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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 12 月 14日（金） 17:30～19:05 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    福 田   康 夫   内閣総理大臣 

議員    大 田   弘 子   内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同     増 田   寛 也   総務大臣 

同     額 賀  福志郎   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  渡 辺   喜 美   内閣府特命担当大臣（金融） 

同     若 林   正 俊   農林水産大臣 

同     岸 田   文 雄   内閣府特命担当大臣（規制改革） 

同     舛 添   要 一   厚生労働大臣 

 

草 刈   隆 郎   規制改革会議議長 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）グローバル化改革（金融・資本市場）について 

（２）規制改革について 

（３）新成長戦略について 

（４）「日本経済の進路と戦略」（原案）について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○金融・資本市場競争力強化プランについて（渡辺臨時議員提出資料） 

○我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて（有識者議員提出資料） 

○「金融・資本市場競争力強化プラン」について（甘利議員提出資料） 
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○規制改革の取組について（岸田臨時議員提出資料） 

○規制改革会議－検討の方向性（草刈規制改革会議議長提出資料） 

○いわゆる「混合診療」について（舛添臨時議員提出資料） 

○患者の立場にたった混合診療の拡大を（有識者議員提出資料） 

○「つながり力と環境力」の成長戦略（基本骨格）（大田議員提出資料） 

○危機感を共有して新たな成長の姿を（有識者議員提出資料） 

○「新たな経済成長戦略」について（甘利議員提出資料） 

○ＩＣＴによる成長力強化に向けて（増田議員提出資料） 

○日本経済の進路と戦略（原案） 

 

（配布資料） 

○我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて（参考資料）（内閣府） 

○「金融・資本市場競争力強化プラン」について（参考資料）（甘利議員提出資料） 

○いわゆる「混合診療」について（参考資料）（舛添臨時議員提出資料） 

○「成長力加速プログラム」の中間的フォローアップ結果について 

（成長力加速プログラム・タスクフォース提出資料） 

 

 

（本文） 

○ 議事の紹介 

（報道関係者入室） 

 

（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。 

 

（報道関係者退室） 

 

（大田議員） 今日は大変盛りだくさんのテーマがございまして、しかも７時には終

わらなくてはいけませんので、軽快に進めたいと思います。御協力をどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 今日は、金融・資本市場改革、規制改革、新成長戦略、日本経済の進路と戦略

原案について御審議いただきます。まず、グローバル化改革について御審議いた

だきます。グローバル化改革の中の金融・資本市場改革です。渡辺臨時議員から

「金融・資本市場競争力強化プランについて」を御説明いただきます。時間が限

られておりますので、手短にどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○グローバル化改革（金融・資本市場）について 

（渡辺臨時議員） それでは、１ページ目をお開きください。横長の紙です。「競争力

強化の必要性」です。我が国経済が今度も持続的に成長するためには、金融・資

本市場において家計部門の金融資産に適切な投資機会を提供すること、内外の企
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業に成長資金の供給を適切に行っていくことが求められている。また、国際的な

市場間競争が激化する中で、我が国市場が内外の利用者のニーズに応え、その役

割を十分に果たしていくためには、市場の競争力を強化し、魅力を向上させてい

くことが大事。金融サービス業が高い付加価値を生み出す産業として日本経済に

貢献することが期待される。 

 以上のような認識に立った上で、求められている施策は、第１に、信頼と活力

のある市場の構築。公正性・透明性を確保しつつ、多様性・利便性を高める市場

インフラの整備が必要である。第２に、金融サービス業者等の多様な活動を可能

とするために、制度を時代のニーズにマッチしたものにする必要がある。第３に、

より良い規制環境の構築。市場の優位性や競争力を決定する要因として規制環境

が重要。制度のほか、監督当局の執行面も含めた規制の質的向上を進める必要が

ある。第４には、金融分野に関する専門人材を確保すること。市場を取り巻く環

境整備も着実に進めていく必要がある。 

 ２ページ目。まず、左の欄の「Ⅰ．信頼と活力のある市場の構築」について。

取引所における取扱商品の多様化やプロ向け市場の枠組み整備、課徴金制度の見

直し、市場監視部門の体制強化等を進めるべき。まず、取引所の商品多様化につ

いては、諸外国の取引所においてＥＴＦ（上場投資信託）の多様化が急速に進展

している状況を踏まえ、我が国においても、ＥＴＦの多様化のための整備を行お

うとするもの。次に、金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れについては、諸

外国では、株式、債券から商品デリバティブに至るまで、幅広い商品をカバーす

る形で取引所間の合従連衡が急速に進んでいる。我が国においても、相互乗入れ

を可能とするための制度整備を早急に整えることが大事だと思う。この方向性に

ついては、関係省庁間で合致しているが、具体的な実施の時期については調整中

である。次に、プロ向け市場の枠組み整備については、資金調達や投資運用先と

して、我が国市場の魅力を高めるとともに、プロ投資家間の競争を通じた金融イ

ノベーションを促進するため、プロ向けの自由度の高い市場を整備しようとする

もの。市場機能の拡充と併せ、公正性・透明性の向上を通じた内外の投資家から

の信頼を強固にしていくためにも、課徴金制度の見直しや証券取引等監視委員会

等の市場監視体制を強化する必要がある。 

 次に、左下の「Ⅱ．金融サービス業者の多様かつ高度な活動を可能とする制度

整備」について。銀行・証券・保険会社間のファイアーウォール規制を見直す。

また、銀行・保険会社グループの業務範囲の規制も見直す。さらに、このたびの

税制改正において、海外ファンドから独立した関係にある国内ファンドマネージ

ャーをＰＥ（恒久的施設）と扱わないこととする手当てをしていただいた。今後、

国内のファンドマネージャーが十分利用されるものとなるよう、独立の要件につ

いて明確化を図るため、関係当局と協議をしていく。 

 続いて、右上の「Ⅲ．金融規制の質的向上（ベター・レギュレーション）」とし

て、第１に、対話の充実とプリンシプルの共有。第２に、規制・監督の透明性・

予見可能性の向上等に取り組む。 
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 最後に「Ⅳ．市場をとりまく環境の整備」として、市場の発展を担う人材の確

保・育成等の観点から、金融専門人材に関する研究会を設置した。 

金融庁では、包括的なプランを年内にとりまとめるべく、以上の具体策につい

て、最後の詰めの検討を急いでまいりたい。総理が言われるように、「アジアのロ

ンドン」を目指すことを考えている。 

（大田議員） それでは、民間議員、よろしくお願いします。 

（伊藤議員） お手元の資料「我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて」を説明

する。金融は、経済の最も重要な基盤であると同時に成長ビジネスでもある。世

界各国は、グローバルな資金や金融の活動拠点を引き付けるため、大競争をして

いるが、日本はこのような世界の流れから取り残されている。先ほど御説明のあ

った渡辺臨時議員のプランは、今年４月に我々が提言した内容に即したものであ

り、重要な第一歩であると高く評価している。世界的な金融革新の流れは速いの

で、スピード感を持って実行に移していただきたい。以下、４点申し上げる。 

 第１点として、「１．取引所の幅広い品揃えの実現」について。取引所で株式や

債券、商品先物など、総合的な幅広い品揃えを実現することが必要。しかし、我

が国では、商品先物は商品取引所法という、金融商品取引法とは別の法体系の下

で取扱われており、しかも、この３年間で商品先物の取引がほぼ半減している。

今回、証券取引所と商品取引所が相互乗入れできるように制度改正を行うことは、

高く評価する。世界の取引所の合従連衡の流れが速いことを考えると、是非、来

年度中には実現することが望ましい。また、現行制度では、商品先物の上場は主

務大臣の認可が必要となっているが、取引所が革新的な商品を次々と打ち出せる

ようにするためには、上場商品に関する自主性を尊重すべき。 

 第２点は、日本が金融活動の拠点として魅力を増すためには、規制監督の透明

性・予見可能性が重要。しかし、海外の市場関係者と意見交換をすると、日本は

この点で遅れているという見方が非常に根強い。こうした見方を変えるためには、

思い切った措置が必要。 

 第３点は、４月に我々が提案した銀行・証券のファイアーウォール規制の見直

しと課徴金の範囲拡大・金額引上げが今回実現することを評価する。是非、来年

度の早期の実施をお願いしたい。 

 最後に、最近話題となっているサブプライム住宅ローンの問題について。証券

化商品自体は、金融革新の成果として評価すべきことであり、今回の問題を他山

の石としながら、日本の証券化商品市場を健全に発展させていくことが重要。つ

まり、サブプライム問題の正しい教訓を学ぶべきで、誤った教訓を学ばないこと

が重要。国際的な議論に参加しながら、証券化商品の制度整備あるいは銀行の会

計制度の見直し等を検討していく必要がある 

（大田議員） ここから自由討論に入ります。 

 まず、甘利議員からお願いいたします。 

（甘利議員） 金融の競争強化について、３点申し上げる。１点目は市場の国際化。

２点目は高度金融人材の育成と活用。３点目は取引所の機能強化。 
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 資料「『金融・資本市場競争力強化プラン』について」の１ページ目。市場の国

際化については、プロ向けの金融資本市場の特区というべきものをつくるべきで

ある。例えば英語、国際会計基準による開示に加え、中国、インド等の会計基準

も認めることが必要である。また、上場までの期間を３か月以内にする等の目標

を設定すべきである。 

 ２ページ目。高度金融人材の育成・活用については、日経金融機関において、

高度金融人材が力を発揮できる報酬・雇用制度の確立が重要である。また、例え

ば大学の教授がファンドマネージャーになり得るよう、大学の意識改革を図るこ

とが必要である。 

 ３ページ目、取引所の機能強化について。金融資本市場と密接に関係をし、産

業インフラとしての重要な役割を担う商品先物市場について、アジアの中核市場

としての地位を確立する。そのために、競争力強化と委託者保護のための抜本的

かつ包括的な方策を今後１年程度でとりまとめ、その後、速やかに実現をしてい

く 

（大田議員） では、若林臨時議員、お願いいたします。 

（若林臨時議員） 農林水産省としては、産業構造審議会で整理された金融分野との

連携・融合を含めた今後の商品先物市場の方向性について、確実に「金融・資本

市場競争力強化プラン」に盛り込んでいただきたいと思う。 

 各論について申し上げると、今後商品取引所分科会を中心に、市場の利便性・

信頼性向上のための抜本的かつ包括的な方策の実現に向け、関係者の御意見を十

分聞きながら、経済産業大臣とともに、１年程度をかけてしっかり検討を行って

まいりたい。 

また、取引所法制の一元化が触れられているが、商品先物市場が公正な価格形

成や価格変動に対するリスク・ヘッジ機能を有する産業インフラとして、農産物

の生産、流通、施策と密接に関連していることを十分踏まえる必要がある。 

 最後に、上場の自由化について触れられているが、農産物の作柄の変動、潜在

的需給ギャップに着目して、必要な施策を種々講じている。米対策などがその典

型。これらの施策との整合性を確実に確保するため、当該商品を所管する大臣が

認可を行う必要があり、これを全く自由にすることについては、同意し難い。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 では、丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員） 金融市場といっても、株式市場が圧倒的なウェートを占めている。世

界的に見て、今、株式総額は 7,000兆～7,500 兆円と言われているが、商品取引所

の規模は大体株式市場の１～５％内外で、350兆円近いもの。例えばＷＴＩの原油

市場で 2,000億ドルの投機資金が流れていても、20兆円。したがって、この金融

市場の競争力強化とは、明らかに大部分が株式市場の競争力の強化につながって

いく。 

その中で、なぜ日本がパスオーバーされ、ロンドン、シンガポール、香港へ行

くかというと、これは明らかにハードの面ではなく、ソフト面。特に手続とか運
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用。甘利議員が言われたが、ソフト面の改革をやる必要がある。その一番大きな

ところは、英語を容認すること。特に申請手続や資料、決算の内容などについて

英語を容認しないと、いちいち全部分厚いものを日本語に直して申請、提示しな

ければいけないので、東京を通り越して全部香港、シンガポールに行ってしまう。

日本は諸外国に比べ、ハード面ではかなりオープン。ハード面よりも、むしろこ

ういうソフトの運用手続の面を見直していただきたい。特に、渡辺臨時議員には、

これは即刻できるような仕事だと思う。できるだけ早く英語を容認する。グロー

バリゼーションの中で、日本だけが日本語でなければいけないというのでは、恐

らく海外の投資家はなかなか来ない。魅力も出ない。競争力も確保できない。や

はり「アジアのロンドン」になるためには、まず英語を容認して、海外の投資家

が来やすく、海外の企業が上場しやすいようソフト面の改革を一刻も早くやるべ

き。 

（大田議員） 伊藤議員、どうぞ。 

（伊藤議員） 若林臨時議員から、米の上場については認められないという趣旨の御

発言があったと思うが、この点については、既に今年の４月 17日の第８回経済財

政諮問会議で、山本拓農林水産副大臣がいらしたときに、同じ議論をさせていた

だいている。そのときに指摘したが、例えば生産調整が終わった後の時点から先

物取引を開始すれば、天候リスク、夏の冷夏あるいは台風のリスクに対してのヘ

ッジ機能を果たすわけで、これは必ず農民にとっても利益のある取引になると思

う。したがって、その生産調整があるからということで、これは先物商品が成り

立たないという論理はないと思っている。４月にも指摘したが、18世紀の大坂商

人が米の先物市場を世界に先駆けてつくった。21世紀の日本でこれをまた復活さ

せていただきたい。 

（大田議員） 今の点で何かございますか。 

（若林臨時議員） 米の生産調整については、もっと生産者団体を中心として調整す

るように、今年から仕組みを置いたが、やはり生産が過剰なために米価の急速な

下落を招き、大混乱をした。そのために、政府が 34万トンの米を買い入れたり、

その他の対策も講じている。来年からの生産調整については、もっと国、県、市

町村、行政が再び関与して、生産調整の実効が図れるように、行政の関わり合い

を強化することが方向として、党とも相談の上、決められており、このような生

産調整の仕組みや枠組みに深く関わってくる。 

 以上、米について申し上げたが、他の農産物について、何の上場が期待される

かよくわからないが、それぞれ農産物の生産・流通の施策と整合性を確保すると

いう観点から、尐なくとも自由化するということはいかがなものかと申し上げて

いる。 

（大田議員） これは前回も平行線だったが、また引き続きの議論が必要。甘利議員、

若林臨時議員はいずれも１年程度かけて検討ということだが、民間議員提案の取

引所の連携・融合の実現に向けての制度整備は平成 20年度中の実現が望ましいと

いう点は難しいという御判断か。 
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（甘利議員） そういうところについては、難しいかどうかを含めできるだけ早く検

討させる。 

（若林臨時議員） 来年度と限られると、今の状況の中では、私は無理だと思う。そ

の意味では１年程度の検討が必要だと考えている。拙速に制度整備を行い、もし

制度に不備が生ずることになると、流動性の低下、過大な資金による価格変動リ

スク・ヘッジ、公正な価格形成や現物受渡しの商品取引所の機能が阻害されるお

それがある。それらの点について関係者間で十分詰めていかなければならないの

で、来年度実施となると、来年の通常国会に提出ということになるので、とても

そのような準備は整っていない。 

（大田議員） 渡辺臨時議員、最後に。 

（渡辺臨時議員） プロ向け市場の会計基準について。これは基本的に取引所の選択

になる。今、私どもは国際会計基準とのコンバージェンスを進めており、このコ

ンバージェンスの流れに沿う基準であるべきだと考えている。 

（大田議員） ありがとうございました。限られた時間で申し訳ございませんでした。

渡辺臨時議員には、今日の議論を踏まえて更に精査いただき、結果をとりまとめ

ていただきたい。年内の諮問会議で資料としてお配りしたい。金融資本市場の改

革はスピード感が重要なので、できるだけ早期の御検討をお願いする。 

（福田議長） 優れた金融資本市場を持てるかどうか。これは国力に直結する時代に

なってきていると思う。外国人を含め、市場関係者からの問題提起に真摯に耳を

傾け、世界に誇れる市場となるように法制度の整備を始め、改革をしっかり進め

ていただきたい。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 若林臨時議員、渡辺臨時議員、どうもありがとうございました。 

それでは、次の議題に移りたいと思います。岸田臨時議員、舛添臨時議員、草刈

規制改革会議議長が入室されるまで、しばらくお待ちください。 

 

（若林臨時議員、渡辺臨時議員退室） 

（岸田臨時議員、舛添臨時議員、草刈規制改革会議議長入室） 

 

○規制改革について 

（大田議員） 今日はありがとうございます。それでは、規制改革につきまして、年

末に予定しております規制改革会議の第２次答申の内容を中心に御審議いただく。

時間が限られておりますので、恐縮ながら御説明は手短にお願いいたします。 

 まず岸田臨時議員から。 

（岸田臨時議員） お手元の資料にしたがい、規制改革の最近の取組状況について、

簡単に説明させていただく。１ページ目。本年１月に総理の諮問機関として発足

した規制改革会議では、発足早々精力的に審議を進め、５月に規制の集中改革プ

ログラムの第１弾となる第１次答申をとりまとめた。その主要部分は、本年度の

骨太方針に盛り込むとともに、答申を踏まえ規制改革推進のための３か年計画を
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閣議決定した。現在、規制改革会議では、年末に第２次答申をとりまとめるべく、

関係府省と協議を行っているところ。政府においては、第２次答申を踏まえ、３

か年計画を改定することを予定している。 

 ２ページ目。第２次答申については、現下の国民のニーズに応えるとの観点か

ら、暮らしの安心・豊かさ・利便性の向上に結び付く生活に身近な分野や地域活

性化に資する分野に重点的に焦点を当てて審議を行っていただいており、「安心と

豊かさの実現」、「地方の活力・地域生活の向上」など５つの柱で構成される予定。

「安心と豊かさの実現」においては、例えば医師不足対策として、看護師、介護

福祉士等の業務範囲を拡大することや、多様な保育サービスが行き渡るよう、保

育所の入所基準の見直しなどが検討されている。「地方の活力・地域生活の向上」

では、補助金を受けて整備された施設を他の用途に転用する手続を柔軟にするこ

となどが検討されている。 

 この後、草刈議長から、残された課題について御説明をさせていただくが、私

としましても、規制改革の一層の推進に向け、最大限努力してまいるので、御支

援、御協力をよろしくお願いする。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 では、草刈議長、お願いいたします。 

（草刈規制改革会議議長、以下「草刈議長」） 規制改革会議の議長をやっております、

草刈でございます。ただいま岸田臨時議員から御説明があったとおり、現在、規

制改革会議では今月末に第２次答申を取りまとめるべく、最終調整を行っている

段階。規制改革会議では今回もさまざまな分野に取り組んでいるが、その中から

改革が進んだ分野、あるいは抵抗に直面している分野を幾つか簡単に紹介して、

その後、１つの争点となっている混合診療の問題について説明させていただく。 

 １ページ目。上の２つが全く進展のないもので、最初が農協・漁協・森林組合

に公認会計士監査を入れるべきという当方の提案だが、これは断固拒否とのこと。

２番目として、先刻アジアゲートウェイ構想で議論になった羽田空港のペリメー

タ規制等々の議論をしているが、これも全く動いていない。下の部分の「一定の

進捗が見られた分野の例」。左側が、衰退する日本の漁業の復活を目指し、ノルウ

ェーの成功例に準じた方式を投入しようという提案を私どもはしているが、これ

については水産庁に前向きな対応をいただいている。右側が、将来、外国人労働

者の増加に対応できるような外国人の住民台帳制度を平成21年度に法制化すべし

というテーマだが、これはようやくロードマップができるめどが付いたという意

味で進展があった。 

 資料の２ページ目が混合診療の原則自由化。当会議の最重要課題と位置づけて

いる。ご存知のとおり保険適用外の薬・治療法が数多いが、例えば世界の売上げ

上位の薬では、88品目までのうち 28品目、実に３分の１弱が日本では保険適用外

になっている。売上げの上位、すなわち外国、特に先進国では一般的に多く使わ

れている薬で、欧米では除外されているものはほとんどない。国によってはゼロ

である。また、諸外国でどんどん新しい治療が開発されているが、日本の現状は、
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保険適用までに常に数年の遅れが存在している。それにもかかわらず、患者が保

険適用外の治療と保険治療を組み合わせると、途端にすべての治療が保険給付外

とされる。常識的に考えると納得しがたい運用が行われている。生きるか死ぬか

という瀬戸際に臨む患者にとって、治療を自由に選択することは当然の権利だと

思っているが、その権利を損ねるものではないか。また、それまで毎月保険料を

納めていても、保険適用外の治療を組み合わせると、それが使えなくなるという

のは誠に不条理で、憲法で保障されている財産権の侵害であると言われる方もい

る。混合診療を禁止するということは、全額自己負担をできる方には先進医療の

利用が可能だが、経済的弱者の患者にはそれほどの自己負担はできないので、患

者にむち打つという結果になってしまう。混合診療の禁止が医療格差につながっ

ているということは明らかではないか。 

 平成 16年 12月に、混合診療問題に関する大臣間の基本的合意があった。当時、

私はこの問題を担当する責任者で、混合診療の原則自由化を私たちは取りたかっ

た。しかし、最終的に混合診療は原則禁止であるが、例外として容認される部分

を大幅に拡大する。そして、迅速化するということを担当の大臣間で合意してい

ただいた。ところが半年経った平成 17年６月には、厚労省の保険局医療課長から

一片の通達が出て、それまでは健康保険法だけだったのが、薬事法上の承認を先

進医療の条件とするという扱いになってしまった。これにより先進医療の多くが

門前払いなり、混合診療の対象範囲もほとんど広がらない。逆に対象から外れる

事例も出てくる。資料にあるように、非常に多くのものが蹴飛ばされているとい

う現状になってしまった。 

 こうした３年間の経緯から見て、平成 16年末の合意は残念ながら不毛に終わっ

てしまったと思っている。当会議では原点に返って、混合診療の原則自由化を再

び提起することとしていた矢先に、今年 11月７日に東京地裁で混合診療を禁ずる

明文規定はないという判決が下された。この判決が確定すると、混合診療の原則

自由化が決定する画期的な裁判であるが、これに対して厚生労働省は 11月 16日

に控訴された。 

 ３ページ目。84年、89年、今回の３回にわたる同趣旨の判決にかんがみて、当

会議は控訴を是非取り下げていただきたいと厚生労働省に要請しているが、それ

ができなくて控訴が継続された場合に、結審までに 1年程度かかる。その間にさ

きの裁判で混合診療ＯＫを勝ち取られた原告の生命への不安は続くことになる。

また、ほかの多くの患者が、引き続き人命の危険にさらされるという時間ができ

てしまう。人道的見地から患者の求める医療ができるように、暫定的に緊急対策

を講ずるべきではないか。 

 今日、私が求める事項は２つになるが、第１は暫定的な緊急対策として、尐な

くとも平成 16年の基本合意の趣旨を貫徹して、平成 17年６月の薬事法に関する

通達の撤回も含め、いわゆる評価療養制度の拡大・迅速化を早急に行っていただ

きたい。原則自由化という主張は勿論変えるつもりはないが、人道的見地からお

願いしたい。第２に、一番下に書いてあるが、混合診療を原則自由化にして情報
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開示と事後チェック体制を整備するということについて、患者の声を聞いて検討

を開始する。東京地裁の判決がもしそのまま確定すると混合診療の原則自由化が

前提になるので、その前提にする制度設計が必要になる。患者の立場に立った制

度を検討していくために検討を開始していただきたい。この２点をお願いしたい。 

（大田議員） ありがとうございます。 

それでは、舛添臨時議員お願いいたします。 

（舛添臨時議員） 「いわゆる『混合診療』について」という提出資料に沿って御説

明する。１ページ目、「１．基本的考え方」。いわゆる混合診療とは、保険診療と

保険外診療を組み合わせることをいうが、我が国の医療保険制度では原則禁止し

た上で一定のルールの下で行うこととしている。このようになっている趣旨は、

まず混合診療が無限定に行われた場合、治療を受ける患者は医療保険を活用した

場合の自己負担を超え、医療機関が自由に定める価格に基づく追加的な負担を受

け入れなければならないことが一般化するおそれがある。これにより、例えば患

者の不安に乗じた過剰なサービスなどが横行し、その結果、患者負担が増加する

おそれがあると考えている。また、安全性、有効性等が確立されていない医療が

保険診療と併せて実施されることになる結果、例えばアトピーの民間療法など、

特殊療法の実施を押し付けられるおそれがある。これらのことから、混合診療を

全面的に解禁することは不適当であり、一定のルールの設定は必要不可欠である

と考えている。患者団体からも混合診療の解禁に反対する声が強くある。 

大臣間の基本的合意について。平成 16年 12 月 15日に、当時の規制改革・民間

開放推進会議と厚生労働省の間で議論が行われ、その結果、当時の規制改革担当

大臣と厚生労働大臣の間でこの基本的合意を結び、それに基づく所要の改革を実

施してきた。これは「必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保する」

という国民皆保険制度の理念を基本に据え、一定ルールの下に、保険診療と保険

外診療の併用を認めたものである。 

具体的には、欧米で承認されている国内未承認薬については、未承認薬使用問

題検討会議において、保険診療との併用が認められており、将来の保険導入の前

提となる治験の実施に速やかにつなげていく。また、必ずしも高度ではない先進

的な医療技術について、先進医療専門家会議において、安全性、有効性が一定程

度担保されているものは、保険診療と併用できる先進医療に盛り込んでいく。さ

らに、保険診療と保険外診療の併用の制度については、将来的な保険導入のため

の評価を行うものであるかどうかという観点から、抜本的な見直しを行うといっ

たことを内容としている。これらによって、保険診療と保険外診療の併用につい

て、改革を行った当時だけでなく、新たに生じるものについても、今後、おおむ

ねすべてに対応できる仕組みが構築されている。 

２ページ目、「いわゆる『混合診療』の対応状況の精査・検証」。「１．『基本

的合意』に基づく取組の実績」について。国内未承認薬に関しては、患者の切実

かつ具体的ニーズにお答えするために、未承認薬使用問題検討会議において積極

的に御議論いただき、既に26の医薬品につき対応を行った。先進医療に関しても、
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専門家会議を毎月開催しており、これまで 22 技術が認められている。これらの医

療技術を実施する医療機関の数も３倍以上に増えている。また、２年に１度の診

療報酬改定時にも、専門学会からの御提案を踏まえて新技術を保険導入しており、

平成 18年はその数が 50にのぼる。これらの取組については今後も引き続き実施

していく。 

「２．課題」について。現在、保険診療との併用が認められていない部分につ

いても精査を行った。これにより、薬事法の承認が得られていない薬物等を用い

た医療技術について、先進医療と保健医療との併用を希望されるケースが相当数

あることがわかった。平成 16年の基本合意に基づく改革では、将来的な保険導入

のための評価を行うものであるかどうかの観点から改革を行うとされている。薬

事法の承認を得ていない薬物等を用いた技術は、先進医療として保険診療との併

用を認めても、近い将来、確実に保険導入に資するとは見込まれないものであっ

た。そのため、このような技術について、原則として保険診療と保険外診療との

併用の対象外として扱うこととし、その旨、課長通達において示した。つまり、

将来、確実に保険導入に資するということがポイント。今般、そのような技術に

ついて、近い将来でなくても将来的な保険導入に資する形での枠組みを設けられ

ないか再検討した。 

３ページ、「今後のさらなる取組について」。まず「１．『臨床的な使用確認試験』」。

従来の高度先端技術のうち、乳がんなどからの移転があるかを調べる技術など、

薬事法の承認が得られていない医薬品・医療機器の使用方法を伴う技術がある。

これらの技術については、必要なデータを収集し、将来の薬事法の承認につなげ

ていけるよう、「臨床的な使用確認試験」の枠組みを創設し、来年度以降も保険診

療との併用を認める方向で検討を行っている。その他の技術についても、同じく

保険診療との併用を認めるという方向で検討していくこととしており、具体的に

は「臨床的な使用確認試験」の対象を拡大して、一定の条件の下で医療機関ごと

に保険診療との併用を認めていく枠組みをつくる。こういうことで対応したい。 

御指摘の課長通達については、「臨床的な使用確認試験」の取扱いを踏まえ見直

したい。これにより、例えば盲腸ポート手術など、薬事法の承認が得られていな

い医薬品や医療器具を用いるものも保険併用が可能となると見込まれる。 

次に「２．新薬・医療機器の承認のさらなる迅速化」について。保険診療、保

険外診療の併用の取組だけでなく、新薬や医療技術を保険診療に速やかに導入し

ていくための取組である新薬・医療機器の承認のさらなる迅速化についても積極

的に行う。新薬については、本年度から５年計画で強力に進めている。2.5年間短

縮とあるが、現在、日本では４年かかっており、アメリカは 1.5年。このドラッ

グ・ラグを、５年後にはアメリカ並みの 1.5 年にするということ。審査のための

人員も予算も増やした。医療機器についても、国内で未承認または適応外の医療

機器について、我が国の医療ニーズの高いものを選定し治験につなげるための検

討会を実施しており、今後ともこういう形で更に着実に取組を行っていきたい。 

混合診療の問題は必要かつ適切な医療を、一定の負担の下できちんと国民全体
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に提供するという医療保険制度の根幹にも関わるものと考えている。厚生労働省

としては、混合診療を原則自由にするということは決して行うべきではなく、16

年の両大臣合意によって設けられた枠組みの下で、運用上の問題について更に改

善を図っていくということで対応したいという立場である。 

（大田議員） それでは、八代議員、民間議員資料についてお願いします。 

（八代議員） それでは「患者の立場にたった混合診療の拡大を」という民間議員資

料を御説明させていただく。「１．混合診療を考える視点」。草刈議長から御説明

があったように、混合診療は、がんや難病に苦しむ人にとって、尐ない自己負担

で最先端の技術や未承認の医薬品を利用できる道を開くもの。日本では、治験費

用の高さ等から、海外では一般的に用いられている医薬品等の承認プロセスが長

く、あるいは申請すらされない場合もある。このため、がんや難病のための新薬・

医療材料・手術法等について保険診療に含まれないものが尐なくない。先ほど御

説明があったように、海外では一般的に使われている薬が日本では使われないと

いうケースが非常に多い。患者が、海外では一般的に使われている薬を一部でも

併用した場合には、保険診療の費用が全く償還されないということが現実であり、

それによって患者が大きな経済的負担を強いられている。 

その際、これは舛添臨時議員から御説明いただいたように、患者と医師が持ち

得る「情報の非対称性」があり、患者が判断できないまま、高価で過剰な治療を

施され、安全性が証明されていない薬や治療法が用いられたりすることがないよ

う条件整備が必要である。 

したがって、保険診療と併用できる保険外診療の範囲については、何よりもル

ールを明確にし、また、範囲拡大の影響を検証しながら、患者の立場に立って拡

大していく必要がある。 

「２．平成 16年『基本的合意』の実効性ある実施を」。これは既に草刈議長か

ら御説明があったが、「基本的合意」に含まれない薬事法認可の条件が保険局医療

課長通達によって挿入された。その考え方は先ほど舛添臨時議員から御説明があ

った。しかし、現実には、保険診療と併用可能な保険外診療が逆に縮小しかねな

い事態が続いている。 

そういう意味で「基本的合意」に含まれない薬事法認可の条件は早急に解除す

る。薬事法の承認が得られていない医薬品・医療機器の使用を伴う医療技術につ

いても、第三者機関の認定など一定のルールの下で実施対象を拡大する必要があ

るのではないか。 

「基本的合意」に基づき混合診療として認められた先進医療が、当初予想より

も尐ないという指摘もある。厚生労働省は、混合診療の取扱い全般について、件

数は教えていただいたが、それがどれくらいのウェートを持っているか、金額ベ

ースの資料を至急点検して、その結果を明らかにしていただきたい。 

先ほど舛添臨時議員が「臨床的な使用確認試験」ということを言われたが、こ

れは治験と結び付かないとだめな仕組みである。日本の場合は製薬会社が、日本

ではもうからないと思うと申請すらしない。もちろん、申請しない場合でも、こ
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ちらの委員会で検討することはできるが、結果的に、それに基づいて製薬会社が

治験しない限りは永久にこの薬は日本では認められないことになる。このように

「臨床的な使用確認試験」というやり方だけでは不十分な面もあるのではないか。

あくまでも安全性ということを前提にして考えていただく必要があるのではない

か。 

併せて、がんや難病等に苦しむ人々の新薬や新技術を一刻も早く使いたいとい

う希望に応えるため、未承認薬の使用や先進医療に関する審査・評価体制の充実

を図る必要がある。これにより、先進的な医療技術を用いた症例数が増えれば、

それだけ保険収載の時期が早まる可能性もある。 

そもそも、今の特定療養費、混合診療に含める前提は、安全性だけではなく、

使われる頻度や、どれくらいの症例があるかということも考慮されている。むし

ろ、こういう特定療養費、混合診療を幅広く認めることによってもっと症例が蓄

積される。それによって保険収載の時期が早まるということが大事であり、今の

やり方だと逆にそれがなかなか実行できない。 

そういう意味で、まずは平成 16年の「基本的合意」を、患者の立場に立って実

効性ある形で実施する必要がある。これがまず第１点。その上で、患者にとって

どのような混合診療の枠組みが望ましいか、今後の在り方について早急に検討を

進める必要がある。 

（大田議員） ありがとうございます。それでは、自由に御議論をお願いいたします。 

まず、丹羽議員からどうぞ。 

（丹羽議員） 混合診療については、いろいろ問題があり、かなり議論されていると

思うが、「基本合意」が実行できないようなこと、つまり課長通達によって薬事法

の承認、安全性の証明を要件とするというようなことが行われており、これは即

刻解除すべきである。 

また、草刈議長が言われたように、混合診療は原則禁止・例外容認ではなく、

原則自由にして、どういう条件であればこれを実行できるかを考えるべきであり、

情報公開と事後チェック体制を整備するという方向でいくべきで、特に東京地裁

の判例では禁止法はないんだということでありますから、尐なくとも混合診療は

原則自由にして、今後、それをどのように実行していくかについて、規制改革会

議が提案をしておられるように、情報公開とか事後チェック体制を整備していく。

こういう方向で、尐なくとも経済財政諮問会議としては、その方向を明確に示す

べきではないか。それが患者のためになるし、医療技術の競争原理が働いて、改

革にもなる。 

（大田議員） 御手洗議員、どうぞ。 

（御手洗議員） 繰り返しになるが、この民間議員資料にあるように、混合診療を考

えるとき、患者の目、患者の立場、国民の立場から、明確に決定していくべきで

ある。 

混合診療を認めることは、患者にとって、選択の幅が広がる、最先端の医療技

術へのアクセスが容易になる、自己負担が軽減できる、などのメリットがある。 
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いろいろ議論があり、混合診療の解禁によって保険外診療分を負担できる患者

とできない患者の間で医療格差が生じるというようなことも言われるが、全額自

己負担できる患者のみが優遇される点では、むしろ今の方が患者にとっては不公

平であると思う。 

また、医者と患者との「情報の非対称」という問題で、これに反対する意見も

ある。非対称ということは確かにあるが、患者が受けるメリットの大きさを考え

れば、この問題を理由に混合診療に反対するよりは、丹羽議員も言われたが、徹

底的な医療情報の公開を実現して、この問題を解決するのが本筋である。混合診

療は原則自由という態度で、患者の立場に立って、この問題を解決していただき

たい。 

（大田議員） ほかによろしいですか。 

それでは、伊藤議員どうぞ。 

（伊藤議員） 混合診療の範囲を拡大した場合の懸念が幾つか書いてある。細かいこ

とは言わないが、懸念に対する制度的な措置は可能なので、懸念を解消した上で

拡大を図るのが当然である。 

（大田議員） 舛添臨時議員は原則自由ではなくということだったが、民間議員の提

案にある、薬事法認可の条件は早急に解除し、まずは平成 16年の「基本的合意」

を実施する。混合診療の取扱い全般については、件数と金額を含め至急点検を行

い、その結果を国民に明らかにする。この点はいかがか。 

（舛添臨時議員） 撤回というより、いろいろな問題点を指摘されたので、きちんと

見直しをしたい。 

 混合診療の問題は、与野党を含めて賛成という形で質問する議員はいない。与

野党を含め全員反対。いろいろな団体も絶対反対。年金などでは相当たたかれて

いるが、混合診療では与野党含め絶対に阻止しろ、ということが多い。そういう

背景も実はあるということなのだが、これは見直しをする。その結果、また御相

談したい。 

（大田議員） どうぞ。 

（草刈議長） 今の話は全部ごもっともだが、見直しをする際は、時間的にも早くし

ていただきたい。１回判決が出ているにもかかわらず、何もできない人もたくさ

んおられる。したがって、時間的に早くそういう措置をとっていただきたい。そ

ういう措置をとりたいということで、規制改革会議としても基本的には自由とい

うのが原則にあるが、緊急対応として、今いろんな方が言われたようなことを、

例えば今年度中に何らかの形で対応策をとっていくことが必要なのではないかと

考えている。我々も協力すべきことについては、協力するつもりでいる。 

（大田議員） どうぞ。 

（丹羽議員） 与野党を含め１人も賛成がいないと言われる一番大きな反対理由は何

か。 

（舛添臨時議員） 冒頭言ったように、むしろ負担が増すのではないかというのが非

常に大きい。それから、安全性。こういうことに対する懸念で、ここのところず
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っとこの議論を一般質疑でしているが、ほとんどそうだ。 

（草刈議長） 安全性と混合診療の問題と一緒に議論している点に、私は違和感があ

る。そもそも安全性の確保は、保険診療であろうと自由診療であろうと、しなけ

ればいけないものというのが１つ。安全性の問題とこの問題とは次元が違うので、

リンクしてはいけないのではないか。保険診療イコール安全という図式が、必ず

しも成り立つわけではないし、副作用のあるもの、うまくいかなかったものもあ

るあるから、そこは違う。 

 それから、患者が生きるか死ぬかという選択の場合は、薬の副作用のリスクが

あることを承知で、確かめてみたい、試してみたいと考える選択肢は禁じてはい

けないと思う。がんを患っていない人はわからないが、私はがんを十数年前に経

験していて、無罪放免になるまでの５年間は、死と対面していくもの。再発をい

つも恐れながら生活している。そういう人たちのことを考えると、勿論、安全性

は大事だが、ある意味で覚悟しながら、情報の非対称性をできるだけ解消してい

くという前提で実施していくことは御理解いただきたい。 

（舛添臨時議員） 反対の論拠は国民皆保険制度。かえって負担が尐なくなるという

指摘があったが、逆で、こういうものを入れたとき、安易にこれは高い薬ですが

治るからと言われる。基本的には国民皆保険制度はしっかり守るべきであり、保

険制度の中ですべての人の命が救われるのが理想である。 

混合診療については、むしろ、負担が多いという議論が圧倒的に多い。国民皆

保険の崩壊につながる。だから、貧乏人泣かせであるというのが基本的な議論で

ある。 

（草刈議長） 国民皆保険を守る。これは大前提としてある。これは皆同じだと思う。

私もそう思っている。 

できるだけ早く修正すべきだと思う。反対する方のリストを数年間ずっと見て

いるが、ほとんど同じ人が、同じように反対している。そういうところも一つあ

る。 

（大田議員） 岸田臨時議員、どうぞ。 

（岸田臨時議員） 今、基本論について議論いただいている。いろいろな議論が基本

の部分であるが、まずは３年前の合意に立ち戻って、その趣旨を満たす制度とす

る。これをまず求めなければならない。 

 例えば舛添臨時議員提出資料の３ページ目、今後の取組みについて。「１．『臨

床的な使用確認試験』」に書いてあることについても、要は平成 17年度の通達を

ベースにした上で、高度先進医療の 18技術について救済策を講じているが、今年

度限りの期限を延長すると書いてある。延長しなかったら、今より後退してしま

うわけだから、これは当然延長しないと現状すら維持できないので、当然のこと

である。 

 基本的に 17年の通達そのものの見直しが必要である。舛添臨時議員は見直しを

すると言われたのでお願いしたいし、是非期限を決めていただきたい。具体的に

いつまでに何をするのか、しっかりと御検討いただきたい。 
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（舛添臨時議員） はい。 

（大田議員） ありがとうございました。混合診療については、何らかの条件整備が

必要である。皆保険は守る、というところは皆共通していて、その上で原則をど

ちらに置くかは、今後の議論だろうと思う。尐なくとも、平成 16年の「基本的合

意」を実効性ある形で実現するという点では、意見の一致が見られた。 

 舛添臨時議員におかれては、早急に課長通達の見直しから、全般的な検証をお

願いしたい。 

 期限の問題などは、岸田臨時議員と舛添臨時議員で、今後調整をよろしくお願

いする。 

 それでは、議長からお願いいたします。 

（福田議長） 混合診療問題は、患者の立場に立ってどうするかという視点を大事に

していただいて、平成 16年合意をしっかりと実現させてほしいと思う。建設的な

成果が得られるよう、舛添、岸田両大臣の間で最終調整をしていただきたいと思

う。 

 それから、暮らしの安心、豊かさに関連する分野、例えば子育て支援などは、

規制制度の在り方が大きな意味を持つ。規制改革会議において、精力的に取り組

んでいただきたいと思う。一定の成果が得られつつあるが、今回の成果を踏まえ

て、引き続き、粘り強い取組をお願い申し上げる。 

（大田議員） 今日はどうもありがとうございました。 

 

（岸田臨時議員、舛添臨時議員、草刈議長退室） 

 

○新成長戦略について 

（大田議員） それでは、新成長戦略の議論に入ります。議長のお考えをくみ取り、

甘利議員にも御相談しながら、成長戦略の基本骨格をまとめたので、資料「『つな

がり力と環境力』の成長戦略（基本骨格）」に沿って御説明する。 

 まず１ページ目、現状認識について。日本経済は、息の長い回復を続けており、

３つの過剰と言われるものからも脱却した。その一方で、この 10年間の世界の大

きい変化に追い付いておらず、格差と言われるような問題が生じている。縮みの

悪循環、内向きになっているというようなことが、今、見られるのではないか。

例えば、過剰雇用は縮小したがなかなか賃金が上がらず、それが消費の力強さを

欠いている、キャッシュフローの範囲内でしか設備投資が行われていない、とい

った問題がある。また、世界のダイナミックな変化に取り残されており、内向き

志向で、グローバリゼーションを恐れてそれをチャンスにできない、ヒト・モノ・

カネが成長分野に移っていかないという、これからの新たな構造下で競争力を持

ち得ていないという問題がある。 

 ２ページ目。では、今の内向きの縮み志向の悪循環を断ち切って好循環にする

にはどうしたらいいか。まず１つは、目指すべき日本の経済社会の姿を共有する

ことが必要ではないか。先の姿が見えないと、変化を恐れてなかなか動けないと



 
平成 19年第 30回 議事録 

 

 17 

いうことになる。先の姿を共有することで、勇気を持って柔軟に人口減尐やグロ

ーバル化に対応できる。また、地球環境問題など、世界の変化に対しても常に目

を開いていくことが必要。そこで、「共生」の理念をもって、都市も地方も、老い

も若きも、大企業も中小企業も、ともに成長する仕組みをつくることが必要では

ないか。年齢、地域、業種や規模などの壁を越えて、知恵や情報を循環させ共有

することで「つながり」を持つ。そのことによって、将来への展望を持てるので

はないか。ただつながるだけでは、もたれ合いになったり、逆に護送船団になっ

たりもするので、ただつながるのではなく、日本の強みを発見し、伸ばす「自立」

の理念で閉塞感を打ち破ることが必要。つまり、目標の共有と「自立と共生」の

メカニズムで、悪循環を好循環に転換することが必要ではないか。 

 「②目標の共有」について。我が国が今後 10年程度の間に実現を目指す姿とし

て、以下の３つの目標を掲げてはどうか。こうした目標の下、これから人口が減

尐していっても、現在程度の成長率は何とか目指していけるようにならないか。

実質２％以上の経済成長が視野に入ることが期待されるような状況をつくれない

か。３つの目標に共通する基盤として、今後の最大テーマは環境である。環境と

両立しなければ、経済社会はつくっていけない。環境との両立ということで「環

境力」を発揮する。省エネ技術で既に日本はトップに立っているので、これから

環境に配慮するマインドの共有や、地球環境問題におけるイニシアティブ、環境

イノベーションの強化など「環境力」が必須の基盤であると考える。 

３ページ目、３つの目標。１つは「世界とともに発展するオープンな国～世界

に誇れる魅力ある国」を目指す。ヒト・モノ・カネ・情報のグローバルな流れを

拡大し、ダイナミックに成長を続ける。アジアの発展に貢献し、行ってみたい国、

暮らしてみたい国になる。ものづくり、環境、エネルギーなどの技術で世界トッ

プ水準を堅持する。２番目の目標は「人生 90 年時代を安心して生活できる国～質

の高い労働、質の高い暮らし」を目指す。生産優位や大量消費型から脱却し、“質

の高い”暮らし方、働き方、住まい方を実現する。環境と経済を両立させ、もの

を大切にするライフスタイルを創る。３つ目の目標は「人口減尐下でも成長を持

続する国」。そのために、強みを徹底的に伸ばす。「人材」、「技術」、「文化やライ

フスタイル」を最大限に生かし、消費者・生活者主導で、格差の歪みの小さい、

またオープンで内需・外需のバランスの取れた持続的成長を実現する。 

「③『自立と共生』のメカニズム」。先ほど簡単に申し上げましたように、共生、

つながるということが成長の力を持つには、それぞれ自立し、強みを発揮し、知

恵や情報を共有することが求められる。それによってつながるということは、も

たれ合いや依存ではなく、パワーを発揮する。相乗効果を発揮する。これがもう

一つのキーワードである「つながり力」である。 

もともと日本は、柔軟な適応力を持ち、つながる力を持っているので、この「つ

ながり力」を発揮することで、世界経済のダイナミズムを取り込んでいく。老い

も若きも、中小企業も、本当の意味でＩＴを徹底的に活用する社会にして「つな

がり力」を最大限に高める。強みを発揮し、経済主体がつながることで、現在の
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縮こまった企業家精神、働く人々の能力、地域コミュニティーの機能を開放し、

自立と安心の基盤を形成するとともに、新たな高みへの挑戦を生み出す。新たな

ビジネス機会や雇用機会を開いて、消費者ニーズの高い生活直結型のサービスを

生み出していく。 

次のページに、申し上げた３つの目標を実現するための経済成長はどういう姿

かということで、３つの経済成長の姿を描いてある。カギとなるのは「つながり

力」である。 

１つ目は「全員参加型の経済」。これまでのような大企業、都市、勤労者が引っ

張る経済ではなく、そこから脱却して、中小ベンチャー企業も、地方も消費者も

高齢者も主役としてともに成長する経済にする。これが安心のセーフティーネッ

トと相まって厚い中間層を維持することになる。「消費者が成長を牽引する」、「Ｉ

Ｔを徹底活用する」、「高齢世代と現役世代が支え合う」、「未来世代に責任を持つ」、

「正規と非正規の壁を越える」、「業種や企業規模を超えて連携する」、「都市と地

方が支えあう」という全員参加型の経済の姿をつくる必要がある。 

２つ目の経済成長の姿として「強みを伸ばす経済」。弱みを嘆き、保護する経済

から脱却し、強みを育てることで、自立する。新たな挑戦によって閉塞感を打ち

破り、国際競争力を生み出す。「強みを活かすことで、国際競争力を高める」、「リ

スクを好機に転換して成長する」。これは人口減尐や海外依存度の高いエネルギー

といったリスク要因の課題を克服し、これを成長のカギにするということ。「“長

持ち・ゆったり生活”で質の高い生活を世界に広げる」。使い捨ての消費生活、狭

い住空間から転換し、ライフサイクルコストを下げ、ゆったり長く使う、楽しみ

を広げながら使うストック型社会に転換する。「誰もがいつでも能力を磨き、能力

を発揮する」。こういう状態にする。 

３つ目の経済成長の姿が「世界とともに成長する経済」。過去の日本は、世界の

ダイナミズムを積極的に取り入れることで飛躍をしてきた。この国民性を最大限

に発揮し、世界とともに成長する。そのために、「経済をオープンにし、ヒト・モ

ノ・カネ・情報の流れを拡大する」、「日本の強みを生かして地球的課題に主導的

役割を果たす」、「日本の魅力を世界に発信する」、「それぞれの地方が強みを伸ば

し、世界とつながる」。これは「ローカル to ローカル」という考え方を出してい

る。「最大の成長センターたるアジアに位置する強みを生かす」、「日本で国際的な

人材を育成する」。日本・アジアの人材育成の拠点とするということが書かれてい

る。 

「３．成長戦略の柱立て」。これから成長戦略の中身をつくっていくが、ここで

は柱立てを書いてある。まず、「戦略１」として「全員参加型」の「共生戦略」。

今後検討すべき政策課題としては、つながり力の強化、ＩＴの徹底活用、安心基

盤の形成。消費者の立場に立った健康・教育・子育てサービスといったものを、

むしろ産業としてしっかり育てていくということが必要。また、環境と経済の両

立等で安心基盤を形成する。 

「戦略２」が「強み発揮型」の「自立戦略」。検討すべき政策課題は、我が国の
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“強み”の強化ということで、生産性向上や成長先端分野の拡大・引上げ、環境

技術・新エネ技術の推進、ソフトパワーの発揮。持久力のある“長持ち・ゆった

り生活”への転換。 

 「戦略３」が「グローバル戦略」。内外連携の強化。アジア経済環境共同体構想、

人材交流、国際的人材育成の推進といった政策について今後議論を深める。この

３つの戦略を形にしていってはどうかと考えている。 

 以上が新しい成長戦略の基本骨格です。 

 それでは、民間議員から御提案をお願いいたします。 

（伊藤議員） 民間議員資料「危機感を共有して新たな成長の姿を」を説明させてい

ただく。 

 世界経済は、1980年代後半から非常に大きな変革を経験してきた。中国、イン

ドなど、新興国が台頭し、ＥＵが共通通貨を導入し、ＦＴＡが世界中で進展し、

ＩＴ革命が起き、いわゆるグローバリゼーションを生かす形で、世界の多くの国

は成長を加速してきた。しかし、90年代以降、日本はこのような世界の成長加速

という果実を得られないでいるということに危機感を持たざるを得ない。 

 しかも、我が国がこれから経験する未曾有の高齢化は、強い成長力なしには到

底乗り切ることはできない。人口減尐にもかかわらず成長し続けるということは、

いまだどの国も経験していない難事業である。 

 この難事業に取り組むためには、日本が持てる資源―人材、技術力など―を最

大限に生かし、「強み」をつくっていかなければならない。そのためには、過去の

成功体験にとらわれず、いま一度危機感を共有し、改革を継続する決意を持つこ

とが不可欠である。 

 同時に、成長が持続的であるためには、生活の安心や豊かさを土台とし、消費

者・生活者のニーズ充足感が牽引する経済の姿をつくっていくことが必要。先進

国はグローバル化やＩＴ化による新たな「格差」に直面しており、我が国も、地

域間の経済格差や、働き方の違いなどによる待遇の格差などの問題に直面してい

る。「共生」と「自立」の理念でこれらを克服し、すべての人に広がる成長の姿を

つくっていきたい。 

 福田内閣における成長戦略は、このような観点に立ち、更に以下の点を重視し

て策定すべき。 

 １つは、「これまでの成長戦略を生かしつつ、効果的な政策に重点を」絞るべき。

これまでの成長戦略の成果をしっかりと検証し、足らざるところ、袋小路に陥っ

ているところなどを明らかにした上で、真に必要な改革に政策資源を集中すべき。

そのためにも、各省ばらばらの寄せ集め戦略にしてはならない。経済財政諮問会

議で方向性を明確にした上で、関係大臣においでいただき個々の政策メニューを

審議し、内閣全体で効果的な戦略を構築していく必要がある。 

 「２．特に重要な政策項目」。第１に、世界にオープンな経済システムをつくる

ことが重要。これまでの成長戦略で特に弱かったのは国際化と考えている。先ほ

どもあった、ヒト・モノ・カネ・情報の流れ。第２に、消費者の立場に立って規
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制改革を進めるという視点が大切。第３に、人材を育てることが重要。日本人そ

のものの国際化を進めるとともに、日本を国際的な人材育成のアジアの一大拠点

として国を開いていくことが重要と考える。第４に、広域圏で都市と地方の連携

をつくっていくことが重要。第５に、日本の成長を牽引するのは、先進的な試み

を拡大していくことであると考える。人口減尐下での成長、世界経済の大きな変

化、いわゆるグローバリゼーションの中での成長のためには、先端的な取組みを

支援する特区的な仕組みが必要となる場合も多いだろう。第６に、企業と個人の

ＩＴの徹底活用を早期に実現すること。その第一歩として、政府自らが世界最高

水準の電子政府を早期に完成させるべき。ただし、パスポートのような 10年に一

度の申請を電子化する、しかもコストのかかるような申請で実現しようとした失

敗は肝に銘じるべき。もっと頻繁に使うことについて電子化すべき。 

 「３．今後の進め方」。メリハリのある政策パッケージにするために、来年早々

に我々から成長戦略の主な政策項目を提示したい。その後、個々の政策項目につ

いて、経済財政諮問会議で審議を進め、来春を目途に成長戦略を具体化する必要

がある。なお、新しい成長戦略には、これまでの取組の成果を踏まえて策定する

必要があるため、引き続きタスクフォースにおける検証を行いつつ進めるべき。 

 お手元に「『成長力加速プログラム』の中間フォローアップ結果について」とい

う資料があるが、これは、成長力加速プログラム・タスクフォースというところ

でまとめたもの。これは、成長力加速プログラムのフォローアップを精力的に行

った結果であり、新しい成長戦略についても、このような評価を踏まえて進める

必要がある。この成長力加速プログラム・タスクフォースのメンバーには多大な

御協力をいただき、感謝を述べておきたい。 

（大田議員） ありがとうございます。では、甘利議員、お願いします。 

（甘利議員） 成長戦略については、大田議員にも私の考えをお伝えし、協力して検

討を進めてきた。私の考えは大田議員の資料にほとんど盛り込んでいただき、大

田議員の提案に賛成であるが、私からも基本的な考え方を中心に私の言葉で説明

したい。 

 資料「『新たな経済成長戦略』について」の１ページ目、「目指すべき『国のす

がた』」について。尐子高齢化など先行きが不透明な中、国民に対し、まずは目指

すべき「国のすがた」を明確に示すべき。日本にとっては、成長センターである

アジアに位置していることが最大の強みである。この強みをいかに活かしていく

かという視点が重要である。このため、アジアの発展に自ら貢献し、アジアの成

長力を加速するとともに、日本も一緒に成長していくことを基本とすべきである。

その際、米国やＥＵの懸念を生まないよう、つまりアジアのいいところを一人取

りという懸念を生まないよう、日本が米国・ＥＵとアジアとの国際的なつなぎ役

となることにより、開かれたアジアをつくっていく。この基本的な考え方をベー

スに、世界とアジアとの連携を図りながら、アジアの発展に貢献し、アジアとと

もに成長する日本を目指すべき「国のすがた」としてはどうかと考えている。こ

の「国のすがた」を実現する上でのポイントは、３つ。「つながり力の強化」、「強
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みの突出」、「需要の創出」の３点である。 

 第１に、「つながり力の強化」については、グローバル経済とのつながりを拡大

するとともに、国内では「知恵、情報」を循環・共有する「つながり力」を強化

する。海外では、アジアにおいて高度で調和の取れた市場を創出するため、「アジ

ア経済・環境共同体構想」の実現を目指す。国内については、大企業や都市部な

ど伸びるところは伸ばし、他方で取り残されてしまった中小企業や地方を底上げ

するという従来の議論から、新しい展開に移行すべきである。例えば、大企業の

持つノウハウを中小企業に、都会の人材を地方に、製造業の持つ知恵を農業やサ

ービス業につなげて循環させる。地方固有の文化、こだわりの農産品、中小企業

が長年磨いてきた技術等の潜在力を、都市や海外の市場につなげる。このような

知恵、情報が循環・共有される「つながり力」を強化することにより、国民各層

が自立して成長し、全体として共生を実現できる社会を築いていく。 

 第２に、「強みの突出」については、先端技術、環境、高信頼性、文化といった、

日本が持つ「強み」を更に突出させ、世界に対して発信していく。このため、「つ

ながり力」強化による、知恵、情報のネットワークを活用し、イノベーション力

を強化する。また、「強み」を支える人材力の強化や制度改革を進める。例えば原

子力などは重要な戦略分野であるが、大学の学科がなくなってきている。多分、

原子力に関する学科は一つもないのではないか。このような経済成長を支える戦

略分野において、将来を見据えて人材を生み出すことができるよう、大学の教育

機能を強化していくことが必要である。 

 第３に、「需要の創出」について。国内経済が成熟化する中、「需要」をいかに

創造するかを重視していく。海外では、アジアの中産階級の需要や、環境対応の

需要を取り込んでいく。国内では、安全・安心の意識の高まりに伴う、高信頼性

に対する新しい消費需要を生み出す。 

 最後に、経済界や海外の投資家は、我が国が前に進むのか後戻りするのか冷静

に見ている。危機意識を持って新しい成長戦略を果敢に実行するというメッセー

ジを内外に力強く発信していくべき。 

 なお、大田議員の資料で指摘されている「環境力」という観点では、アジアへ

の環境協力に加え、ＩＴ機器の省エネとＩＴを活用した社会の省エネ、この２つ

を両輪とする「グリーンＩＴ」という考え方を進めたい。先日、ＩＴ業界のトッ

プを招いて、「グリーンＩＴイニシアティブ会議」を開いたところ、直ちに海外Ｉ

Ｔ企業、インテル、ＡＭＤ、ＩＢＭなどからも参加の問い合わせがあるなど、大

きな反響があった。日本は、この分野の最先端を誇っており、来年の洞爺湖サミ

ットに向けて、国際的な運動にしていきたい。こうした取組こそ、大田議員の言

われる「環境力」につながるものと考えている。 

（大田議員） ありがとうございます。それでは、増田議員、お願いいたします。 

（増田議員） 新たな成長力戦略を考える重要なキーであるＩＣＴの活用についての

大きな視点を申し上げておきたい。今後の成長戦略を考える上で、１つは人的資

源の制約、もう一つはエネルギー資源の制約がある。それを克服して、成長を実
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現させるためのＩＣＴの構造改革力を大いに発揮すべき。 

情報通信基盤については、2010年代初頭に完全にデジタル化されるという大き

な区切りを迎えている。成長戦略の中では、完全にデジタル化された、世界最先

端のユビキタスネットワークの潜在力を最大限に活用するという観点が重要であ

る。 

１ページの図の左上。総務省で完全デジタル化に対応した通信・放送法制の見

直しを 2010年に行うが、同時に各省と連携して、医療、教育、行政、金融など、

すべての現実活動がネットワーク上で行われ得ることに対応し、既存の政策や制

度を全面的に見直すようなユビキタスネット法制の検討が、内閣全体として必要

になってくるだろう。 

図の左下。あらゆる情報、知的価値をデジタル化、アーカイブ化して、知恵・

情報の循環・共有の環境整備。 

さらには図の右上になるが、いつでもつながっている状況に対応したセキュリ

ティーの一層の向上。これはまさに国民生活の安全・安心の観点だが、こうした

課題への対応も必要であろう。 

また、地方のＩＣＴ化を積極的に促進するなど、地方との連携の強化も必要で

あろう。来春の成長戦略の基本方針とりまとめに向け、ＩＴ戦略本部や、大田議

員を始め、関係府省と連携して検討を進め、戦略の策定に貢献していきたい。 

（大田議員） ありがとうございます。それでは、御意見をお願いいたします。 

 八代議員、お願いします。 

（八代議員） 大田議員の資料にあるように、日本経済が直面する２つの悪循環、デ

フレと縮み経済、世界のダイナミックな変化に取り残された日本経済、これにつ

いての危機感が共有されていないのが一番の大きなポイントだろう。したがって、

それに対して民間議員資料が指摘していることが重要である。２ページの「特に

重要な政策項目」のうち⑤に「先端的取組みを支援する特区的な仕組みが必要」

と書いてあるが、これまでの縦割り行政を変えていく、これまでの国と地方との

関係にとらわれない制度にしていく必要があろう。 

個人的な意見だが、例えば具体例として、再生医療など、最先端の医療技術や

治療法を可能にする先端医療特区、あるいは優秀な生徒の飛び級をもっと自由に

可能とするような先端教育特区、大規模なバイオ農業などを可能とする先端農業

特区、こういうものを具体的に検討していく必要があるのではないか。 

（大田議員） 次に、御手洗議員、丹羽議員、簡潔にお願いします。 

（御手洗議員） 新しい成長戦略では、多くの国民に具体的な進歩や成果が実感でき

るということが必要だと思う。そのことが、いかなる計画でも推進力を持ち続け

させる原動力になると思う。そのためには、できるだけ実践的な、しかも国家的

なプロジェクトを幾つか設定する必要があると思う。 

例えば民間議員資料の２．の⑥に記載した世界最高水準の電子政府の早期完成

が一つの有力な候補である。これは大規模なプロジェクトであるので、もちろん

世界最高水準の技術や制度設計などを結集する必要がある。そのため、例えば世
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界中から日本政府の完全電子化プロジェクトに対する入札、コンペを募るという

方法で、現実的に進めていくべきではないかと思う。電子政府になれば、大企業

でシームレスなＩＴ利用を可能にするとともに、中小企業や地方自治体にも広く

ＩＴを浸透させ、日本全体の生産性を高めることができる。それにとどまらず、

例えば社会保障など生活に直結したサービスの信頼性も高めることができる。地

域を超えた情報共有や人材の活用も可能になるし、行政サービスの効率化や行政

組織のスリム化にもつながっていく。このように、他の「特に重要な政策項目」

はもとより、全ての成長戦略にもつながる大きいプロジェクトである。是非こう

いった具体的なものを盛り込んでもらいたい。 

（大田議員） 丹羽議員、お願いします。 

（丹羽議員） 福田内閣初めての新しい経済成長戦略であるので、志の高いところを

出していただきたい。中国の魏の国の曹操の「梅を望んで渇きを止む」という言

葉がある。行軍中に水が欠乏したときに、梅を想像させて唾液で渇きを止めると

いう一つのたとえだが、これは経済的に言えば、だれにもわかりやすく具体的な

目標を掲げるということ。例えば、親の代より豊かな社会を国民に示す、あるい

はハイクオリティー、ハイソサエティー、ハイホーム、ハイエコノミー、ハイエ

ンバイロメント、そういう具体的なわかりやすい言葉で国民に夢を与えるような

ことを示していくべき。 

 そういう作業を、我々民間議員は来年に向けて是非実行してきたい。議長にお

かれても是非、具体的にわかりやすい曹操の梅に匹敵するような渇きを止めるこ

とをお考えいただきたい。 

（大田議員） 福井議員、どうぞ。 

（福井議員） 大田議員の提案に全面的に賛成であるが、１つだけ議論しておいた方

が良いかもしれない点がある。グローバル化がさらに進んでいく中で、成長の源

として、日本が本当に魅力ある場とならなければならないと、基本的テーマとし

て書かれていると思う。日本が魅力ある場であるというのは、内外すべての人に

とって日本という舞台が自己実現の場としてポジティブに認識されることではな

いか。そこで初めてグローバリゼーションをベースとしたイノベーション、ある

いは知識創造が迫力を持って実現していくように思う。 

 そういう点からいくと、日本の経済社会をいろんな面から見て、海外の資本や

人材を受け入れることに、まだ消極的な雰囲気が残っていないか、という点が非

常に気がかりである。国内の人材の育成ということは書かれているが、国内の場

において内外の人材が切磋琢磨するというプロセスを経ないと、グローバル化時

代に強い日本ができない。また日本という社会の中で、そういう異なる文化の人

たちが、ある意味でさまざまな摩擦を起こし、それを克服する過程で、社会が強

靭なものに練れていく。先進国はすべてそういうプロセスを経ながら強靭な社会

をつくっているので、それを経なければ意図に反してますますの内向きの社会と

なるリスクがあると、私は個人的にはそう考えている。 

（大田議員） ありがとうございます。 
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 額賀議員、何かございますか。 

（額賀議員） いろいろな貴重な意見があった。人口減尐下で経済成長と財政再建が

不可欠である。八代議員や福井議員も言われたが、戦後は組織の時代だった。集

団で、みんなで渡れば恐くない。その方が効率的だったし、協調的だったから効

果があった。21世紀のこれからは、個人の輝く時代。それぞれの人が能力を発揮

できる、かつ、地域や日本のレベルではない、世界のレベルを目指す。どの分野

でも個人個人が夢を抱けるものを目指してもらいたい。 

（大田議員） ありがとうございます。大変貴重な御意見をいただきました。この成

長戦略の具体的な政策項目は、民間議員が来年早々に御提案くださるということ

なので、よろしくお願いする。いただいた御意見も、既に具体的な政策に入って

いるものもあるので、そういうものを受け止めながら御提案いただければと思う。

それを受けて、経済財政諮問会議で具体的政策の議論を始め、なるべく早く形に

していきたいと考えている。 

 それでは、議長から、お願いします。 

（福田議長） だれでも活力を持って、そして目標を定めて経済社会を営んでいくと

いうような国になってほしいと思う。残念ながら、この十数年間、20年近く、横

ばいで、所得も余り伸びない時代を過ごしてきた。そういう中で、そういう気持

ちが尐し失せているのではないか。一方、周りの国々は日本より数倍のスピード

で成長しているという状況の中で、国民が何となく物足りないという思いをして

いるのではないかと思う。経済成長の国でないと、格差問題は目立ってしまう。

今ちょうどそういう時期だと思う。そういうものを克服するためにも、経済成長

は極めて大事だと思っている。その経済成長を遂げるために、何を目指すかとい

うことを考えていかなければいけないと思うので、今日の委員の皆様方のお話は

大変参考になった。この資料は、大田議員が非常にうまくまとめてくださったが、

さらにまたいろいろな角度から御議論賜りたいと思う。 

 

○「日本経済の進路と戦略」（原案）について 

（大田議員） ありがとうございます。それでは、最後の「日本経済の進路と戦略」

ですが、時間が来ておりますので、事前に既にごらんいただいて、各省で調整は

しておりますので、もし何かどうしてもという御意見があれば承りたいと思いま

す。 

よろしいでしょうか。額賀議員、どうぞ。 

（額賀議員） やはり 2010年代半ば以降、どういう国の姿になっていくのか、団塊の

世代がどんどん年金受給者になっていく、そういうときに、経済成長と財政再建

がどうなっていくのかという展望はきちっとしておかないと、安心していかない

のではないか。そこはよく注意して考え方、構想をつくってもらいたい。 

（大田議員） わかりました。 

 昨年「進路と戦略」という中期展望が始まっており、今年の「進路と戦略」は、

各省との折衝の中で災害対策や文化・芸術、いろいろなことを盛り込むようにと
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いう御意見をいただいているが、既に昨年の「進路と戦略」に盛り込んでいるも

のは、一体として進めていく。 

今年の「進路と戦略」は、昨年書かれたものは継続して実行するので、特に福

田内閣として新たに何に取り組むかというカラーがはっきり出るようなものにし

ていきたいと思う。引き続き御協力をよろしくお願いする。 

 それでは、最後に議長からお願いします。 

（福田議長） これからの人口減尐や内外の環境変化を考えると、今後 10年程度の経

済のあるべき姿を念頭に置きながら、安定した成長と財政再建の両方を進めてい

く必要があると思う。引き続き、調整をよろしくお願いする。 

（大田議員） ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、今日の経済財政諮問会議を終わります。ありが

とうございました。 

 

（以 上） 


