
  

    

     

平成 19 年第８回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2007 年４月 17 日(火） 17:58～19:19 

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 伊 吹 文 明 文部科学大臣 

同 山 本 有 二 内閣府特命担当大臣(金融） 

山 本 拓 農林水産副大臣 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）生産性加速プログラム（仮称）：その１（成長可能性拡大戦略） 

（２）グローバル化改革（金融・資本市場）について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○成長力加速プログラムについて（有識者議員提出資料）

○成長可能性拡大戦略の策定に向けて（有識者議員提出資料）

○大学改革とその基盤となる教育再生への取組（伊吹臨時議員提出資料）

○大学改革について（尾身議員提出資料）

○ユビキタス特区構想（菅議員提出資料）

○「成長可能性拡大戦略」について（甘利議員提出資料）

○家計金融資産 1500 兆円を成長力強化へ（有識者議員提出資料）

○我が国金融・資本市場の国際競争力の強化について（山本臨時議員提出資料）

○経済成長戦略から見た金融・資本市場改革（甘利議員提出資料）

（配付資料） 

○成長力強化への三重奏（案）（大田議員提出資料）

○大学改革とその基盤となる教育再生への取組（参考資料）（伊吹臨時議員提出資料）
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○グローバル化改革専門調査会金融・資本市場ワーキンググループ論点整理（参考資料）

○我が国金融・資本市場の国際競争力の強化について（参考資料）

（山本臨時議員提出資料）

（概要） 

○生産性加速プログラム（仮称）：その１（成長可能性拡大戦略）

（大田議員）  本日の議題は、今月末に取りまとめる生産性加速プログラムについてで

ある。資料としてＡ３の紙を御参考までに配布してある。今日議論するのは、資料

の成長可能性拡大戦略の部分について。次回 20 日にサービス革新戦略の部分を議

論する予定である。成長可能性拡大戦略について御審議いただくので、伊吹臨時議

員、山本臨時議員においでいただいている。その後、グローバル化改革の金融資本

市場について御審議いただく。 

（丹羽議員） 色つきの「成長力強化三重奏」の資料をごらんいただくのが一番良いと

思う。安倍内閣の目指す新成長戦略路線は、人口減少時代においても生産性を高め

ることを通じて経済成長し続け、同時に活力ある経済社会を創造するということ。

それは地域の活力、産業の活力、一人ひとりの活力を最大限に発揮させる環境を構

築するということであり、このためには第１に、こうした成長力の発現を阻害して

いる要因を徹底して取り除く必要がある。第２に、消費者やユーザーの視点から供

給サイドの大胆な改革を行うことが不可欠。「成長力加速プログラム」はこの２つ

の基本的な考え方に基づき、日本が有している潜在力を「基礎力」、「効率」、「創造

力」の３つの観点から見直し、改革の梃子となる重点施策を重層的に講じ、これに

よって成長力を加速するという政策のパッケージである。 

「『三重奏』の相乗効果戦略」について。日本経済が抱える“弱み”を徹底克服

して、“強み”を伸ばしていく。１つ目は成長から取り残されている分野の底上げ。

２つ目は生産性の相対的に低い分野の効率性のアップ。３つ目は成長可能性のフロ

ントラインの拡大。この３つの戦略を一体として推進し、成長力を加速することが

重要である。 

１つ目は「基礎力：『成長力底上げ戦略』」、詳細は省略する。２つ目は「効率：『サ

ービス革新戦略』」。3 つ目は「創造力：『成長可能性拡大戦略』」で、成長可能分野

での国際競争力の向上に向けて、最先端技術の創造、教育研究における選択と集中、

貯蓄から投資への流れの加速等を行い、もって未来への投資を行う戦略である。 

「成長力加速プログラムが目指す経済成長の姿」にあるように、これら 3 つの戦

略を通じて、「進路と戦略」の内閣府参考試算で示された「新成長経済移行シナリ

オ」を実現することを目指している。この試算によれば、一人当たり時間当たりの

労働生産性の伸びが５年で５割アップを実現することが可能になる。 

成長力加速プログラムのイメージ図、さらに、私どもが考えた「成長力加速プロ

グラム」の骨子案が別紙にある。本日は成長可能性拡大戦略について御議論いただ

く。この後、御手洗議員より御説明させていただく。 

（御手洗議員） 「成長可能性拡大戦略の策定に向けて」について説明する。 

グローバル化が進展する中で、人口減少の続く我が国の経済が、今後も引き続き

世界のフロントランナーであり続けるためには、成長力を高めるための環境整備、

絶え間ないイノベーションの創造を通じた国際競争力の強化が不可欠である。 

そのため、私ども民間議員が３つの視点から改革案を提案させていただく。 

１点目は、政策イノベーションによって、知識創造を妨げる障害を除去すること

である。本項目は２つに分けられる。 
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１つ目は、新技術の創造や、その成果の活用に向けた「実験」、「試行」を可能と

する場として最先端特区を創設するである。 

２つ目は、最先端分野への支援をリスクへの挑戦を促す形に改革することである。

この点で代表的な制度が米国のＳＢＩＲ制度である。日本でもこれをモデルとした

制度が導入されたものの、米国のような、競争選抜型で省庁横断的な制度にはなっ

ていない。このため平成 20 年度から、米国型の競争選抜を導入した制度を、民間

への研究開発関連支出を一定以上有する府省、独立行政法人に導入して、予算の一

定割合を本制度に充当することを提案する。その際、総合科学技術会議において、

厳正に事後評価を行うべきである。 

２点目は、大学・大学院改革により、国際競争力を持った人材を育成していくこ

とである。既に２月 27 日の諮問会議において、民間議員の意見を表明し、その検

討を文部科学大臣にお願いしたところである。我々の考える改革の目標は、「グロ

ーバル拠点化」、「構造変化の先取り」、「国際化」、「機能の特化」の４点である。 

こうした目標の実現に向けて重点を置くべき政策についても、本日のペーパーに、

そのポイントを再掲している。特に交付金配分ルールに関しては、広範な専門家か

らなる第三者による教育評価を反映する方式、高度な人材育成や国際化に対する大

学・大学院の努力と成果への配分を重視する方式、建設的かつ革新的な再編や統合

を後押しする仕組みの導入などを提案する。 

大学改革の取組みについては、平成 13 年６月開催の諮問会議で、既に国立大学

の再編・統合まで踏み込んだ改革の方針が提示されている。まずは、この方針の進

捗度合いと進捗を妨げた原因を検証し、改めて数値目標と具体的な方策を策定する

ことが急務である。ついては、文部科学省においては、今後３年間で取り組む政策

プログラムを、数値目標を設定した上で「骨太 2007」に盛り込み、できるものから

着実に実行すべきである。その上で、新たに策定される教育振興基本計画において、

大学の再編・統合プランを御明示いただきたい。 

最後の３点目は、「貯蓄から投資へ」の動きを加速することにより、イノベーシ

ョン創造を資金面で支えることである。我が国で投資への資金供給が海外に比べて

立ち遅れている原因を総点検し、1,500 兆円とも言われる個人資産からの資金供給

の促進、この資金を投資に振り向ける金融機関の仲介機能の強化、出口である市場

の透明性の向上など、資金フローの各段階に応じた対策を講じる必要がある。 

まず、我が国の個人資産を成長産業分野への投資に導く重要な役割が期待されて

いる確定拠出年金の改革を提案する。確定拠出年金は、現状では、制度面の制約等

のため市場の厚みに欠けている。そこで、民間議員として、企業型年金に関して禁

止されている従業員によるマッチング拠出を解禁することと、自営業者と企業年金

が全くない企業の従業員のみ認められている個人型年金の拠出制限を緩和するこ

とを提案する。確定拠出年金の改革は、投資への資金供給の入り口を拡大するだけ

ではなくて、個人が自己責任で投資を行うことに慣れ親しむ投資教育という意味で

も重要である。 

次に、ベンチャー企業育成のため、必要な資金供給がされやすい環境をつくり出

すことである。ＯＥＣＤによると、ベンチャー企業に対する資金投資額がＧＤＰに

占める比率は先進国の中で最も低い部類に属し、韓国と比較しても３分の１以下で

あり、未来に対する投資が十分なされている状況ではない。これに対して、「エン

ジェル税制の拡充」、「研究開発促進税の拡充」の２点を提唱することで、ベンチャ

ー企業に対する資金供給を促進させるべきである。なお、いずれの制度でも手続を

簡素化し、使い勝手のよいものにすることも改革の一環である。 
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（伊吹臨時議員） 「大学改革とその基盤となる教育再生への取組」について。まず、

60 年ぶりに教育基本法を改正して、新しい時代にふさわしい教育の基本理念を確立

した。「学校教育法」、「教育職員免許法」、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」という急を要する３本の法律について今日から審議が始まった。 

なぜこういうことを申し上げるかというと、突然大学生ができるわけではなく、

人間が生まれてから幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教育の充実があって、初

めてふさわしい大学生ができるということを御理解いただく必要があるからであ

る。 

目指すところは、ブルーの枠のところの４つ。特に左の２つは、初等・中等・高

等学校までの教育のことであり、一番右は社会全体としての話。今日議題になって

いるのは、右から２番目、「教養の厚みを備えた知性あふれる専門家を育成し、社

会の発展を支える」。その目指すところは、教育再生を通じ、これしかない仕組み

である自由競争原理・市場経済の避けえぬ欠点を補い、品性ある国民によって、品

格ある国・日本を創ることである。このことにより、我が国の成長力と国際的評価

の向上に寄与する。 

そこで、本日の議題である大学改革の方向であるが、まず国会で議決された教育

基本法には「幅広い教養の厚みに裏打ちされた知性あふれる専門家の育成」、「独創

的・先端的な研究の推進」、「多様な活動を通じた社会の発展への寄与」といったこ

とが書かれている。大学本来の教育研究活動の推進と大学の自主的判断による多様

化・機能別分化を目指している。 

具体的な大学の改革戦略について。世界的な教育研究拠点をつくり、大学の国際

化を進める。地域振興の核となる大学システムをつくり上げる。イノベーションは、

単なる科学技術ではなくて、合理的な思考力をつけさせるということも含めたシス

テム的なイノベーションの源泉となる学術研究の推進をする。このためには、競争

的資金の拡充と審査、評価の充実、民間等からの奨学金、寄付金の拡大、施設・設

備の充実を図って研究者の支援を行う必要がある。 

「大学改革推進のために必要な支援」について。基盤的経費として、国立大学に

は１兆 2,000 億の運営費交付金が、私学助成費として 3,300 億円が出されている。

その上に、国公私を通じた競争的資金として、グローバルＣＯＥプログラム等とし

て 600 億円がある。そのほかに、科学研究費補助金等の競争的研究資金がある。 

大学の努力と成果に応じた配分、選択と集中を促す配分は結構なことであるが、

成果、選択、集中の基準をどうするかを明確にする必要がある。単に経済成長とい

う観点からＲ＆Ｄ的なものが効率的であるという考えはとりたくはない。あらゆる

学問分野について優れた教育・研究が行われるように整理する必要がある。経済成

長に結びつけたり、利潤を上げたりということは、非常に大切だが、現在の未払い

の問題、事故隠しの問題、談合の問題、海外への贈賄の問題などを抱えて成長率を

上げるというのは、決して日本が国際的に評価されることではない。ローマの歴史、

あるいは中国がどのような民族によって支配されてきたかを学ぶ必要がある。アメ

リカという国家がどのような生い立ちであるがゆえに、平等と自由と法の支配とい

う統治システムをとらざるを得ない国になっているかということをよく理解して

外交交渉、日々の商業上の交渉に当たることは、単に物理的なＲ＆Ｄを見つける以

上に日本経済の発展に大きく寄与する。 

もちろん大学の努力と成果に応じた配分をする場合に、研究的経費の配分その他

が、悪平等的に研究室に同じように配られているならば、それは正さなければなら

ない。ただし、国立大学法人をつくったという趣旨は、まさにそのことを彼らに自
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主的にやらそうと思ってつくったわけで、彼らの経費の配分にもう一度中央政府が

口を出すというのは、これは祖先帰りをすることである。むしろ大学の理事者の規

範意識、大学の理事者の効率化マインドというものに、大いに期待をしたい。 

同じようなことは私学についても言える。特に私学の場合は、文科系の単科大学

があるだけに、もしＲ＆Ｄを効率だけで認めることになると、私学助成費の配分上、

人文系の単科大学は非常に不利な立場に置かれる。しかし、人文系の単科大学の果

たしている役割も、日本経済を支えていく上では非常に大きなものがあることは是

非御理解をいただきたい。安倍内閣の最優先課題が教育であることを考えると、幼

稚園から大学までのトータルな資金配分、財源配分をどうするかということを、少

し広い視野で是非考えていただきたい。 

特に教育再生会議はそのような立場で御発言しており、ちょうど国立大学法人の

運営交付金と私学助成費は、例えると地方自治体に対する交付税のようなものであ

る。基準財政需要があって、一定の税収を前提として足らざるところを地方交付税

で配分しているが、配分されたものを、どのような予算編成をし、どのようにチェ

ックするかは、地方の首長と地方議会に委ねられている。必ずしも基準財政需要の

中に入っているとおりの予算編成はしていない。そこのところに大きな問題がある

が、ただ地方自治体と大学の違うところは、大学には必ず受験生の選択が入ってい

る。市場経済的に言えば、買い手が買わない大学はだめになる。学生の少ないとこ

ろは交付金が自然に落ちてきて、やむを得ず合併をされる。具体的に言うと、慶応

義塾大学と共立薬科大学は合併を予定しており、また大阪大学と大阪外語大学も合

併している。そういうことを自然に促す仕組みを既にかなりつくっているというこ

とも、一つ念頭に置いていただきたい。 

(尾身議員) 大学改革をやるならば、まず第一に国立と私立の格差をなくすように、私

立大学の位置づけをしっかりしないといけない。国立の学生数の割合が 30％を切り、

私立の方が70％を超える割合で多くなっている。それに対して助成額は、１兆2,000

億円対 3,300 億円で逆に４対１になっており、私立と国立の間にものすごい大きな

格差がある。その結果として学生数は、国立大学は文科系４に対して理科系が６、

私立大学は文科系が７で理科系が３となっている。ほとんどを研究費と授業料で賄

っている関係上、コストのかからない文科系に学生を多く持ち、理科系が非常に弱

い。つまり私立大学は、科学技術の振興のためにポテンシャルとして果たすべき役

割を、お金が足りないために果たせていない。こういうことがまずあって、国立大

学法人になってかなり自由度をもって色々なことがやれるようになり、私立と国立

の間の構造の格差が非常に少なくなってきた。 

そんな中で、国全体のポテンシャルを上げようと思ったら、私立大学にいる人間

をもっと活用することを、全体としての改革の中で考えていく必要がある。そのこ

とを抜きにして国立大学だけの議論をしても、ものすごく不十分になる。 

その上で、大学について、例えば研究中心でいくのか、教育中心でいくのかとい

うような選択と集中をやっていくことはとても大事であり、これをきちんとやらな

ければならない。 

（伊藤議員） 選択と集中が必要、あるいは研究中心、教育中心の機能別分化が出てく

ることが重要だという御指摘は全くそのとおり。 

伊吹臨時議員の御説明の中で誤解ではないかと思われるのは、我々も「経済成長

という観点からＲ＆Ｄ的なものが効率的であるという考え方はとらない。あらゆる

分野について優れた教育・研究が行われるようにするために整理する必要」という

のはそのとおり。必ずしも経済成長という数字やＲ＆Ｄに限っての大学・大学院改
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革ではない。例に出されたような談合や外交交渉の話は全くそのとおりであり、そ

れらなくして日本経済の長期的な発展はない。我々は短期的な生産額の上昇は全く

考えておらず、もっと中長期的にしっかりとした基盤をつくろうということである。

そういう意味では、必ずしもＲ＆Ｄに直接結びつく理科系の特定の分野だけを言っ

ているわけではない。 

成果、選択、集中の基準を明確にする必要があるという点について、伊吹臨時議

員の御指摘のとおり、受験生の選択、大学が研究者を獲得する競争などを通じて、

自然にそういった選択と集中及び機能別分化が起きてくる。つまり、入試改革、特

に国立大学の入試日の分散と複数受験、複数合格を認め、大学が受験生に対して私

のところはこんなすばらしいとアピールをして獲得にいく必要が生じてくる。その

中で歩留りや定数割れなど自然に評価が決まってくる。また、間接費をアメリカ並

みに５割に上げることで、研究者獲得のために大学が競争し、自然に間接費が入っ

てくることによって研究大学というものが形成されていく。 

こういったことを、是非手段として実現していただきたい。 

（丹羽議員） 既に平成 13 年の「遠山プラン」という立派な案が存在しているわけで、

その骨子は、１つ目は国立大学の再編・統合を大胆に進めること。２つ目は、大学

に民間的発想の経営手法を導入すること。３つ目は、大学に第三者評価による競争

原理を導入すること。民間議員のペーパーも、基本的にはこの「遠山プラン」に合

致しているものであり、そのためには３つのポイントがある。１つ目は研究予算の

選択と集中。２つ目は伊藤議員から御説明のあったオープンな教育システムの拠点

をつくること。３つ目は交付金の配分ルール。これらにつき、政策プログラムと工

程表を策定すること。これらのことを骨太に盛り込むというのは不可欠である。ペ

ーパー上の文言に終わらせることでなく、必ず実行するということで、是非骨太方

針にこれらのことを盛り込んでいただきたい。 

（八代議員） 丹羽議員の御指摘に近いが、民間議員ペーパーでは、今後３年間で取り

組むべき政策プログラムを数値目標を設定した上で、できるものから実行に着手す

べきとしている。この点、伊吹臨時議員はどう考えておられるか。つまり、成果、

選択、集中の基準を明確にする必要があるとおっしゃっているが、それは単に各大

学の自発的なものだけに任せておいてできるのかどうか。別に経済成長やＲ＆Ｄに

限定する必要はないが、歴史、政治、文化についても、それぞれ選択と集中は必要

で、その意味でも文部科学省として何らかの政策プログラムを明示する必要がある

と思うが、その点について是非御意見を伺いたい。 

（伊吹臨時議員） 大学の第三者評価は、十分御承知のように大学評価・学位授与機構

があって、年度評価もやや長期的な評価もやっている。第三者組織で評価すること

も実は非常に難しく、やはり学生の選択によって決まっていくというのが本来のあ

り方。 

入試について、14～15 年前頃は、東大も京大も一緒に受けられた。合格者数は定

員に対し大体 140％ぐらいであったが、実際はほとんどの大学において定員の７割

ぐらいしか確保できないという事態が起こった。幾つも受けられるからたくさん受

けて、二股、三股かけて、結局自分の行きたくないところは行かないのである。 

伊藤議員も是非学内でそういう御発言をしていただきたいが、国立大学協会が自

主規制として現状のような入試形態となっている。文部科学省がそうしろと言って

いるわけではない。だから国立大学協会がやるのであれば、別に構わない。ただ、

過去にはかなりそれを通じて選択が起こり、地方大学が統合したりつぶれたりとい

うことがあった。それを狙っておられるのかもわからないが、これは地方拠点をど
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うするかという問題が裏腹にある。 

八代議員がおっしゃったように、我々がある目的を立てて、運営費交付金の配分

などを考えることはやっても良い。しかし国立大学法人をつくったという当初の意

図からすると、もう一度祖先帰りをすることになり、やや難しい問題も含んでいる。

だから、将来的にどの部分を厚くしていくのか、どの大学が統合されたり淘汰さ

れたりするのかについて、政策的にもう少し計画経済的に介入した方がいいという

お考えがここでまとまるのなら、文部科学省は喜んでそれをさせていただきたい。

（八代議員） 文部科学省がプランをつくるとそれは計画経済であるというのはちょっ

と議論の飛躍ではないか。たとえば、競争政策というのも立派な政策であるし、国

立大学協会のカルテル的な行為があったとしたら、それを公正取引委員会のように

正すというのも立派な政策である。 

（伊藤議員） 計画経済を求めているわけではなく、大学自身の競争、研究者の競争、

受験生の競争、これらを通じて選択と集中をしていこうということである。 

私はここでは国立大学協会の代表でも、東大の代表でもない。個人の意見である。

（丹羽議員） 第三者による評価の問題についても、現在のような体制ではなく、評価

体制、基準の新しい確立が必要であり、誰が評価委員で、どういう評価をしている

かをクリアにしておく必要がある。 

（伊吹臨時議員） そのとおりである。 

（大田議員）  まだ論点は残されているが、教育は教育再生会議など関係会議と連携を

とりながら、「骨太 2007」に向けて議論を進めてまいりたい。 

（菅議員） 資料「ユビキタス特区構想」について。１枚目で最先端特区の創設の中で、

目的として、世界最先端のＩＣＴサービスの開発、実証、そして日本のイニシアテ

ィブによる国際展開可能なモデルの確立、こうしたことを目指してユビキタス特区

構想を考えている。 

概要について。総合的なプロジェクトを実施する、関係府省による環境整備をす

る、あるいは電波利用の促進などである。電波利用の促進では、電波の二次取引制

度、空き周波数帯の有効活用がある。更に国際連携がある。場所は、北海道、沖縄

を考えている。研究開発拠点が集積する場所についても、こうしたことが可能であ

ると思われる。期限は 2010 年度末までに終えたい。 

２枚目。例えば、右側にあるように１つの端末で多様なサービスを実現できる、

特に電子タグ搭載の携帯電話によって、生産管理、ショッピングなどすべて一括で

できるようなものを考えている。左側では、安全・安心を実現する新たなサービス

を考えている。ユビキタスＩＴＳを活用して、電子タグやセンサとロボットが連動

して道案内をする、遠隔から独り暮らしの老人を見守る、あるいは地域医療・介護

など、こうしたものに無線とセンサを利用して行う。こういうイメージで特区とし

て 20 年度からやりたい。 

（甘利議員） 資料「『成長可能性拡大戦略』について」について。 

成長力の強化、生産性向上に向けて色々プランが出ているが、アイディアだけで

はなく、できるものからどんどん実行に移していくことが重要。 

１ページ目。中小・ベンチャー支援策で、ＳＢＩＲ制度については、競争選抜方

式の導入・拡大、政府調達における情報開示、対象機関の拡大。アメリカは国防省

が大宗を占めているが、日本では防衛省は入っていない。これらも含めて拡大の検

討がある。申請手続の簡素化について、中小企業から煩雑すぎるという御指摘が随

分あり、これに努めていきたい。我が国でも技術のある中小ベンチャー企業が評価

されるようにしたい。産総研等においても、ベンチャー企業から革新的な検査機器
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等を調達するなどの取組みを始めることとしている。 

２ページ目の研究開発投資の加速については、中小企業を含め企業がリスクをと

りつつ、中長期的な発展のためにイノベーションを生み出す投資を行うこと等を促

す観点から、税制措置を拡充・強化すべきである。 

現状では、研究開発税制の上限が法人税納税額の 20％までで切られている。アメ

リカは 25％まで。韓国、イギリスは上限がない。さらにベンチャーに対しては、知

財購入やＭ＆Ａなどを含め、資産形成ということで対象外になっている。それらを

含めて検討する余地がある。 

ＩＣタグを使い革命的にＩＣＴを伸ばしていくことは大賛成である。アメリカの

ウォルマートは、取引先に自分の仕様でＩＣタグに入れる情報等を要求しており、

そうすると他と取引する場合はまた別の仕様を強いられる。様式の統一に早くから

日本もかかわっていかないと、ウォルマート仕様で全部押さえられて、例えば他の

競争相手が参入するときに身動きがとれないことになる。そこに是非切り込んでい

ただきたい。 

（伊吹臨時議員） 今の甘利議員の御発言にも関連するが、大学の競争を促すには本来

のメカニズムに乗って動かすのが一番いいと思う。学生が選択するかどうか。もう

一つは、寄付金税制をもう少し深堀りして、寄付を集める力を競わせることによっ

て大学の優劣を決めていく。どうしても税金を配分するという機能は恣意的になっ

て、私は余り好まない。市場に乗せるということになると、やはり税や金融措置で

競争させるのがいいのではないか。 

（菅議員） 甘利議員に私も同感だ。日本の携帯電話などの立ち遅れは、標準化に遅れ

たため。そこには十分配慮しながらやっていきたい。 

（伊藤議員） ＳＢＩＲ制度の改善をしてもらいたいということだが、競争選抜方式の

導入・拡大ということなので、一度もらった企業が育っていって卒業することを念

頭に置かれていると考えてよろしいか。 

（甘利議員） これは民間議員ペーパーにあるように、ただ研究開発を受注するのでは

なく、自分なりのＦ／Ｓの提案をして、そこで競争が働くということ。もちろん中

小企業が競争によって育っていけば卒業するときも当然来るだろうが、現状は必ず

しも競争原理が働いていない。研究開発に対して、より競争原理が働くように改善

していくということだと思う。 

（大田議員）  アメリカのＳＢＩＲのように、１つ目の段階をクリアしたら次というよ

うに段階的ということではないのか。 

（甘利議員） もちろん、それも加味してである。 

（尾身議員） ＳＢＩＲ制度は賛成だが、研究開発予算の一定割合をこれに使うという

ことを決めるのは、制度が硬直的になってよくないと思う。同時に、研究開発予算

全体は、富士山で言うと山を高めて山の高さで競争することなのに対して、ＳＢＩ

Ｒの方は裾野を広げるということ。両方必要であり、一定の比率をこれに使うとい

うことを事前に決めるのはよくない。非弾力的になり過ぎるのではないか。 

（丹羽議員） リスクマネーの供給について、ベンチャー企業の育成ということで、ベ

ンチャーキャピタルの経営者の現場の声を紹介しておきたい。エンロンの事件以降、

会計監査が非常に厳しくなり、ある程度大きいベンチャーについては、上場企業が

上場企業に投資したかのような、投資先ごとの詳細な収支予想等の資料が決算の都

度求められるそうだ。減損会計をするということだが、投資先のベンチャー企業の

中には、大企業と違い管理部門にそれほど多くの人員がいないため、かなりの負担

になっている。 
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企業会計の透明性はもちろん必要だが、ベンチャー企業についても大手企業と同

様に形式的に適合させるのは、実質的にベンチャー企業を育てない方向に行ってし

まう。形の上ではよくわかるが、経営者あるいはベンチャー企業の現場の声は、非

常にやりにくくなってきているということである。 

特に設立当初に赤字が続くので、減損会計の対象になるということになると、た

とえ減損会計を適用しても、税務当局の認識は会計と一致するわけにはいかない。

税務署が来て、やっぱりこれはだめだということになって、経理処理が有税扱いさ

れることが非常に多く、税金のみ徴収されるというようなことがある。タテ割り行

政とベンチャーキャピタルの経営者は言っているが、税務当局と会計で相反する部

分が出てきて、実質的にベンチャーキャピタルが非常に動きにくいということだ。

特にベンチャーは少人数でやっており、大手企業のように管理部門に人間が割け

ないので、詳細な収支予想の資料を要求されると、結局ベンチャーはなかなかでき

ないということになりがちなので、実務の段階で考えていただく必要があるのでは

ないか。 

（八代議員） 丹羽議員の御指摘と関連するが、詳細な事前評価よりも事後評価をきち

んとやるというのが大事だと思う。甘利議員の資料では、事後評価ということが書

いていないが、それは当然のことということでよろしいか。 

（甘利議員） もちろんそうである。 

（御手洗議員） ベンチャービジネスをこれから強化する上で特に強調すべき大事な政

策は、エンジェル税制の拡大だと思う。１つは、投資による損失を繰り延べられる

期間を今より長期にすることである。もう１つは、投資の損失を、他の種類の所得

の損益と通算することを可能とすることである。 

（大田議員）  プログラムの基本的な考え方や流れについては御異論はなかったと思う

ので、４月 25 日の取りまとめを目指して更に検討を詰めさせていただきたい。 

今日はＳＢＩＲ、エンジェル税制、寄付税制など、幾つか税の観点も出てきたの

で、尾身議員にはまた御検討いただきたい。 

（安倍議長） 大学改革については、意欲的な改革案を「骨太 20007」に盛り込むよう

に前回申し上げた。大学改革を検討している政府の会議が複数あるので、関係会議

間でも議論して、教育再生会議を中心にまとめていただき、「骨太 2007」に盛り込

んでいただきたいと思う。よろしくお願いする。 

（伊吹臨時議員 退室） 

（山本農林水産副大臣 入室） 

○グローバル化改革（金融・資本市場）について

（伊藤議員） 「家計金融資産 1500 兆円を成長力強化へ」と題した民間議員ペーパー

を説明する。 

金融・資本市場は、経済の最も重要な基盤の一つであり、資金の出し手と取り手

を効率的にマッチングさせるという機能を持っている。我が国は 1,500 兆円の家計

金融資産を保有しながら、それを効率的に運用していない、効率的に資金を分配し

ていないのではないかという指摘がされているところである。 

マッチングにおいて取引所は非常に重要な役割を果たしている。これを反映して、

世界の金融センターは、取引所をめぐって非常に大きな変革のなかにある。大きな

合従連衡やＭ＆Ａが起きている。ところが我が国においては、取引所、参加するプ

レイヤー、監視・監督するいわば審判に当たる監督当局においても、世界的な金融

革新の中で遅れている部分が目立つ。我が国経済全体の生産性を高めるためにも、
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効率的に資金を運用できる、効率的なところに資金が入っていく流れの仕組みをつ

くる必要がある。 

近日中にグローバル化改革専門調査会の検討を報告するが、今日はそのごく一部

である取引所の競争力強化、銀行と証券の垣根の見直し、監督体制の強化、この「フ

ィールド」、「プレイヤー」、「審判」の３つについて御検討いただきたい。 

まず、取引所の競争力強化について。結論から言うと、証券取引所、金融先物取

引所、商品取引所というタテ割りになっている現在の形態を転換し、総合取引所を

実現できるようにする。実現するかどうかは強制はできないが、実現したいと思う

ところが出てきたときに、その障害を取り除くということである。これにより、株

式、債券、商品先物など幅広い品揃えが可能になり、参加者が増えるだろうと予想

される。そのために、取引所競争力強化プランを策定し、実行していただきたい。

具体的には、ＥＴＦ（上場投資信託）に、金などの現物や商品先物を主たる資産

として組み込めるようにする。これにより、今の証券取引所でこういったＥＴＦを

取引することができるようになる。次に、証券取引所の持株会社が商品取引所の設

立又は合併といった希望を持った場合にはできるようにしようということで、商品

先物や派生商品を証券取引所に実質上上場できるようにする。さらに上場商品の主

務大臣認可を廃止することによって、商品取引所の抜本的改革を行い、より先進

的・革新的な取組ができるようにする。これによって、世界の主要な商品取引を主

導する価格形成の場として生きていくということである。 

第２に、プレイヤーの競争力強化について。現在、銀行と証券が分離されており、

アメリカ、日本にこういった伝統がある。しかし、アメリカにおいても銀行と証券

の垣根を見直して、一体的な活動が認められるようになってきた。具体的なポイン

トは省略するが、その一体的な活動が認められるように、日本でも垣根を見直して

いこうということ。ただし、優越的な地位の濫用や利益相反の防止などの措置が必

要であることは、言うまでもない。 

第３に、審判の機能強化について。一般投資家を保護し、自由と規律のバランス

がとれた金融・資本市場改革を実現するためには、証券取引等監視委員会の準司法

的機能を抜本的に強化すべきである。また、準司法的機能及び証券取引に係る開示

に関する業務を証券取引等監視委員会に移管して体制強化を図るべきである。 

その改革の第一歩として、平成 20 年の早期に、課徴金制度の適用範囲の拡大、

課徴金額の引上げを実現し、これにより規律のあるマーケットにしていただきたい。

（山本臨時議員） 資料を２種類配付しているが、参考資料の方を先にご覧いただきた

い。 

１ページ目。右下に世界の証券市場の時価総額などがあるが、1990 年は 8.9 兆ド

ルのうち日本は 2.9 兆ドル。世界時価総額の３割を日本が担っていた。2006 年には、

世界のＧＤＰが向上すると同時に時価総額も飛躍的に５倍ぐらいに伸び 49.9 兆ド

ル。うち日本の時価総額は 4.6 兆ドルで、１割のシェアを切った。16 年の間に、日

本が知らず知らずに金融機能が大きく後退したと言える。 

世界の地図のほうで、ニューヨークに 573 と書いてあるのは、1990 年を 100 とし

た場合、2006 年には 5.73 倍になったという意味。ニューヨークは世界第１のＧＤ

Ｐ、３億の人口。コンプライアンス・コストが高いとの指摘もあるが、６倍近い向

上を示している。日本をごらんいただくと、この 16 年の間に 158％にしかならなか

った。世界２位のＧＤＰで、1,500 兆円の個人金融資産があっても、このようなこ

とになっている。 

上海は 55 倍であった。その隣の香港は 20 倍。香港は中国本土へのゲートウェイ
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であり、2006 年の上海・香港を合計したＩＰＯ調達額はロンドンに比肩する。アジ

アで特徴的なのはシンガポールで、11 倍。人口はわずか 450 万人の都市国家にもか

かわらず、飛躍している。優遇税制など証券税制で工夫をしたなどの成果があらわ

れている。 

ロンドンは、2006 年のＩＰＯ調達額は単独では世界１位で、シティやカナリー・

ウォーフの集積効果が功を奏したと言われている。 

２ページ目。ロンドンのカナリー・ウォーフは、ロンドン東部の造船所跡地の再

開発により誕生した新しい金融センターで、わずか 0.4 平方キロである。写真のよ

うに川の間にあり、ドックランドという造船所跡地。新しいビルは金融機関のビル

である。平面図を見ると、ＦＳＡというのはイギリスの金融庁。クレディ・スイス、

ＨＳＢＣなど様々な金融機関、世界を代表するようなものがここに集積した。 

３ページ目は英国の経済成長に対する金融業の貢献について。1985 年～89 年の

段階では、経済成長が 3.8％で、金融業も製造業もほぼ同じぐらいのＧＤＰに対す

る貢献度であった。90 年～94 年は、英国病というもので製造業の寄与度が極端に

低下した。2005 年に至っては製造業の寄与度はないに等しくなるが、経済成長率は

2.4％。それは金融業が押し上げているわけで、2000 年からの金融業の押し上げ効

果は著しいものがあると言われている。 

一番下にあるように、英国の 1990 年以降の実質ＧＤＰ成長の内約半分は、金融

業の成長によるもの。ビッグバン以降の 20 年の英国労働力人口は 488 万人の増加

が見られるが、うち６割、283 万人が金融業のもの。 

次に、資料「我が国金融・資本市場の国際競争力の強化について」をご覧いただ

きたい。 

１ページ目の表について。個人投資家、機関投資家、市場、企業、仲介業者や周

辺サービス、これらが頑張っていただかなければならないし、態度が変わっていた

だかなければならない。 

一番上に目標として「経済発展の実現・『貯蓄から投資へ』の促進」とある。貯

蓄とは、ラフに申し上げれば総生産のうち消費に向けられなかった部分ということ

で、貯蓄によって供給される資金が投資につながらなければ、総生産に比べて消費

者と投資を合わせた総支出が不足し、いわゆる供給過剰状態で景気後退になるから、

貯蓄のお金を眠らせないということが重要。そして収益の向上が必要であり、1,500 

兆円の利回りが１％なら 15 兆円になるわけで、ここでの活躍が見られれば成長を

手にすることができる。 

機関投資家は年金運用を行っており、市場で頑張っていただかなければならない

し、伊藤議員のお話のように、市場、取引所で資金を獲得できるためには、市場の

厚み、規模と質が増大しなければならない。エクイティやデットの市場について、

日本は大変遅れていると言われている。この市場が厚ければ厚いほど、企業は低コ

ストで資金を調達でき、下の方にあるように地方企業や中小企業の直接金融が拡大

し、企業活動が活性化しトータルとして経済発展の要因になる。 

次のページは、「我が国金融・資本市場の国際競争力の強化のための検討課題」

について。 

左側は市場環境について。伊藤議員のお話のように、規制環境はベターレギュレ

ーションが大事で、プリンシプルとルール・ベースのアプローチが必要。物理的環

境については、都市インフラが東京、日本は優れていると言われている。国際金融

センターとしての機能向上のための都市インフラを強化をすると、いい結果が生ま

れるのではないかと言われている。それはロンドンのカナリー・ウォーフに見られ
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るがごときで、ロンドンと比べても交通の機能が向上しているし、居住環境、コン

ビニがありホテルやマンションも非常に質的に高いものが供給されているし、賃料

が低い。 

右側は市場参加者について。市場開設者から始まり、様々な人たちに質と量で頑

張っていただかなければならないが、野球に例えれば、監督、プレイヤー、グラン

ドにいる人だけではなくて、審判や球団や観衆やスタジアムまで考えていく必要が

あるだろう。神宮球場からニューヨークヤンキースタジアムになることが、一番向

上することだと思っている。 

（甘利議員） ＩＭＤの国際競争力ランキングでも、監査・会計プラクティスは 61 カ

国中 51 位で、日本の金融・資金市場の競争力は低い。これを上げていくためには、

「担い手」、「市場」、「人材」の３つの要素の強化が必要。担い手の観点から、事業

リスクに対応できるよう企業グループ内保険会社、キャプティブの設立を促進する

ことが必要。市場整備の観点からは、日本版の預託証券の導入を推進してきた。人

材について、高度金融人材の育成活用に向けて５月をめどに協議会を立ち上げる予

定である。 

例えば欧米では金融工学を駆使した商品開発を行う人材は豊富に存在するが、我

が国では不足している。我が国でこのような人材を育成しても、我が国の金融機関

では活躍する場がない。専門人材の要らないどさ回りというか、営業に回されたり、

実力が発揮できる外資に転職といったことも間々ある。まだまだ金融業界が護送船

団の発想から十分に抜けきれていないのではないか。 

市場でいうと、開示基準がグローバルスタンダードから外れていて、海外市場は

英語でいいのに、日本の市場上場は全部日本語に直さねばならない。東証の上場外

国企業は 25 社、ニューヨークは 446 社、ロンドンは 315 社と、随分違う。 

総合取引所構想について。商品先物市場は、原油、金、白金といった我が国産業

の発展に不可欠な基幹物資の将来価格を決めて、企業が抱える価格変動リスクをヘ

ッジするために必要な場であって、単なる投資家の資産運用の場ではない。我が国

の資源・エネルギー戦略を支える重要な産業インフラであるという点に、着目しな

ければならない。こうした特性から、商品先物市場は、現物を取り扱う当業者を中

心とした市場参加者、将来の一定期日における現物の受け渡しといった面で実需市

場ときちんと連動した市場設計がなされてなければならない。投資リスクや投資家

保護ルールなども証券市場とは異なっている。実需がいろいろ変動するが、その幅

を最小化するという産業インフラ機能である。これら商品先物市場の制度について

不断の見直しを行っていくことは当然であるが、検討に当たっては、重要な産業イ

ンフラであること、商品先物市場と証券市場の違いを踏まえた議論を是非していた

だきたい。 

経済産業省としては、商品先物市場の競争力強化の観点から、市場の利便性、信

頼性を高め、アジアの中心市場として発展するための方策を早急に検討して実施を

したい。 

世界がどうなっているかというと、海外ではニューヨークなど、証券取引所と商

品取引所が別々であることが大勢である。イギリスは、産業基盤が弱体化しており、

金融を経済の柱としていこうという方針であろうが、その場合でも規制法や監督機

関は一元化されているものの、金融インフラである証券取引所と産業インフラであ

る商品取引所は別々に存在している。産業のインフラの場であるということの特性

をしっかり確認した議論をお願いしたい。 

（山本農林水産副大臣） 農林水産省としての基本的な考え方を述べたい。 
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商品取引所で行われる農産物等の商品先物取引については、価格形成が公正に行

われるとともに、価格変動に対するリスクヘッジ機能等が十分に発揮され、農産物

等の生産流通の円滑に資する産業インフラとしての役割が果たせるよう、多数の投

資家が参加できる環境を整えることは大切だと考えている。そのためには、できる

だけ国が関与しない農産物を中心に、厚みのある市場を目指していくことが重要で

あると考えている。 

御案内のとおり、農産物については、生産調整いわゆる需給と供給とのバランス

を国の重点政策として打ち出している農産物については上場商品にはなり得ない

が、それ以外の農産物は厚みのある市場を目指していくことは大変重要なことであ

ると考えている。 

（福井議員） 金融資本市場のグローバルな変化のスピードは大変激しい。しかも時と

ともに加速度がついている状況。今後もそうだと思う。 

一方、我が国の場合は、90 年代後半にビッグバンが行われたが、その後、不良債

権の処理等で一旦停滞したため、随分ギャップが生じている。今後は一回限りで大

きな制度改革をやればいいという性格のものではなく、制度の枠組みは絶えず見直

していく、運用の面でも絶えずイノベーティブな変化が行われるという癖をつけて

いくことが一番大事ではないか。 

取引所について少し申し上げる。既に議論に出ているとおり、これは金融資本市

場の中心的なインフラの一つで大変重要。価格発見機能を強化していく、投資機会

や投資コストの面での利便性の向上を図り、新商品開発等のイノベーションを促進

するという点で非常に重要である。もう一つは、最近の世界の特徴は、マネーや他

の金融資産やコモディティ、排出権も含め、取引対象の属性から離れバリューやリ

スクを市場横断的に取引している。現物及びデリバティブズの市場を含め市場横断

的にバリューとリスクの取引が行われ、裁定が円滑に働くようになっている。そう

いう方向に強く進んでいると思う。そうした傾向を十分念頭に置き議論が進められ

ていくことが大切だ。 

（丹羽議員） 商品先物取引には、私も 20 年ぐらいアメリカで、シカゴ・ボード・オ

ブ・トレードに関与してきている。基本的には商品の生産者、流通業者が主に価格

変動に対するリスクヘッジを目的として行っており、伝統的には商品の供給地に立

地しているものが多い。 

一方、ロンドン、ニューヨーク、シンガポールは商品取引所や商品の供給地近く

に位置していないにもかかわらず、金融ビジネスセンターあるいは中継貿易拠点と

して金融商品の多様性ということで独自の魅力で競争力を持っている。したがって

日本の場合、商品取引所は単純な商品先物ではなくて、やはりほかの金融商品との

組み合わせ、あるいは一ひねりある商品先物を生み出さないと、日本における輸入

商品をベースとした商品の取引所では限界が出ると思う。 

金融商品、特に証券と商品、先物取引では圧倒的に金額に差がある。商品は証券

の取引に対し１％、２％しかない。大量の金が商品に動けば、あっと言う間に福井

議員がおっしゃるように一般の参加者が翻弄されてしまう。ボラティリティが非常

に高くなってしまうという危険性をはらんでいるので、このところは慎重に対応し

ていく必要があるだろう。 

（尾身議員） 今お話があったが、商品先物は価格を決める意味で、リスクヘッジを主

としてやっている。証券は要するに本当の現物の株を売ったり買ったりして、現に

株が動くということになっているので、先物と現物の違いが基本的にある。そこの

ところを考えないと形だけ一緒にしても、あまり効果がないのではないか。 
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もう一つ、先日もニューヨークに行き色々な人に会ったが、東京の証券市場はど

ういうふうにするのかと問われた。もちろんアジアで一番にするつもりですよと答

えた。どのようにですかと問われ、日本は製造業を中心とする日本経済のサポート

が、この部分だけは非常に強いものを持っているという話をした。しかし、例えば

上海やシンガポールに比べ、証券市場が国際市場として遅れている。原因は要する

に英語でできないからということで、英語を公用語にして英語で全部の取引をやる。

日本人がいるから日本語を入れても構わないが、基本的には東京証券市場を英語で

やるように全部直さない限りは、大変苦しいと思うが、世界のマーケットからは取

り残されると思う。 

（塩崎議員） 先ほど産業インフラというお話があったが、今はすぐれて金融の話を言

っているのだろうと思う。 

バリューとリスクのお話があったが、例えば東京は株式の現物と債券の現物、Ｅ

ＴＦは株式指数だけしか扱えない。ニューヨーク・ユーロネクストはＥＴＦの中に

金、銀、石油、リートを組み込めるほか、金融先物も商品先物もできる。ロンドン

もＥＴＦに金、銀、石油、小麦を組み込め、ドイツもＥＴＦに金、商品指数を組み

込めるほか、金融先物、商品先物もできる。シンガポールも金、商品指数。香港も

同様。そういう中で、日本の商品取引所は極めて貧弱な品揃えしかできず、裁定取

引、リスクヘッジなどができないということだろうと思う。 

現物の産業インフラ等々との関係とは少し違う観点から、取引所のことは考えて

いかなければいけないのではないか。今日提案のあった総合取引所については、是

非進めなければ、東京を含め日本の市場は遅れていってしまうだろうと思う。アジ

アの一番というのは、とても無理だという感じがする。 

（甘利議員） ＥＴＦについてはそのとき検討していただいて結構だが、最終的に商品

の場合はものの受け渡しがある。レバレッジを効かせている、ある意味すべて信用

取引であるから、当然投資家保護という観点から相当縛りがかかってくる。そうす

ると同じ場所で使いやすい商品の方に投資家が流れますから、多分価格形成という

点で一緒にしたら、外国に全部とられ、日本が価格形成機能がなくなるという危険

性がある。 

（伊藤議員） 根本的には、現在の商品取引所が機能を果たしていないということがあ

ると思う。産業インフラ、基盤であるということで、非常に投機を心配されている

と思うが、今の商品取引所の方が、むしろ投機の場になっている。無理やり個人投

資家を引き入れていた。その規制を強化したら、今度は取引高がどんどん下がって

きている。現在の商品取引所は何とかしなくてはいけないのではないか。この問題

提起をまず押さえていただきたい。 

参加者を増やすことによって、むしろヘッジが可能になる。ヘッジにはカウンタ

ーパーティが必要なわけですから、そのカウンターパーティに参加していただくと

いうことが重要なので、そのために幅広く参加者が参加できる、透明性がある、安

心できる市場が必要である。 

もう一点、生産調整をしている商品は上場できないのではないか、すべきではな

いのではないかという御指摘が山本副大臣からあったが、例えばもう作付けが終わ

った、生産調整が終わった後の時点から取引を開始すれば、それは天候リスクに対

してのヘッジ機能を果たすわけで、問題がないと思う。生産調整の前ならば非常に

ややこしいことになるが、例えば４月、５月から立会を開始し、９月まで行うとい

うことであれば十分可能だと思う。これは18世紀の大阪商人がやったことであり、

それがどうして 21 世紀の日本でできないのかということをお考えいただきたい。 
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（山本農林水産副大臣） それは現実問題として、既にアメリカなど、輸出する余裕の

あるもの、輸出補助金を付けているものが対象になるが、今の国内需給の現状では

とても現実的ではないとだけ申し上げておく。 

（大田議員） 日本の金融資本市場が今のままではだめだという点はおそらく共通し

た認識で、何らかの改革は迫られていると思う。総合取引所については色々な御議

論があったので、引き続きの議論にさせていただく。銀行と証券の垣根の見直しに

ついては、山本臨時議員の方で、金融審議会で早急に御検討を進めていただきたい。

課徴金の引き上げ等についても、来年の早い時期に実現するよう検討していただき

たい。監視体制の強化については、更に検討を進めていきたい。 

（安倍議長） 金融資本市場はすべての産業、経済のベースとなるもので、その改革は

不可欠であるというのが共通認識だと思う。我が国をニューヨークやロンドンに並

ぶ国際金融センターにしていくというのは、私が総裁選に出たときの公約の一つで

もあり、取引所競争力強化プランを始め、具体案を山本大臣が中心となって更に検

討を進めて、「骨太 2007」で改革全体の方向を示していただきたい。 

（以 上） 
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