
 

 
 

 

 

 

     

     

      

         

      

          

      

      

      

      

      

 

 

 

  

平成 18 年第 30 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 18 年第 3  0 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年 12 月 20 日(水) 16:32～17:33 

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 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）平成 19 年度政府経済見通しについて 

（２）平成 19 年度予算編成等について 

（３）集中審議⑦：生産性改革 

3.閉会 

(説明資料) 

○ 平成 19 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（ポイント）（内閣府） 

○ 平成 19 年度予算編成について（尾身議員提出資料） 

○ 構造改革評価報告書６ ポイント （内閣府） 

○ 生産性改革について（有識者議員提出資料） 

○ 人口減少下におけるＩＣＴを活用した生産性向上と経済成長（菅議員提出資料） 

○ 生産性改革の推進について（甘利議員提出資料） 

（配付資料） 

○ 平成 19 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成 18 年 12 月 19 日閣議
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平成 18 年第 30 回 議事録 

了解） 

○ 参考資料（尾身議員提出資料） 

○ 頑張る地方応援プログラム（案）について（参考資料）（菅議員提出資料） 

○ 構造改革評価報告書６（内閣府） 

○ 人口減少下におけるＩＣＴを活用した生産性向上と経済成長（参考資料）（菅議員

提出資料） 

○ 生産性改革の推進について（参考資料）（甘利議員提出資料） 

○ 労働市場改革専門調査会の設置について（内閣府） 

○ 労働市場改革専門調査会の検討項目についての意見（有識者議員提出資料） 

(本文) 

○議事の紹介 

（大田議員） ただいまから、今年30回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

官房長官は少し遅れて出席されます。 

今日の議題は３つです。まず、政府経済見通しについて。それから２番目に19

年度予算編成等について。それから集中審議の第７回目として生産性改革を御審

議いただきます。 

昀初に、私から、昨日閣議了解いただきました平成19年度の経済見通しと経済

財政運営の基本的態度について御報告いたします。 

○平成19年度政府経済見通しについて 

（大田議員）  お手元の資料「平成19年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」

の表紙をおめくりください。この左側の表に数字がございます。平成18年度の実

質ＧＤＰ成長率は1.9 ％程度、名目成長率は1.5 ％程度になると見込まれます。

実質成長率の方は、７月の内閣府試算より0.2 ％下になりますけれども、年初の

見通しとは同じ数字です。ただ、名目成長率は、年初の予想よりも0.5 ％、７月

の試算よりも0.7 ％ほど低くなっています。 

名目成長率が伸びなかった理由としては、夏以降、消費に弱さが見られまして、

企業部門から家計部門への波及に足踏みが見られていること。それから原油価格

が想定以上に高騰したということがあります。原油価格が上がりますと海外への

支払いが増えて、その分、日本の富は海外に移転しますので、名目ＧＤＰが押し

下げられるということがございます。 

このように平成18年度は名目が実質を下回るという状況の解消は難しくなりそ

うです。平成19年度におきましては、実質成長率は2.0 ％程度、名目成長率は

2.2 ％程度になると見込まれます。このために、日本経済の成長力を高めるため

の改革に大胆に取り組むとともに、日本銀行と一体となった取組を行ってまいり

ます。 

私からの報告は以上ですが、併せて福井議員、お願いいたします。 

2




 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年第 30 回 議事録 

（福井議員） 日本銀行では、昨日、本年昀後の政策決定会合を開きました。経済情

勢、物価情勢について確認いたしましたけれども、現状、日本経済は緩やかです

が、着実な拡大を続けている。先行きにつきましても、息の長い成長を続けるだ

ろうという判断をいたしました。 

足下、個人消費及び物価関連で若干弱めの指標が出ておりますけれども、基調

的には、日本経済は生産、所得、支出の前向きの循環メカニズムがしっかり働い

ていると判断いたしました。先行き平成19年度について政府の見通しが発表され

ておりますけれども、このような姿に経済を結びつけていく展望はしっかり持ち

得る。日本銀行としても、物価安定の下での持続的な経済の成長をしっかりサポ

ートできるような金融政策を継続してまいる、ということを確認いたしました。 

（大田議員） 総理から何かございますでしょうか。 

（安倍議長） 景気の基調はしっかりとしておりますが、現時点での見込みでは、平

成18年度に名目成長率が実質成長率を上回るという姿は達成が難しい状況にあり

ます。できるだけ早期にデフレから完全に脱却して、物価安定の下での持続的な

成長を実現できるように、政府と日銀が目標を共有して、一体となった取組みを

行っていきたいと思います。 

（大田議員） では、次の議題に移ってよろしいですか。 

では、平成19年度予算編成について、尾身議員から御説明をお願いいたします。 

○平成19年度予算編成等について 

（尾身議員） 本日、財務省原案を提出いたしました。今回の予算編成に当たりまし

ては、歳出・歳入一体改革の下で、社会保障、公共事業等におきまして、「基本方

針2006」に基づいた歳出改革を徹底的に進めた次第でございます。 

全体の予算規模は82兆9,000 億円となっており、歳入の方で言いますと、税収

が７兆6,000 億円増の53兆5,000 億円、その他収入が1,700 億円増の約４兆円、

公債金が４兆5,000 億円減の25兆4,000 億円になりました。特に新規公債発行額

につきましては、財政健全化を進めるということで、平成18年度の縮減幅よりも

大きい縮減幅を達成するようにという総理の御指示もございまして、過去昀大の

４兆5,410 億円の減額を実現した次第でございます。 

これに加えまして、歳出の方をご覧いただきたいのですが、国債費が18兆7,000 

億円から20兆9,988 億円になっております。この中には交付税特別会計にありま

した債務19兆円を国に引き取りまして、この一部償還１兆7,000 億円プラス利子

3,000 億円を含めてのせております。つまり、４兆5,400 億円にプラスして、交

付税特別会計から引き受けました借入金の償還を１兆7,000 億円行ったというこ

とで、実質的には昨年度を大幅に上回ります６兆3,000 億円の財政の健全化を実

現したところでございます。 

そうした中で、プライマリー・バランスは４年連続で改善いたしまして、6.8 兆

円改善し、マイナスが11.2兆円から4.4 兆円になりました。歳出におきましては、

一般歳出46兆9,784 億円でございまして、前年比6,124 億の増になってございま
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平成 18 年第 30 回 議事録 

すが、これは電源開発促進対策特別会計からの振替分の3,000 億円という名目的

に増えている分がありまして、これを除きますとプラス3,000 億円になります。

全体としては、非常に財政健全化をはっきりと打ち出した原案になっております。

項目別に申しますと、社会保障につきましては、高齢化の進展等に伴って必要

な経費を確保いたしました、対前年度2.7 ％増の5,600 億円増ということでござ

います。科学技術につきましては、イノベーションによる経済成長を支えるため

の前向きの対策として前年度比増を達成し、0.7 ％程度と考えております。中小

企業対策につきましても、２年連続でマイナスでございましたが、再チャレンジ

を重点的にするということから、対前年比増を実現したいと考えております。税

制につきましては、現在の経済財政状況を踏まえまして、持続的な経済社会の活

性化を実現するということで、平成19年度におきまして、成長基盤を整備すると

いう観点から、減価償却制度の抜本的な見直しを行うとともに、中小企業関係税

制や住宅都市税制について、所要の対策を講じたところでございます。 

財政投融資につきましては、対象事業の一層の重点化・効率化を図りまして、

総額の抑制に努めた結果、平成19年度財政投融資計画の規模は14兆1,622 億円と

なっております。先ほど申しましたように、公債発行計画は、4.5 兆円と過去昀

大の減額を行っておりますが、国債の管理政策や財政投融資改革の進展も普及し

て、財投債等についても大幅に減額した結果、国債発行の総額は144 兆円と、前

年に比べまして21.6兆円減という、過去昀大の減額となっております。 

今回の予算では、先ほど申しましたように、プライマリー・バランスが大きく

改善しておりまして、改革を加速・深化させる予算になっていると考えておりま

す。しかしながら、今後年金の国庫負担割合の引き上げがございますし、また、

高齢化に伴う社会保障支出の増大や少子化対策の充実の必要性などに鑑みますと、

今後、税収の増に過度に期待することはできないと考えておりまして、財政規律

を維持した上で引き続き歳出・歳入一体改革を着実に進めていかなければならな

いと考えています。 

（大田議員） ありがとうございます。では、意見交換を。菅大臣どうぞ。 

（菅議員） 去る11月24日の諮問会議で「頑張る地方応援プログラム」の基本的な考

え方を申し上げましたけれども、予算が関連しておりますので簡単に御説明させ

ていただきたいと思います。 

総理の指示もございましたが、「行政改革指標」というものを第一番に掲げまし

て、約3,000 億円程度で交付税措置を講じる形で「頑張る地方応援プログラム」

をつくりました。資料も配付しております。 

４ページをご覧になっていただきたいと思います。例示として地方自治体が策

定するプロジェクトを掲げています。地域経営改革や少子化、あるいは地場産品

のブランド化など、こうしたことで頑張った地方を中心に約3,000 億円の交付税

措置を講じたい、こう思っておりますので御報告をさせていただきます。 

以上です。 

（大田議員） ほかに御意見はありますでしょうか。 
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（甘利議員） 平成19年度予算については、全体的に見ますと、財政規律を厳しく維

持しながらも、将来の成長に向けた再チャレンジや、地域間格差の是正などにも

しっかりと配慮していただいた内容となりました。私自身、この場でも従来から

予算にメリハリづけをとずっと申し上げてきたわけですが、例えば、「経済成長戦

略推進要望」は、まさにその「ハリ」に該当する部分で、今回の財務省の原案に

おいても、全府省の要望3,270 億円のうち、3,010 億円の予算が既に確保されて

いるなど、安倍政権昀初の予算としてメリハリのついた構造改革型予算が実現で

きたと思っております。尾身大臣の御配慮に感謝を申し上げます。 

（大田議員） よろしいでしょうか。 

それでは、次の議題に入りたいと思います。集中審議として、「生産性改革」に

ついて御議論いただきます。 

○集中審議⑦：生産性改革 

（大田議員）  昀初に、お手元にお配りしてございます「構造改革評価報告書６」、こ

れは構造改革を年に２回評価しているものですけれども、昀新のものについて、

内閣府の高橋統括官から説明申し上げます。 

（高橋内閣府政策統括官） 今回は、規制改革の進捗と生産性の関係を分析いたしま

した。 

表紙をおめくりいただきまして、１ページ目をご覧いただきたいと思います。

規制改革でございますが、進捗度合いをはかることがなかなか難しいわけでござ

いますが、今回はあえてこれを数値化いたしました。規制指標ということで、規

制の緩和の度合いを数・量で数値化したということです。下の図ですが、95年時

点の規制を「１」として、どれだけ規制が進んだかを左の縦軸に示し、規制が小

さくなればなるほど数値が下がるということでございます。図中の折れ線グラフ

をご覧いただきますと、一番規制改革が進んだのが電信・電話業でございまして、

右に行くに従って規制改革が進んでいない産業ということになります。ちなみに、

電信・電話業は移動体通信の自由化に伴って、産業の付加価値のシェアも大変上

がってございます。 

２ページ目をご覧いただきたいと思います。数値化しました規制指標と生産性

の関係を見てみました。左下の図をご覧いただきたいと思いますが、横軸に規制

指標で、０から右に行けば行くほど規制改革が進んでいないということでござい

ます。一方、縦軸にＴＦＰ平均成長率と書いてございますが、いわゆる生産性の

伸びを示しております。産業別にこの両者の関係を置いて、その結果をならして

みたのがこの線でございまして、製造業につきましては実線、非製造業につきま

しては点線で関係をお示ししてございます。ともに右肩下がりの線になっており、

規制改革が進んだ業種ほど生産性が高くなることが統計的に有意なのではないか

という結論が出てまいります。 

ちなみに数値化しますと、規制指標が１年間で95年レベルに対して0.1 下がる

と、ＴＦＰ成長率が0.14％ポイント押し上げられるという計算になります。右側
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の図表３には、95年から2002年までの規制改革に伴います生産性の上昇の累積分

を横棒グラフで示してございます。このうち、非製造業に当たる部分が約６割で

す。非製造業は、規制改革が進んだことによって生産性が大分押し上げられてい

るということでございます。 

図表３の下部には、規制改革に伴う生産性の伸びをグラフの白抜きでお示しし

てございます。結構大きな数字になっております。ただ、御留意いただきたいの

は、95年から2002年までは、全体として不況期でございまして、その中でも、生

産性が伸びていった業種があるということでございます。 

３ページ目をご覧いただきたいと思います。ここからは試算でございますけれ

ども、今後、先ほどの計算をもとに規制改革を進めていった場合に、どの程度の

生産性の伸びが期待できるだろうか、ということを計算いたしました。 

左側の図表の４でございますけれども、今後２年間で規制を半減させた場合、

あるいは５年間で半減させた場合に、どの程度の生産性の押し上げが期待できる

のかという分析をいたしました。全産業では、例えば、２年間で規制を半減した

場合には、0.11％ポイントの押し上げがあるということです。製造業と非製造業

の内訳を見ますと、やはり非製造業の方が大きな生産性の押し上げ効果が期待で

きるということでございます。非製造業の中で、例えば、公共・対個人サービス

（医療、教育など）は0.12％ポイント期待できる。農業については0.24％ポイン

トということで高くなっております。右側の図表５でございますが、こちらは金

融・保険業について、２年ではなくて３年で計算いたしました。これは過去のＯ

ＥＣＤ諸国の中で規制緩和が昀も早かった５か国の平均が３年だったためで、こ

の場合には0.64％ポイントの押上げ効果が期待できるということで、相対的に大

きな効果が期待できるところでございます。それでもまだアメリカには遅れをと

っているという状況でございます。 

以上のことから、政策メッセージとしまして、今後我が国経済の成長力を強化

して、生産性を一層高めていくためには、非製造業を中心とした規制改革を加速

させることが重要なのではないか思われます。もちろん、規制改革の効果が具体

的に生産性の上昇にどのようにつながっているかについては、きちんと検証を進

めていくことが必要ではないかと思います。 

私からは以上でございます。 

（大田議員） よろしいでしょうか。 

それでは、資料に基づいて御説明いただきます。昀初に有識者議員から御説明

をお願いします。 

（丹羽議員） 「生産性改革について」というタイトルで有識者議員４人の連名で作

成いたしました資料につきまして、私から説明をさせていただきます。 

進行しつつある労働力人口の減少を克服し、成長力を引き上げ、国民生活の向

上を実現するためには、生産性上昇の加速が鍵となります。今後２年間の離陸期

間に生産性改革に集中的に取り組むとともに、その進捗状況をレビューし、改革

の更なる強化を図るプロセスを確立しなければならないと考えます。 
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このため、第１に、生産性上昇を阻む３つの要因と改革の方向を示しました。 

①は生産性の低いサービス分野であります。サービス分野につきましては先ほ

ど説明がありましたように、規制緩和の遅れや競争の不備による非競争的体質の

温存、あるいはＩＴの本格的活用の遅れなどが指摘されております。これを克服

するためには、主に規制改革の加速による競争環境を整備することが必要であり

ます。 

②は、遅れが目立つ企業・市場の革新についてであります。日本の企業や市場

については、これまでＭ＆Ａなどを通じた新ビジネスモデルの創造の停滞、企業

に革新を迫る資本市場のガバナンスの弱さ、外資の参入を通じた競争促進やＲ＆

Ｄ投資の低迷などが指摘をされております。これを克服するためには、金融資本

市場の改革が必要であります。今後、グローバル化改革専門調査会でも取り組ん

でまいる予定であります。また対日直接投資を促進することも重要であります。 

③は、時代の要請に応えていない人材活用・育成についてであります。この分

野については、産業・企業間で人材の適切な配分に支障を来していること、社会

のニーズに応えていない高等教育、官民の人材交流の遅れなどが指摘されていま

す。これを克服するためには人材の活用を強化する必要があります。今後、労働

市場改革専門調査会でも取り組む所存であります。また、人材の育成を強化する

ことも必要であります。 

第２に、この３つの要因と改革の方向を踏まえ、今後２年間に集中的に講ずべ

き生産性加速策を提示いたしました。 

①は、サービス分野を中心とする重点的規制改革についてです。医療、介護、

農業、環境などの将来の有望分野や、港湾、空港、物流などのインフラ部門を重

点的に規制改革・民間開放し、競争環境を整備することが必要であります。 

②は、ＩＴの本格的な活用の促進であります。電子カルテ、電子レセプト、電

子マネーの導入など、ＩＴインフラを整備するとともに、ＩＴ投資拡大の効果を

昀大限引き出すための経営の改革、ＩＴ経営を促進することが必要であります。

また、テレワークの促進も重要であります。 

ここで少しＩＴについて、実体経済の状況を付言しておきたいと思います。全

産業、とりわけ中小企業のサービス業の生産性を本格的に引き上げるためには、

やはりインフォメーション・テクノロジーが必須であります。ハーバード大学の

ＭＢＡコースで有名なテキストに「アンソニー会計学入門」という本がございま

して、その冒頭に“Accounting is a Language”とあります。たまたまアンソニ

ーさんが90歳で今年の12月１日に亡くなられまして、そういう意味もあって、今

日御報告しているわけでありますが、会計が言語の一種というのは、企業経営の

言語が会計であるということです。日本人が日本語で話し合うように、企業は企

業間あるいは市場と、会計という言語で話し合うということであります。しかし、

今やアカウンティングでなくて、ＩＴソフトが言語になっているということを申

し上げたい。つまり、ＩＴソフトが互換性を持たないと、なかなかＩＴによって

労働生産性が高まらない。 

7




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年第 30 回 議事録 

例えば、Ａ、Ｂ、Ｃという市町村の合併でＩＴソフトが違うために合併が御破

算になったケースが多々あります。つまり、Ａ、Ｂ、Ｃとつながった市町村を合

併しようとしても、ＡとＣがあるソフトを使いＢは違うソフトを使った時に、Ｂ

がＡとＣと同じソフトを使いませんと、市町村の合併は非常に難しい。Ｂが他と

同じソフトを使うために今のソフトを廃棄すると、３億円の損失を生ずるという

ことで合併が御破算になったケースがございます。今後、道州制を目指す上にお

いても、ＩＴソフトの互換性を強めていかないと、違うソフトがばらばらに存在

していると生産性を高めることが非常に難しい。これは大手企業と中小企業の間

も同じであります。中小企業が大手企業と違うソフトを持っておりますと、生産

性を高めることが非常に難しいわけでありまして、そういう意味から言いますと、

企業間のソフト、あるいは中小企業と大手企業の間のソフト、地方自治体と中小

企業の間のソフト、これらの互換性を高めていくことが何よりも大切であります。

アメリカは、ＩＴを「パッケージＩＴ」といいまして、ハードとソフト一体に

なったソフトの導入をしております。これによって生産性が非常に高まる。特に

サービス分野は中小企業が全事業体の中でも非常に多い。日本の全事業体の

99.8％は300 人以下の中小企業です。そういう意味で、中小企業におけるＩＴソ

フトの互換性を高めたパッケージＩＴの導入が不可欠であります。少し長くなり

ましたが、その点を御理解いただいて、今後ＩＴの活用に、特にサービス分野で

積極的に取り組む必要があるということです。 

③は、人材活用の強化です。教員の兼業、あるいは海外の大学との連携による

規制緩和など、大学・大学院改革を進めるとともに、国際的に競争力のある高等

教育を実現する必要がございます。また、「世界トップレベルの研究拠点の整備」、

これは日本の中におきましても、国の一元的な研究機関は存在していない。各国

には存在しております。人材交流など、産学官の連携を強化することも重要な施

策の一つであります。 

④は、金融・資本市場の改革促進です。リスクマネー供給拡大のための環境整

備、参入規制の見直しなど、対日直接投資の阻害要因を徹底的に除去することが

必要です。 

上記の課題を中心に政策課題を抽出しまして、経済財政諮問会議において、今

後２年間の離陸期間に集中的に講ずべき「生産性加速プログラム（仮称）」を、来

年４月を目途にとりまとめることにしてはどうかと提案いたしたい。 

第３は、「生産性加速プログラム」のレビューについてです。内閣府は生産性改

革の進捗状況について、チェックリストを策定し、毎年レビューをお願いしたい

と思います。その際、生産性引き上げ効果の直接的な検証は難しいと思いますの

で、できる限り可能な数値目標を掲げることにいたしたいと思います。経済財政

諮問会議は、上記「レビュー」を踏まえて、生産性改革に向けた施策の効果を検

証し、施策の強化を議論する必要があると思います。 

私からは以上であります。 

（大田議員） 有識者議員ペーパーの昀後にグラフが付いておりますが、これも結構
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興味深いグラフです。労働生産性について日本とアメリカを比べておりますけれ

ども、90年までは日本の方が高かったんですが、90年以降アメリカの方が高くな

っている。これは製造業、サービス業ともにその傾向が見られておりまして、こ

れはなかなか興味深いグラフだと思います。 

それでは、菅議員お願いいたします。 

（菅議員） 資料「人口減少化におけるＩＣＴを活用した生産性向上と経済成長」を

もとに御説明をさせていただきたいと思います。 

今の丹羽議員の発言を受けて、ＩＣＴを活用した生産性向上と経済成長の現状

について御説明をさせていただきたいと思います。１ページ目、左側の図面を見

ていただきたいと思います。ブルーが情報通信産業で、白がその他の産業であり

まして、96年から常に情報通信産業については成長分野であります。実質ＧＤＰ

成長に対する寄与率は40％になっております。真ん中の図ですが、技術力の優位

性についての専門家評価で、ピンクの印が日本です。次世代携帯電話やルーター

など、日本が圧倒的に世界の中でも強いと思われていますけれども、残念ながら、

右側の図を見ていただきますと、濃い水色の部分が日本ですが、デジタルカメラ

などは圧倒的に日本が世界の中でシェアが高いですけれども、携帯電話やルータ

ーなどについては、技術力はあるけれども、現実的に日本が海外で評価されてい

ない。そういうことで、「ＩＣＴ国際競争力プログラム」というものを作るべく準

備いたしております。 

２ページ目を開いていただきたいと思います。ＩＣＴを活用した企業について

は、かなりの部分で成長力があります。総理も演説の際よく言われましたけれど

も、川崎のある金型メーカーは、ＩＣＴを取り入れることによって、従来45日か

かった製作工程が45時間に短縮したという具体的な事例も出ております。 

日米の比較については、先ほどもお話がありましたけれども、1995年から2000

年の間に、アメリカは、まさにＩＣＴ投資の結果によって成長したことがここに

明らかになっていると思っております。日本では、世界で昀も早くて安いブロー

ドバンド環境を実現いたしておりますけれども、更に高度なユビキタスネットワ

ーク環境をつくるために努力をいたしているところであります。これも先ほど丹

羽議員からお話がありましたけれども、ベンチャー・中小企業等にも波及するこ

とによってＩＣＴの力が出てくると思っております。 

３ページ目であります。いずれにせよ、この人口減少下にあって、企業のＩＣ

Ｔ投資が進むことによって、そしてそれをネットワーク化することによって、飛

躍的な生産性の向上を実現することができると考えております。下の図面を見て

いただきたいんですけれども、ユビキタスネット社会を迎えた今日、農業や工業

による成長を経て、情報・知識を原動力とする新しい成長、これは海外で言われ

ているＳ字カーブ成長の急勾配のことでありますけれども、日本は現在、このＳ

字カーブの入口のところにいるだろうと言われております。政府がこのことを共

通認識として新成長経済の実現に向けて戦略を策定するということが極めて大事

なことであると思います。このＳ字カーブを具体的に実現できるように取り組ん
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でいきたいと思います。 

以上です。 

（大田議員） 菅議員、この「ＩＣＴ国際競争力強化プログラム」というのは、いつ

の策定になるんですか。 

（菅議員） 懇談会を10月に立ち上げまして、今検討中で、１月に中間報告、４月ま

でには正式に結論を出す予定です。 

（大田議員） プログラムを策定するということですか。 

（菅議員） はい、出していきます。 

（大田議員） では、甘利議員お願いします。 

（甘利議員） 生産性改革の基本的な考え方について、資料「生産性改革の推進につ

いて」を提出させていただいておりますが、まず、１ページをご覧になっていた

だきたいと思います。 

「新経済成長戦略」におきましては、全要素生産性（ＴＦＰ）成長率をＯＥＣ

Ｄ平均以上、つまり1.3 ％以上への引き上げを目標としております。グラフにあ

りますとおり、日本のＴＦＰの成長率は過去５年間の平均で言いますと約0.8 ％

と、欧米諸国に比べて劣っているということであります。 

したがって、民間議員の生産性改革を加速すべきとの認識には同感であります。

「経済成長戦略大綱」で特に効果が大きい政策分野とされています「ＩＴ」と「サ

ービス」に焦点を当てて政策の提案を行いたいと思います。また、「ＩＴ」、「サー

ビス」という個別分野の施策に加えまして、業種横断的な生産性改革として、3,000 

億円規模の「経済成長戦略推進要望」、減価償却税制の抜本的な見直し、規制改革、

そして産業活力再生特別措置法の改正などに幅広く取り組んでいく必要がありま

す。 

生産性改革は我が国産業の競争力を高めるだけではないことを、国民にわかり

やすく伝える必要があると思います。生産性改革は、家計が受け取る果実を増や

すことを通じて、国民一人一人の豊かさにつながっていきます。我々の試算によ

りますと、今後2.2 ％の実質経済成長を続けた場合、５年後の家計の年間収入は、

現在より世帯当たりで実質約60万円増加するという算定になります。この試算は

労働分配率が下げ止まった場合を前提としています。賃金は労使間の交渉を通じ

て決まるものではありますけれども、企業経営者にも家計と企業の所得移転の好

循環をつくり出すことに思いを馳せていただきたい。この点は産業界の方にも機

会あるごとに申し上げているところです。もちろん、現状でも日本は米、仏につ

いで労働分配率が高いということは承知しておりますけれども、日本の実力から

すれば、この思いを馳せるところの余地があるのではないかと思っております。 

説明資料の２ページを見ていただきたいんですが、ＩＴは生産性向上の昀重要

手段であります。しかしながら、我が国は“３つの低迷”に陥っている。１つ目

は、先ほど丹羽議員からもＩＴソフトの互換性の問題を通じて問題提起がありま

したが、「部門」にとどまっているＩＴ活用ということであります。日本では各事

業部や工場ごとにシステムを構築しておりまして、「部門」の壁を超えられない企
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業が７割以上である。アメリカで言いますと、５割以上の企業が「部門」や「企

業」を超えてＩＴを活用している。「部門」の壁、その次に「企業」の壁がありま

すから、アメリカは日本の次の次まで行っているところであります。２つ目は、

中小企業でのＩＴ活用の遅れ、これも御指摘があったところですが、中小企業１

社当たり平均のＩＴ投資の水準は、過去５年間は横ばいである。３つ目が非製造

業での低迷、特にサービス業ではＩＴ活用が不十分である。サービス産業の生産

性改革の重要課題の一つであります。 

企業・業種を越えたＩＴの活用を進めるために、“ＩＴフロンティア・イニシア

ティブ”を今後推進してまいります。１つ目は、新電子タグ・電子商取引イニシ

アティブであります。豚の耳に電子タグを埋め込んで豚肉の産地、出荷者、品種、

飼料などの情報をネットで公開しまして、消費者の信頼性を向上させている例が

あります。この場合、流通・販売での情報共有が進むようなデータの標準化が課

題となっています。このため産業横断的な対応としてデータの標準化、業種間連

携のための指針を策定するということです。この電子タグ活用に関して言います

と、豚1,500 頭を一括管理して、これを動産担保として商工中金が２億円の融資

枠を設定したという事例がありました。 

２つ目は、ＩＴ経営イニシアティブであります。中小企業の経営者が、個々の

事業の特徴を活かしてＩＴを活用する経営判断を促すための支援、先進事例「Ｉ

Ｔ経営百選」の情報提供・普及、「ＩＴ経営国勢調査」を国民運動に展開していく

ということであります。業務用送風機を製造販売している中小企業でＷｅｂシス

テムを活用し、在庫を30分の１に削減して、新規顧客を年間120 件以上増やした

という例もあります。 

３つ目として、ＩＴグローバル競争力強化イニシアティブ。ものづくりやサー

ビスのあらゆる場面で産業のソフトウェア化が進展している。先ほどから御指摘

がありますけれども、ソフトウェアの共通化による効率化、コスト削減と、グロ

ーバルに共通基盤となり得るソフトウェアを通じた競争力強化に向けた検討を開

始するということです。 

続いて、資料の３ページであります。サービス産業のイノベーションと生産性

改革であります。「背景」といたしまして、サービス産業は日本の実質ＧＤＰの７

割を占めている、シェアが極めて大きい重要な産業ということです。国境を越え

た企業のアウトソーシング等によりまして、サービス分野のグローバル競争も進

展しつつある。アメリカの成長戦略「Innovate America」でも、サービス産業を

重視しております。地域活性化の担い手は工場だけではなくて、コールセンター、

データセンターなどサービス業への期待も大きい。しかしながら、日本のサービ

ス産業の生産性の伸びは、製造業と比べて大きく劣後しており、他の先進国と比

べても低いわけであります。逆に言いますと、日本の生産性向上の余地は大きい

ということであります。 

「基本的な考え方」といたしまして、自由な民間の活力や知恵をいかんなく発

揮させることが基本である。製造業は日本の「お家芸」でありますから、研究開
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発支援、産学連携、人材育成など製造業の競争力、生産性向上を支えてきた産業

政策をサービス産業に広く展開することが肝要ということであります。 

「政策の方向性」でありますけれども、これまでのサービス産業は、ともすれ

ば「経験と勘」に頼っておりましたが、それを製造業で培ってきた「科学的・工

学的手法」に転換していくことが大事であります。そうした手法の活用事例は、

参考資料の７ページ、８ページに紹介しているとおりであります。例えば、タク

シーの運転手さんは、まさに経験と勘で勝負する世界でありますけれども、ある

タクシー会社では、ＧＰＳを活用しまして優秀な乗務員の運転行動を把握・分析

した、つまり、稼ぎのいい運転手はどういう運転行動をとるかということを分析

してデータ化しまして、そのノウハウを社内で共有をした。そうすると、業界平

均を上回る稼働率を実現して、高い給与水準を保持することができたということ

であります。 

もう１つ、ある高級料亭でありますけれども、人手頼りであった厨房からの料

理運搬を、自動搬送システムで効率化・高速化をしたという例です。大きい旅館

で、手作業だとどうしてもお客様の手元に届くまでに料理が冷めてしまうという

ことがあり、これを自動搬送システムで効率化・高速化した。その分、お客様へ

のもてなしにかける時間を増加させて、顧客満足度を向上させたということであ

ります。 

また、目に見えないと言われているサービスの品質を可視化させる、見えない

ものを見えるようにさせて市場の透明性を向上することによりまして、競争の活

性化をする担い手・人材の育成も重要であります。 

こうした政策を展開していくため、既にウシオ電機の牛尾会長を座長といたし

まして、「サービス産業のイノベーションと生産性に関する研究会」を当省に設置

し検討を開始いたしました。年度内に基本構想をとりまとめまして、産学官のプ

ラットフォームとして「サービス産業生産性協議会」を年度内に発足させる。こ

の「サービス産業生産性協議会」の羅針盤として、先ほど申し上げました「サー

ビス産業のイノベーションと生産性に関する研究会」を設置したということであ

ります。 

（大田議員） ありがとうございました。それでは、どうぞ御自由に御議論をお願い

いたします。御手洗議員。 

（御手洗議員） 生産性向上についての民間議員の説明を補足的にしたいと思います。

今後、日本経済の生産性を高めていくためには、サービス産業も含む様々な分野

でイノベーションの追求をしていくことが肝心だと思います。今回の民間議員ペ

ーパーでは、イノベーションについて特に明示しておりませんけれども、これは

当然の前提ということであって、その意義を無視しているわけではないと思いま

す。 

また、民間議員ペーパーでは、サービス分野が議論の中心という印象を受ける

かもしれませんけれども、製造業の生産性も、昀後のページにありますように、

この近年、諸外国に比べて決して高くはないんです。このことは注目すべきこと
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だと思います。 

また、製造業とサービス業の両者の関係についても、サービス業が製造業の中

間投入の３割を占める一方で、製造業の技術発展に大きく依存する先進医療サー

ビスなどの分野でも、どんどん増えてきております。両者は不即不離の関係にあ

り、お互いの生産性が高まることで日本経済の好循環が始まると思います。 

そのためにはＩＴが重要な鍵となることは、今までの議論のとおりで言うまで

もありませんが、アメリカのように、日本経済が新しい成長ステージに進むため

には、製造業とサービス業を問わず、また官民を問わず、ＩＴの活用が日本経済

の共通基盤になる必要があります。甘利議員が言われたように、残念ながら当社

も含めて、多くの企業のＩＴ化が部門内にとどまっているんです。引き続き全日

本のＩＴ化を広く強力に進めていく必要があると我々も認識しております。また、

金融制度、税制、独禁法における企業結合規則、薬事制度などの制度インフラに

ついても、日本が国際的に遅れをとらないように見直しを進めていくことが重要

だと思います。 

また、アジアとの経済連携が深まる中で、アジア全体としての生産性を高める

ために、国際的な物流インフラを整備することも非常に重要であります。また生

産性の向上は「経済成長戦略大綱」の大きな柱でもありますので、毎年度政府全

体で見直していくことになっております。この作業を、民間議員ペーパーにある

ように、生産性加速の検証作業と一体で進めることによって、生産性の向上が一

層確実なものになると思います。 

以上です。 

（大田議員） 伊藤議員。 

（伊藤議員） 生産性向上については、やはり人材というのが一番重要であると考え

ています。改革を行えるような国際的に通用する人材をいかに育てていくかとい

うことが、高等教育機関に課せられた課題であると考えています。これは各大学・

大学院が努力しているところでありますが、具体的な例を１点、御紹介しておき

たいと思います。 

いわゆる「ダブル・ディグリー」という二重学位のシステムであります。聞き

慣れない言葉かと思いますので、少々お時間を拝借して制度の説明をさせていた

だきたいんですけれども、例えば、日本の大学、あるいは大学院に籍を置きなが

ら、海外の大学・大学院でも正規の学生になる。したがって、２つの大学で同時

に正規学生になる。学部であれば、日本の大学２年、外国の大学２年。専門職大

学院等修士課程であれば、日本で１年、外国で１年。したがって、日本の法律で

定められている卒業に必要な年数の、学部で４年、修士課程で２年というのはそ

のままで、学位を２つ取ってしまう。これを可能にするのは両方の大学で単位を

互換することによって、両方で単位要件を満たすという単位互換です。授業料は、

負担を増やさないために現実に学習している大学に払う。そうすると、日本の大

学には授業料１年しか払っていないのに、どうして学位を出せるのかということ

ですが、それは互換ですから相手の大学からも学生が来ているので、日本の大学
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の授業料収入としては変わらないわけです。学生は一部の授業は日本語で勉強し

て、一部の授業は英語で勉強して、単位互換で持ち帰って学位をとる。これを実

践しますと、国際的な人材を非常に短い時間で、２倍の時間をかけずに決められ

た時間の中で育成することができるわけです。 

この制度が今、欧米あるいは中国を中心に急速に拡大しております。東京大学

でも検討したんですけれども、制度的にできないということがわかりました。こ

こにはいらっしゃいませんけれども、是非、文部科学大臣に適切な措置をしてい

ただきたい。つまり、二重に正規学生になる、授業料を４年あるいは２年のうち

の半分しか払っていないんだけれども卒業できる、単位互換をできるだけ進める

ということが認められるように、設置基準や学内規則を変えることを、是非奨励

していただきたいということです。 

（大田議員） ほかに。 

（安倍議長） そういうことをやっている国は、大学はあるのですか。 

（伊藤議員） 例えば、公共政策大学院というネットワークでは、コロンビア大学の

公共政策大学院、ＬＳＥ（ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス）、それか

らシアンスポーというフランスの公共政策大学が、ダブル・ディグリーで連携を

取っていて、東大にも是非参加しないかという誘いは来ているんですけれども、

制度を勉強したところ、ちょっと今できません、待ってくださいと言っています。 

（丹羽議員） 日本における海外からのＰｈＤの留学生は非常に少ないんです。アメ

リカでは工学関係のＰｈＤの取得者の58.7％は海外からの留学生なんです。日本

はそういう知的刺激、海外からの学生がもっと入るようにしないといけない。高

等教育を更に高めていく上においても、そういった規制や魅力のある大学のプロ

グラムを作っていく必要があると思います。 

（八代議員） それに関連して、対日直接投資の阻害要因の除去ということが民間議

員ペーパーにございますが、これは教育の分野でも全く同じことです。例えば、

アメリカが日本に比べて優れている１つの点が高等教育であるわけですが、アメ

リカの大学が日本分校をつくろうとしたときに様々な規制にさらされているわけ

であります。その中にはカリキュラムの問題だけではなくて、土地を持っていな

いということで大学として認められないという、非常に前近代的な規制がござい

まして、土地がないと大学として安定した経営ができないというのは文部科学省

の規制なんですが、これはバブル期以前の不動産信仰であります。いい教育をし

ていれば、賃貸のビルディングでも十分できるわけで、こういう形ではなく、グ

ローバルスタンダードを教育の世界に持ち込むことが、高いお金を払って海外に

留学しなくても日本でアメリカやほかの国の一流の教育を受けられるということ

で、ある意味で再チャレンジにも貢献するのではないか。伊藤議員も言われまし

たが、高等教育の規制緩和は非常に重要だと思っております。 

（大田議員） ほかに。 

（塩崎議員） 教育関係で恐縮ですが、先日インドのＩＩＴに行ってまいりました。

日本の大学との連携はものすごく遅れていて、どうしてもＭＩＴやスタンフォー
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ドなどの、アメリカやイギリスとの連携となっています。日本の大学に制度的な

問題があるということですが、もっと連携して、人材を内外ともに集めるべきで

はないかと思います。 

また、飛び級というのがありますけれども、ライス国務長官も飛び級だという

ことですが、日本はたった１年しか飛び級できないんです。ほかの国では大体３

年ぐらいできる。優秀な人はどんどん育ててあげないといけない。生産性向上に

役立つイノバティブな発想ができる、若い元気な人を育てるという土壌が日本の

高等教育機関にはあまりないので、そういうところも考えていってはどうかと思

います。 

（大田議員） 民間議員から「生産性加速プログラム」というのを来年４月にとりま

とめてはどうか、それを検証していってはどうかという提案がありました。もち

ろん菅大臣や甘利大臣の御提案と連携を取りながらということだと思いますが、

これについてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（丹羽議員） これは是非やっていただかないといけません。実行の１つのツールに

なると思うんです。 

（大田議員） では、各省連携を取りながら、諮問会議で「生産性加速プログラム」

をとりまとめていくことにしたいと思いますので、有識者議員から是非また御提

案をお願いいたします。 

それでは、今日は生産性について広範な議論がありました。特にＩＴが重要と

いうこと、また高等教育についても有益な御提案がありました。こういう生産性

改革は、常にＰＤＣＡで検証しながら進めていくという点も重要だと思います。 

教育について出されました御意見については、私からとりまとめて伊吹大臣に

もお伝えしたいと思います。必要があれば、またこの場で議論を進めていくこと

にしたいと思います。 

それでは、総理から。 

（安倍議長） 私の内閣の経済政策の柱が経済成長政策でありまして、国民の皆様が

今日より明日はよくなる、今年よりも来年の方が生活はもっとよくなっている、

こういう夢を持てるようにしていくためにも成長は必要でありますし、何といっ

ても国民の安心につながる社会保障制度を安定させ、維持をしていくためにも成

長は不可欠であろうと思います。 

人口が減少していくという不安は、おそらく国民の中に共有されている大きな

不安だろうと思いますが、この逆風の下であっても、実質２％、名目３％を超え

る経済成長が可能であるというモデルを、是非我が国が世界に示していくことが

できればと思います。その鍵を握るのは「生産性」でありますが、民間議員から

提案のあったプログラムを策定していただきまして、例えば、「生産性倍増」のよ

うに、大胆でわかりやすい数値目標を設定して取り組んでいただきたいと思いま

す。 

（大田議員） 数値目標はまた検討して御提案したいと思います。ありがとうござい

ました。 
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昀後に、私の方から一点。労働市場改革専門調査会について申し上げたいと思

います。お手元にお配りしてございますように、11月30日の諮問会議で設置の御

了解をいただきました労働市場改革専門調査会の人選が内定いたしましたので御

報告いたします。 

併せて、この専門調査会でどんな検討項目を議論すればいいのかについて、有

識者議員から意見が出されております。これも併せて配付しておりますのでご覧

ください。以前この会議で、柳澤大臣からありましたご発言を踏まえまして、こ

の専門調査会は、労働政策審議会で行われている議論を念頭に置きながら、中長

期的な観点から、10年先の労働市場のあり方をしっかりと広範囲に議論し、そこ

から遡って解きほぐして現在どうあればいいかということを検討していくことに

したいと思います。この点を念のため申し添えます。 

どうぞ。 

（甘利議員） 10秒だけお時間をお借りして。先月総理からバイオエタノール燃料の

生産利用拡大に向けての御指示がありましたので、参考資料の１ページに「次世

代自動車燃料イニシアティブ」ということで書いてありますので、後でご覧にな

っていだきたいと思います。 

（大田議員） すみません。何ページですか。 

（甘利議員） １ページです。 

（丹羽議員） 私、拝見しましたけれども、先般の総理指示の具体化に向けて積極的

に一歩踏み出すという意味で、非常に高く評価される内容だと思います。 

（大田議員） ありがとうございます。よろしいですか。 

それでは、本日の諮問会議を終了いたします。ありがとうございました。 

（以 上） 
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