページの真ん中に「政策委員の大勢見通し」があるが、

実質ＧＤＰ、つまり成長率については、政策委員９人の中央値だと、今年度 2.4％、

明年度 2.1％で、先ほど政府から御説明があった見通しと非常に近い見通しである。

右端の消費者物価指数は新基準によるもので、今年度 0.3％、明年度 0.5％とプラ

スの数字だが極めて緩やかな物価の上昇である。物価は極めて安定した状況で明年

度まで推移するという見通しである。 

２ページ目の一番上の「第１の柱」だが、今お示しした見通しについて評価を加

えている。今申し上げた見通しは、日本銀行が最新の判断をした標準的な見通しだ

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。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、とポジティブな判断を加えている。「第２の柱」だが、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が、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、としている。もしそういうリス

クが起これば結構コストが高い。そういうリスクをあらかじめ明示しているという

ことである。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。もう１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 年の間に大変心配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いる。 

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を明確に世間に

示すことによって、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。 

   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
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ているが、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いる理解は、ヘッドラインＣＰＩが０％か

ら２％という幅を意識しているということである。 

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とおり

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いく。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くるので、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。 

そして先行きの金融政策の運営方針だが、１ページ目にお示ししたような望まし

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拡大の芽を摘むという考えはとらない。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。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環境を当面維

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

ている。 

なお、日本経済の中長期的な課題について、政府も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ある。日本銀行もこれ

は全面的に支持しているが、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ある。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ある。 

（伊藤議員） 資料「マクロ経済運営について」を説明する。 

前回お話しした「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る。もちろん財政、金融の両面あるわけだ

が、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。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ことが必要である。 

「前提となるマクロ経済についての認識」について。メインシナリオは、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、現状では需給ギャップもゼロ近

傍にまで改善している。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ないが、に概ね沿って民需主導の経済成長が続くものと見込

まれる。 

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。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。 

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。 

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。 

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
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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ったが、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

えている。 

「マクロ経済運営のあり方」について。経済財政諮問会議は、次の２点からマク

ロ経済運営を点検することとしたい。 

１点目、政府と日銀は「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。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。 

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。まず政府は、経済成長と財政再建の両立を図るべきで

ある。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。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。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ることは十分承知している。 

「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。 

（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している。今般の景気回復は、

単に景気循環的な改善だけでなく、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、底堅いと考えている。 

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る。家計消費は、

外食などサービス支出が伸びているが、足元弱めの動きが見られており、今後の動

向を注視する必要がある。 

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いる。リスク要因

として、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ＩＴ関連企業

の生産動向等に留意する必要がある。 

経済成長に伴い格差が拡大しているとの指摘もあるが、第１に、非正規雇用の増

加に配慮する必要がある。特に若年層で非正規雇用比率が高いが、本年に入ってか

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。 

第２に、大企業と中小企業の間では、景況感に差がある。 

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る。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すと

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

にも真剣に取り組む必要がある。 

（甘利議員） 適切なマクロ経済政策について。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。 

マクロ経済の展望と成長戦略に係る視点について。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。 
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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。有識者議員からも「両立」という表現があった。 

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期的

な課題との整合性が確保されることが重要である。 

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である。 

（菅議員） いろいろ御説明があり、景気が回復しているのは間違いないことだと思う

が、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のも事実であ

る。そしてこの景気回復は、地域、企業によって格差があり過ぎるのも事実である

と思う。 

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。しかし北海道

や沖縄は 0.6 、0.5。東北、四国、九州も１を割っている状況である。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。地域の経済動

向を、これからはもっと注視する必要があるのではないか。 

（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、輸出、国内消費、生産設備投資の３つにある。今までの日本

経済を見ていると、国内消費がやや弱い。輸出と生産設備投資が牽引している。国

内消費を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。今後の民需主導の経済成長を続けていく上でも、国内消費を刺激する

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。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ることが、結局、そういうことにつな

がっていくので、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と思う。 

（御手洗議員） 丹羽議員の言われたことに賛成。財政再建のために徹底した歳出の抑

制をし、なおかつ、メリハリの効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。 

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お願いしたい。 

金融政策については、福井議員が、ＣＰＩで０から２％の間を意識して、市場と

対話しながらゆっくりと調整を行うと言われた。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、将来のいろんな変動

に対して、最終アプローチは日銀が独自に行うわけだが、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。 

（八代議員） 福井議員から、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触れられていた。丹羽議員も指摘さ

れたとおり、今回の日本の景気回復の局面の１つの特徴は、投資は強いが消費はい

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

なっているが、賃金がなかなか上がらない。こうした少し特殊な状況でもあるので、

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若干

懸念している。 

（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。しかし、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傷が大きいかを考
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えると、下ぶれリスクの方が大きい。確率だけでなく、その結果がどうなるかを考

える必要があるのではないか。 

もう１点は、政策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

いるということだが、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が、のり

しろも重要ではないかと個人的には思っている、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。 

（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のか。八代議員からは、雇用者所得がなかなか伸びな

いという指摘があった。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。 

予算委員会でも労働分配率の話が出た。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、今は適正化に向かっているという考え方もある。

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ないのは、国民的には若干違和感があるのではないか。設

備の更新、株主への還元、内部留保、これらは大事なことだが、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って、

消費が拡大すれば、更にまた景気回復に寄与するのではないか。 

（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、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、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

くてはいけない。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らなくてはいけな

い。一方、諸コストは、今後とも極力抑制していか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いる。

しかし、雇用が増え、労働市場がタイトになってきている。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

る。賃金も、まずボーナスで払うが、いずれ所定内賃金の上昇に結びつくというよ

うに、タイムラグがあると見ている。 

八代議員から、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

いう御指摘があった。ここで掲げたリスクは、今見えているリスクではない。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ある。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のではなく、早めに意識しておこうという程度の話であ

る。 

伊藤委員が御指摘の物価について、ヘッドラインＣＰＩ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ある。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。 

（丹羽議員） 福井議員の言われるとおりだと理解している。ただ、甘利議員の言われ

20


平成 18 年第 24 回経済財政諮問会議 



た給料について、所得移転は現実に少しずつ起きている。フリーターや、非正社員

の時間給が、確実に 15％や 20％上がっている。新入社員の初任給は、これまた確

実に 10％以上上昇過程にある。多少の労働のミスマッチはあるが、福井議員が言わ

れるように、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ことは、

少しタイムラグはあるが少しずつ起きていると御理解いただきたい。 

（大田議員）  マクロ経済の動向について、現在の状況は概ね共通の認識があった。た

だ、地域間、企業規模によって格差がある。地域についてもより綿密に見ていくこ

とが必要だという指摘があった。 

有識者議員から御提言の基本的視点については、これを共有しながらマクロ経済

運営をしていくことに、政府・日銀ともに御異論はなかったと思う。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う。 

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。 

（安倍議長） 有識者議員から御提案があった基本的視点は、マクロ経済運営の指針と

なるべきものである。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

運営を行っていきたい。日銀においても、政府と連携、協調をしていただくよう期

待したい。引き続き、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。 

また、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御発言があった。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、是非出していた

だきたい。 

また、尾身議員から言及があったが、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つである。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。 

（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。 

      （以 上）
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