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（開催要領） 

1．開催日時：2008 年１月 31 日(木） 17:30～18:37 

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    町 村  信 孝  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     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 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）マクロ経済運営について 

（２）経済成長戦略について 

（３）今後の諮問会議の進め方について 

３．閉 会 

 

（説明資料） 

○福井議員提出資料 

○世界の資金の流れについて（内閣府提出資料） 

○経済成長戦略の主要な政策項目について（大田議員提出資料） 

○経済成長戦略の早期実行・検討着手に向けて（有識者議員提出資料） 

○平成 20 年の経済財政諮問会議における主な課題（大田議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○平成 20 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成 20 年１月 18 日閣議決定） 

 
（概要） 
○マクロ経済運営について 

（福井議員） 私からは、日本銀行の 2007 年度、2008 年度の経済・物価の見方、 近

におけるその修正について、また、グローバルな金融・資本市場の 近の動きにつ

いて、２点御報告を申し上げる。 

   資料１ページ目。10 月と４月の年２回、数字のイメージも示しながら、ややロン
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グランな経済・物価の見通しを「展望レポート」という形で出している。そして、

１月と７月に中間レビューという形でそれを見直している。 

   昨年 10 月の展望レポートで、2007 年度、2008 年度の見通しを出したときのこと

を一言で言えば、日本銀行の見方としては、2007 年度、2008 年度を通じて、経済

は前向きの循環を保ちながら、潜在成長能力をやや上回る実質２％前後の成長を両

年度とも続け、消費者物価指数については、極めて緩やかに上昇するだろうという

見通しだった。数字のイメージとしては、日本銀行政策委員会のメンバーの大勢の

見通しということで、１ページ目一番下に示した。2007 年度の実質成長率が中央値

で 1.8％、2008 年度が 2.1％。つまり、両年度を通じて大体２％絡みの成長である。 

   右端の消費者物価指数（除く生鮮食品）を見ていただくと、2007 年度は 0.0％、

2008 年度は 0.4％のプラスということで、極めてゆっくり物価が上がるというイメ

ージを示した。 

   そして、先週の政策決定会合でこの見直しをし、数字的な見直しはしていないが、

中身の見直しとして、2007 年度の経済成長については、足元の特に住宅投資の大幅

な落ち込みということを念頭に置いて、下方修正している。数字的には表現はして

いないが、政府の経済見通しが 1.3％と聞いており、我々もそれに非常に近いイメ

ージで修正している。 

   消費者物価指数が０％ぐらいと見ていたけれども、こちらの方は、逆に 近の原

油価格の高騰、食料品価格の高騰ということを織り込むと、やはり０％台前半、

0.2％近傍というイメージで上方修正している。 

   ただし、2008 年度については、この 10 月時点の見通しを余り修正する必要がな

いということで、2008 年度は見通しに沿って推移するという見方をしている。つま

り、住宅投資の落ち込み等については、新年度入りとともに次第に減衰するという

ことを前提にしている。 

   海外の経済、マーケットからのショックも、今、想定されている以上に大きなも

のには一応ならないという前提で見通している。 

   消費者物価指数の方は 0.4％前後ということで、これも上の大きな四角の囲みの

一番下の行に書いているが、当面は石油製品や食料品価格の上昇などから、また、

より長い目で見ると、マクロ的な需給ギャップが需要超過方向で推移していく中、

プラス基調が続くというイメージで見通しを持っている。 

   ２ページ目以降は、金融・資本市場の動向。 

   初のグラフは、短期金融市場の金利の推移を書いている。マネーマーケットの

ことであり、すべての金融市場の中で一番要の部分を成すマーケットである。どこ

の国でも中央銀行が金融調節の舞台として使っている金融市場である。 

   実は昨年８月以降、サブプライムモーゲージローンの問題をきっかけとして、広

範囲な市場でさまざまな問題が生じたが、同時に、短期金融市場において、かなり

きつい流動性不足が生じ、金融機関相互間の資金のやりとりが急に不円滑になり、

金利が上昇するという現象が出てきた。 

   ここで示しているグラフには、米国、欧州、日本各国について３本のグラフがあ

るが、銀行間の資金のやりとりの３か月物レートと３か月物の政府短期証券のレー

トとの差である。つまり、信用度が安定している政府証券と、問題が起これば信用

度が揺らぐ銀行の借り入れ金利との差をグラフにしてあり、このグラフが上に大き

く動くほど市場が不安定、流動性不足、金融機関の資金繰り困難ということを示し、

ごらんのとおり、８月のところで大きく上にはね上がっている。一旦少し落ち着い

て、しかし、また年末にかけて大きくはね上がっている。昨年の８月以降、主要国

平成 20 年第２回経済財政諮問会議 

2



の中央銀行は協調体制を組みながら、この市場に大量の流動性供給を続けてきてい

る。特に年末にかけては、かなり思い切った措置をも交えながら流動性供給をした

結果、このスプレッドが少し落ち着いてきているという意味で、短期金融市場に関

する限り、安定化の方向を示しているということである。 

   ３ページ目。しかしながら、他の金融資本市場においては、総じて投資家のリス

クを回避しようとする動き、そしてリスクをとらないで、より安全と思える資産へ

お金を移すフライト・トゥー・クオリティーの動きが、今に至っても、なおかなり

目立っているという状況である。 

   ３ページ目の図は「サブプライム関連証券化商品の価格」と書いているが、ＡＡ

Ａの証券化商品については、価格の低下の度合いは比較的少ないが、ＡとかＢＢＢ

の信用度の相対的に低い証券化商品については、価格の下落幅がかなり大きいこと

を示している。高かったころに比べると、半分以下という状況になっていて、今の

ところ、低位で推移しているという状況である。 

   ４ページ目は、株価。米国、欧州、日本のいずれをとっても、大体同じような傾

向で株価が下がっている。つまり、投資家のリスク回避の動きは、株式市場におい

ても非常に明確ということである。 

   日経平均の下がり方が、欧州、米国に比べて少し厳しいのではないかと見られる

向きもある。１つは為替相場の変化ということがあるのと、特に日本の株式市場で

は、外人投資家のウェートが非常に高く、下に棒グラフを載せているが、2007 年第

１クオーター、第２クオーター辺りは、外人投資家の株式買入額が非常に大きかっ

たということがある。逆に、昨年の夏、市場全般に問題が起こって以降は、外人投

資家は売り超に転じているということで、やはり日経平均を押し下げる力を強く持

っているという状況である。 

   ５ページ目は、為替レート。為替市場においても、リスク回避の動きがかなり顕

著に認められる。つまり、特に米国経済をめぐる不安、あるいは米国のサブプライ

ムモーゲージローンに端を発した金融の問題、そして米国の金融機関の動向は如何

ということにかなり焦点が当たっているので、ドルに対するリスクを回避しようと

いう動きが為替市場においては顕著である。したがって、昨年の夏以降、対円、対

ユーロとも趨勢としてドル安方向に推移している。 

   ごく 近時点においては、このユーロ／ドルのレートは、むしろドル高の方向に

動く日もある。これは、ユーロは既にかねてからかなり買われており、ユーロ高、

ドル安ということがかなり長く続いていた。 近では、ユーロのポジションを余り

多く持つことも危険ではないかということで、リスク回避の動きが微妙に、局面に

よってはユーロを避けて、またドルに戻るというあやも入っているということを示

している。一貫して言えることは、市場の中で極力リスクをとらないという動きを

しているということで、説明ができる状況である。 

６ページ目は、長期金利と商品市場。上のグラフは長期金利で、これは米国、ド

イツ及び日本の国債の金利である。これはリスクのない債券であるので、リスクを

避けたお金がフライト・トゥー・クオリティーで積極的にこういうものを買ってい

る。したがって、利回りで言えば下がっている。長期国債金利は、欧州、米国、日

本において一貫して下がっている。 

   下は商品市況。原油、金、ＣＲＢというのは商品市況である。これらについては、

相対的にリスクが少ないという感覚を投資家が持っており、相場が右上がりという

状況である。 

   ７ページ目。長期金利は下がっていると先ほど申し上げた。これはリスクのない
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国債で見て、そういうことが言えるわけで、同じ債券でも民間の社債については投

資家は敏感にリスクを感じて、リスクを避ける動きは債券市場においても見られる。

上のグラフは、社債の対国債スプレッドである。国債の金利に対して社債にリスク

を感じれば、国債の金利との間で金利差が開く。それをスプレッドと言っており、

それを折れ線グラフで書いたものである。ご覧いただくと、米国、欧州において、

このグラフは右上がり。つまり社債の対国債スプレッドは開く、リスクを避けてい

る動きは顕著ということ。日本の場合は一番下の実線であり、わずかに右上がりと

も言えるが、社債と国債とのスプレッドの変化は一貫して余り見られない。安定し

ているということである。下の金融機関の与信態度。米国と欧州の例を書いている

が、金融機関は貸出先のリスクを厳密に見るようになってきているという意味で、

貸出基準が厳格化してきている。 

   後に８ページ目。金融市場の中でリスク回避の動きがあると申し上げたが、甘

かったリスク評価をもう一回やり直して、それぞれ 終投資家なり金融機関の手元

で、損失の確定のプロセスが今、進みつつある。欧米の主要な金融機関において、

これまでのところ認識されている損失の額。個別金融機関ごとにご覧いただくと、

これまでこれだけ多額の損失が認識されている。主な資本増強策の数字を並べてい

るが、かなり巨額の資本調達も並行してやっている。そして、一番右端に主な増資

引受先。バンク・オブ・アメリカのように普通の公募というところもあるが、その

他の金融機関では、中東、シンガポール、あるいは中国のマネーというところにま

で資本の源を求めて、増資をしている姿がうかがわれる。結局、サブプライムモー

ゲージローンに端を発した市場の調整の問題は、 終的にはこういう形で、かなり

多くの部分が金融機関の不良債権問題の処理という形に凝集しつつある。今後、

終的にどれぐらい損失が増えるか、そして、資本調達がどこまで円滑に進むかとい

うことを市場は注意深く見守っているというのが現状である。 

（大田議員） 昨今の金融資本市場の動向を御丁寧に御説明いただいた。 

   内閣府で、やや中期的に 2000 年以降の金融市場の資金の流れをまとめたので、

政策統括官から御説明をお願いする。 

（齋藤内閣府政策統括官） サブプライムローン問題の理由としては、アメリカの住宅

ブームや証券化商品の普及などが挙げられるが、より大きな背景としては、世界の

資金の流れが大きく変わっているということがある。その点を整理した「世界の資

金の流れについて」という資料で、御説明する。 

   １ページ目。図１は、資金の流れの前提となる主要地域の貯蓄投資バランスにつ

いて、1990 年以降の変化をグラフにしたものである。青く示されている時期は、貯

蓄が投資を上回っている、つまり資金余剰であることを示している。例えば日本は、

一貫して資金余剰国である。これに対して赤く示されている時期は、投資が貯蓄を

上回っていた時期で、資金不足であったことを示している。例えばアメリカで見る

と、一貫して資金不足であったということである。全体を見ると、1990 年代の終わ

りに大きな転換期があったことがわかる。それまでは日本だけが資金余剰国で、ア

メリカを含めその他に資金を供給していたという構図である。これに対して 1990

年代末以降は、新興アジアと中東が、日本とともに資金余剰国となり、アメリカが

唯一の資金不足基調国となって、その資金を受け入れることになったことがわかる。 

   ２ページ目。こうしたことを背景に行われた資金フローを示したのが、図２であ

る。地域別の資金フローの変化を、国際収支表に基づいて、2000 年～2002 年の平

均から、2004 年～2006 年の平均への変化、つまり増分で見ている。この期間中に、

アジア／大洋州と中東から、アメリカへの資金の流れが多くなっていることがわか
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る。また、ＥＵとアメリカの間の流れは、双方向で大幅に増加していることもわか

る。ＥＵからアメリカへの流れには、アジアや中東から、ＥＵ経由の資金も含まれ

ていると考えられるが、残念ながらデータがないので、詳細な把握はできない。こ

うした変化に対して、日本については、ＥＵとの間では多少増加しているが、その

他の地域との間ではあまり大きな変化が見られない。 

   ３ページ目。図３は、こうした流れの背後にあるメカニズムを、サブプライムロ

ーン問題が発生する前について示している。アジア諸国の黒字拡大や資源国の資金

余剰は、世界に潤沢なマネーを供給することになった。また、ここには、日本の低

金利と円安を背景にした円キャリー取引によって調達された資金も供給されてい

た。こうした資金は、一部ＥＵを経由したものもあるが、それも含めて、 終的に

はアメリカに流れ込んだと考えられる。高度なリスク分散技術、特に証券化技術と

リスク評価の緩みが相まって、投資家の資金は高利回りのアメリカの住宅ローンの

証券化商品に向かうことになったと思われる。これによって、住宅ローンの証券化

が進展するとともに、住宅市場に流れ込んだマネーが住宅価格の上昇に拍車をかけ、

住宅市場もバブルの様相を呈することになったと考えられる。 

そうしたメカニズムは、サブプライムローン問題の発生に伴って、大きく逆回転

したと考えられる。その様子を見たのが４ページ目の図４である。アメリカでバブ

ルが崩壊し、サブプライム住宅ローン市場が崩壊すると、投資家の損失が拡大し、

リスク許容力の著しい低下が見られるようになった。その結果、まずアメリカの株

が売られ株安になると同時に、ドルも売られドル安となった。こうした資金が逆流

してどこに行ったかというと、安全資産にシフトすることになったと考えられる。

一方では、米国債が買われて、長期金利の低下をもたらした。他方で、原油市場や

一次産品市場に流れ込んで、原油価格・一次産品価格の高騰をもたらした。これは、

新興国・資源国への資金の還流を意味する。このうちの一部が、政府系ファンド、

いわゆるソブリン・ウェルス・ファンドとして金融機関の資本増強に充てられアメ

リカに戻っていることは、御承知のとおりである。日本との関係では、円キャリー

の巻き戻しが行われることによって、円高になっている。そして、円高と投資家の

リスク許容力の低下から資金が引き上げられ、株価の下落をもたらしているという

構図である。こうしたことに加えて、サブプライムローン問題がアメリカ経済の減

速をもたらすのではないかという懸念が拡大しており、それが直接・間接に日本経

済にも影響するのではないかという懸念を拡大させているのが 近の状況である

と考えられる。 

このような状況の中では、短期的な問題に目を奪われがちであるが、このような

時期にこそ、中長期的な課題にしっかり取り組むことも重要であると思う。そのよ

うな観点から申し上げると、実は 近の状況の中で、金融資本市場の課題も浮き彫

りになってきたのではないかと思う。 

   ５ページ目に、３つ例を挙げている。第１は、世界的な資金循環から日本が取り

残されているということである。図２でも御説明したように、2000 年以降で見ると、

アメリカと欧州、アジア及び中東間では資本取引が活発化しているのに比べ、日本

と各国・地域間の資本取引の増加は相対的に小さいものにとどまっている。第２は、

市場の厚み、多様性が足りないということである。1990 年から 2006 年にかけて、

証券取引所における売買代金の変化を見ると、ニューヨークでは 16 倍、ロンドン

では14倍に増加したのに対して、東証の場合は５倍にとどまっている状況にある。

第３は、外国企業の上場が少ないということである。2006 年末における株式上場企

業に占める外国企業の割合は、ニューヨークで 20％、ロンドンで 10％なのに対し
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て、東証はわずか１％にとどまっている。 

   以上のような課題には、早急に取り組む必要があるかと思う。特に、今後、高齢

化がますます進んで、それにより国内貯蓄が減少することが考えられる。そうした

中で国内投資を持続していくためには、海外の貯蓄を活用することが重要になって

いく。つまり、海外からの資本流入が重要な役割を果たすことになる。また、金融

セクターが競争力を高め、それ自身が産業として発展するとともに、効率的な資金

配分を担うことで日本経済の成長を促すことも必要であると思われる。こうしたこ

とは、金融資本市場改革の重要性を示しているように思われる。 

（伊藤議員） サブプライムローン問題を背景に、世界経済は非常に厳しい状況に置か

れている。幸い日本の金融機関への影響は、これまでのところ限定的と言われてい

る。ただし、輸出入、株式市場、為替市場を通じて、日本への影響も大きくなる可

能性がある。 

   先日発表されたＩＭＦの世界経済見通しの改定では、2008 年実質ＧＤＰ成長率は、

アメリカで 1.9％から 1.5％へ、ユーロ圏で 2.1％から 1.6％へ、日本で 1.7％から

1.5％へ下方改定されている。年度で見るか、暦年で見るかによって数字の整合性

は明らかではないが、日銀の中間評価も、このような下振れという説明があった。

下振れのリスクは、これからも十分に考えていく必要がある。 

   先週、総理も出席されたダボス会議においても、成長の減速でとどまるのか、あ

るいは不況に突入するのかという議論が盛んに行われていた。 

   また、アジアの成長が欧米から隔離されているという、いわゆるデカップリング

論についても、それが正しいか否かということについて活発な議論が行われた。欧

米では、日本と違って、非常に良い危機感が高まっている。ＦＲＢ、ＥＣＢが金利

を大きく引き下げるなど、対応を急いでいる。足元のインフレ率は、彼らが目標に

掲げていると考えられる範囲を上回っているものの、将来の景気の落ち込みを見込

んで、フォワード・ルッキングに、弾力的な金融政策を採用していると考えられる。

また、期待をコントロールできている。つまり、今はインフレ率が高いが、将来は

インフレ率を抑えることができるという意味で、アンカーを与えている自信もあり、

弾力的な金融政策を展開していると考えられる。 

   ダボス会議においては、ＩＭＦの専務理事が協調的財政出動を唱えていた。福田

総理のＱ＆Ａでも、この質問に触れられていたのは御存じのとおりである。 

   このような中で、日本で２月９日にＧ７が開催される予定である。欧米の危機意

識を十分理解した上で、日本の置かれている状況は欧米とは微妙に異なることも考

えつつ、議長国としてのリーダーシップを発揮することが期待されている。財務大

臣におかれては、是非頑張っていただきたい。 

   欧米と問題意識を共有し、解決の方向の一致を見出した上で、各国がそれぞれの

経済の実情を踏まえ 善の政策手段を大胆に活用すべき、ということを確認できれ

ば幸いである。世界の同時不況やスタグフレーションの可能性がゼロではない以上、

そのリスクを回避すべく欧米諸国と協調して努力することが求められている。 

（御手洗議員） 今日、世界経済のリスクが高まっているが、日本にとっては、これら

に翻弄されない強靭な経済構造をつくり上げることが急務である。 

   まず、原油価格の高騰という不安要因を軽減するためには、成長と環境の両立を

求めて、日本の強みである環境・省エネルギー技術を不断に強化することが も有

効な方策だと思う。今日の原油価格高騰の影響についても、仮に 70 年代の石油シ

ョック以降、環境・省エネルギー技術がこれほどまでに進歩していなければ、壊滅

的なものになっていたと思われる。また、途上国に技術移転を行うことによって、
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日本経済のみならず、世界経済に対しても、地球環境問題とエネルギー構造の改善

の面で貢献できる。 

   一方で、国際的な景気変動の影響を緩和するためには、国内志向を強めるのでは

なく、むしろ、資金、市場、人材を広く取り込んでいく努力が必要だと思う。事業

環境や成長性などの魅力を高め、成長が続くアジア地域との連携を強化する必要が

ある。 

   その意味で、先日のダボス会議で、総理自ら、「国際化から立ち遅れている分野

に正面から取り組む」という明確なメッセージを送っていただいたことは、大変心

強く思っている。 

勿論、海外資金の極端な移動による市場の乱高下を防ぐためには、国内からの市

場参加を促すことも重要である。次の成長戦略の議題でもあるが、特に確定拠出年

金については、個人資産が貯蓄から投資へ向かう 初の窓口でありながら、海外に

比べ多くの制約が残っている。まずこうした点から早急に改善すべきだと思う。 

（丹羽議員） 2008 年度の見通しを経済の現場から見ると、生産・所得・支出の好循環

メカニズムが基本的に継続しているという言葉に対して、やや違和感を覚える。つ

まり、国際金融市場の動向、エネルギー・原料価格高騰が、現実にリスク要因とし

て顕在化してきているのではないか。 

   また、アメリカの景気後退の可能性がかなり高まっている。ニューヨークタイム

ズが、先般のブッシュ大統領の一般教書演説の中で、どういう単語を も多く使っ

たかという調査をしている。昨年は「医療保険」という単語で 14 回出てきたが、

今回は１回にすぎない。「オイル」は昨年９回、今回は３回。国内経済について

も多用したのは「経済」と「タックス」。つまり、2008 年度ブッシュ大統領が も

注力しているのは、経済と減税の問題であると思う。少なくともアメリカの景気に

対して相当心配をしているということである。 

   そういう意味からいうと、日本においても、当然ながら、現実の経済にややリス

ク要因が顕在化しているので、今度のＧ７について、もう少し慎重な表現がよいの

ではないかと思う。 

   もう１点、消費者物価について、0.4％のプラスという見方が出ているが、昨年

12 月に既に同月比 0.8％上昇しており、少なくとも 0.4％よりもう少し影響が顕在

化してきているのではないかと思っている。 

（八代議員） 株価や景気対策の名目で財政面からのばらまきを再開することは改革の

逆行であり、むしろ日本売りを誘う危険性がある。絶対に避けなければならないと

思う。 

こうしたときこそ、改革の真価が問われる。経済の活力を改革によって一日も早

く回復させるために、危機感を持って改革を継続し、日本経済の成長力を高め、そ

の結果、投資家にとっての魅力を高めるような国にしていくことが大事ではないか

と思う。 

（額賀議員） 各先生方から、 近の金融情勢や実体経済のデフレリスク要因について

御説明があった。 

伊藤議員が言われるように、Ｇ７が２月９日から始まる。秋のＧ７で、サブプラ

イム問題について、各金融機関のリスク管理や証券化商品の価格の信頼性などのテ

ーマを与えて調査をさせているので、その中間報告を求めて率直に議論し、実体経

済にどのように影響しているかということをきちんと出してもらう。そして、各国

がどういう対応策を取っていくのかをメッセージとして出していくことがいいの

ではないか。あまり悲観的にやっても、余計な影響を与えてもいけないので、よく
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皆と相談しながらリーダーシップを発揮していかなければならない。 

   また、米欧と認識の度合いも若干違っているところがあるので、日本としては、

サブプライム問題の影響が一番少ないだけに、前の金融危機の経験則を生かした形

で、アメリカにも言うべきことは言い、どういう形を取っていくかについて、メッ

セージをしっかりと考えていきたいと思っている。 

（甘利議員） 昨今のサブプライム問題や原油・原材料価格の高騰は、世界的な過剰流

動性によるものであり、世界経済がこれまで経験したことのない事態との緊張感を

持つ必要がある。 

   その大きな原因は、内閣府の説明にもあったとおり、世界中の資金がアメリカ一

国に吸い込まれていることであり、その結果、あふれる資金がアメリカの住宅市場

や原油市場等にも大量に流れ込み、証券化や価格高騰等を通じて世界的に混乱が拡

大していることである。そのような世界の資金が、成長著しいアジア等の実体経済

に流れるスキームをつくることが重要であり、我が国主導でこうした仕組みづくり

を進めていきたいと思っている。 

   例えば先般、アブダビの国家ファンドと日本貿易保険との間でＭＯＵ、覚書を締

結し、アジア等のプロジェクトへの日・ＵＡＥ共同での投資促進について合意した。

中東マネーを呼び込むルートを築いたわけである。 

   このような資金をアジアに継続的に流入させるためには、次の３つの観点が重要

である。１点目は、アジアにおける経済諸制度の整備。２点目は、環境面を含めた

技術協力。３点目が、人材育成。 

このような観点を踏まえ、先日、御提案させていただいた「アジア経済・環境共

同体構想」の具体策について、近々、この場で御提案させていただきたいと思って

いる。 

また、我が国の構造改革、経済活性化につながる資金を呼び込むことも必要であ

り、そのためには、金融資本市場改革や対日投資の円滑化に向けた制度改革など、

抜本的な取組を進めていかなければならないと思っている。 

（福井議員） 丹羽議員からも御指摘があったが、私どもはリスク要因を 大限注意深

く見ていくということである。 

ただし、経済の実際の動きについては、単なる恐怖感で処理するのではなく、冷

静な分析を重ね、一番大事な経済の流れである生産・所得・支出の循環メカニズム

がしっかりしているか、それから、生産・出荷・在庫のバランスが取れているかと

いう点をきちんと確かめながら、どんな外部の要因による場合にも、根幹として前

向きのメカニズムをきちんと保っていくことに眼目を置いた経済運営、特に私ども

は金融政策の運営、をやっていかなければいけないということである。 

   ＣＰＩについて、来年度０％台半ばは甘過ぎないかという御指摘もあった。私ど

もは、 近の原油価格の高騰、食料品価格の高騰で、一度ＣＰＩの前年比はかなり

高くなり、既に 0.8％というところまで来ているが、場合によっては１％ぐらいま

で行くかもしれないと見ている。今のペースで今後とも原油がどんどん上がり続け

るという想定を置かない限り、この要因から来る前年比は、先行きは減衰していく。

しかし、元どおりゼロに戻るかといえば、経済が２％前後の安定的な成長軌道に再

び戻るという想定を取る限り、需給はタイト化の方向に進むので、完全にゼロには

戻らない。ならしてみると、０％台半ばというのが一番蓋然性の高い見通しではな

いか。 

   来年度については、物価の動きはかなり波を打つが、平均するとこうなるのでは

ないか。 

平成 20 年第２回経済財政諮問会議 

8



（大田議員） 日本の経済状況について、サブプライム問題の影響、それが世界経済に

与える影響と物価動向に十分に注意を払っていく必要がある。 

成長力の強化に向けて、金融資本市場改革、あるいは個人金融資産を市場に呼び

込む努力、つまり制度改革、外国からの資金を積極的に呼び込むことが重要である。 

   Ｇ７においては、認識を共有して、国際的に連携していくという意思を示す観点

から、是非、額賀議員にはリーダーシップを発揮していただき、日銀総裁にも御尽

力いただき、日本の立場も明確に示していただければと思う。 

（福田議長） 日銀総裁の説明資料の２ページのグラフは、日本だけ横の一本棒で、ほ

かの地域は乱高下している。日本は完全に国際金融市場の動きとは違うような感じ

がする。 

（福井議員） これは、金融機関にどれぐらい不信感が募っているかということを端的

に反映したグラフである。したがって、アメリカや欧州の金融機関は、サブプライ

ムモーゲージローンの問題をきっかけとした現在の不良債権問題に、かなり不安感

を持って見られている。しかし、日本の金融機関はそういう目で見られていないの

で、この線は安定している。 

（福田議長） それは、良いことという理解でよいか。 

（福井議員） はい。これは良いことである。 

（大田議員） リスクが小さいということ。 

（福田議長） 日本経済の現状を見ると、賃金がなかなか上がらず、消費に弱さがある。

それに加えて、世界の金融資本市場の動揺は続き、米国経済に減速が見られるので、

当面細心の注意で経済動向を見ていかなければいけないと思う。そして、状況に応

じて迅速に対処する構えを持つことも重要だと思う。そういう意味も含め、政府と

日銀は緊密な連携を取るようお願いしたいと思う。 

   それから、足元の問題への対応と並行して、本日の報告にあったとおり、中期的

な観点から日本の金融資本市場をより厚みのある、魅力的なものにする改革が不可

欠であると思う。今回のサブプライム問題をきっかけにして、日本経済のリスクを

冷静に点検し、緊迫感を持って改革に取り組みたいと思っているので、よろしくお

願いする。 

   また、額賀議員と福井議員におかれては、Ｇ７もあるし、欧米だけではなく、ア

ジア・太平洋諸国との連携も考慮に入れて、このアジア経済への波及を 小限に食

い止める努力もお願いしたいと思う。よろしくお願いする。 

 

○経済成長戦略について 

（大田議員） まず、私から経済成長戦略の御説明をさせていただく。お手元に資料「経

済成長戦略の主要な政策項目について」がある。これは、前回の議論に加え、その

後の総理の施政方針演説やダボス会議におけるスピーチ等を踏まえ、総理と相談し

てまとめた。前回との変更点、新たに加わった点を中心に説明する。 

   進め方について。春を目途に具体化することとしているが、なるべく早期に実行

に移すこととし、戦略とりまとめ前であっても、可能なものについては、迅速に検

討し実行することとする。全体の構成については、総理の施政方針演説の構成に合

わせ、戦略１が「革新的技術創造戦略」、戦略２が「グローバル戦略」、戦略３が「全

員参加の経済戦略」としている。また、個別の政策項目だけではなく、政策内容が

具体的にわかるように明朝体で説明を書き込んでいるが、これは勿論決定ではなく、

今後、担当大臣をお呼びして議論していくこととする。 

   以下、内容について申し上げる。 

平成 20 年第２回経済財政諮問会議 

9



   戦略１は、技術を核とした成長ということで、この部分は総合科学技術会議とも

連携し、具体化する。 

まず「１．環境技術のトップランナー構想」では、施政方針演説に盛り込まれた

環境エネルギー技術革新計画を、「２．持続可能なライフスタイルの共有と発信」

では、低炭素社会への国民的取組を新たに盛り込んでいる。２ページ、民間議員か

ら御提案のあった特色ある環境・新エネの取組支援については、早速、増田議員が

中心になって、環境モデル都市の取組を開始されたので、それを反映している。 

   「３．『科学技術立国』であり続けるための研究開発」については、がんや心臓

疾患を克服する「健康確保のための技術革新」、高齢者や障害者が暮らしやすい社

会に向けての「ロボットの家庭への導入」などを新たに掲げている。 

   成長戦略全体を通して、ＩＴの徹底活用は１つの重要なベースになっているが、

ＩＴについては、柱立ての関係上、「革新的技術創造戦略」と「全員参加の経済戦

略」にそれぞれ分けて出てくる。 

   戦略２の「グローバル戦略」について。まず「１．世界に開かれた経済の構築」

では、改革の動きを加速する観点から、ＷＴＯ交渉の早期妥結、「アジア・ゲート

ウェイ構想をはじめ航空の自由化を加速」等を追加している。「金融資本市場の競

争力強化」については、柱立てを整理している。また、対内直接投資の倍増に向け

た検討については、早速昨日から私の下に有識者会議を設けて検討に着手した。 

   ３ページ「２．国際的な人材の強化」のところでは、施政方針演説で示された「留

学生 30 万人計画」とともに、次世代への英語教育強化に向けた課題を新たに掲げ

ている。 

   新たに「３．環境・資源外交の強化」の項目を追加し、先日のダボス会議で総理

が表明された「クールアース推進構想」の推進を追加している。それから、資源の

ない日本の貢献の在り方として、「資源開発を通じた成長制約の克服」を新たに掲

げている。 

   ４ページ中ほどに「～雇用拡大と生産性向上～」という見出しが付いているが、

ここから戦略３の「全員参加の経済戦略」。 

   まず、福田内閣の目玉の一つとして、女性、高齢者、若者、非正規雇用者などを

対象とした、総合的な「『新雇用戦略』の策定」を掲げている。この中では「新待

機児童ゼロ作戦」の展開、育児休業制度の拡充、教育研修休業制度の導入などを新

たに掲げている。 

   ５ページ「２．『つながり』の強化」では、民間議員からも強力に推し進めるべ

きとの意見表明があった、電子政府の構築に向けた国家的取組の具体策や、都市と

地域間連携等を盛り込んでいる。 

   ６ページ「３．生活直結産業の革新」では、「消費者の立場に立った規制改革の

推進」ということで、大都市における保育所の設置基準の緩和等を検討課題として

掲げている。 

   主要項目に関する私からの説明は以上のとおり。 

（八代議員） 成長戦略の中ではやはり、「新雇用戦略」が非常に重要ではないかと思

っている。少子高齢化を迎える日本の 大の課題は、働き方の改革であり、そのた

めには、ここに書いてあるような非正社員のキャリアアップや高齢者の活用のため

の定年制の在り方など、就労環境を整えることは非常に重要。 

   また、消費者の立場に立った規制改革ということを、大田議員も強調されたが、

ここを中心にやっていく必要があるのではないか。 

   現在、特にエネルギー価格の高騰が国民生活にとって大きな不安材料になってい
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る。電気やガス料金などの公共料金については、単にコストを価格に転嫁するので

はなく、競争を通じた効率化への努力を求める必要があるのではないか。そのため

には、現在停滞している公益事業等の規制改革を、消費者の視点に立って、一層推

進することが必要ではないか。 

   次に、「経済成長戦略の早期実行・検討着手に向けて」という民間議員ペーパー

を御紹介させていただく。 

   経済成長戦略は、春を目途にとりまとめ、「基本方針 2008」で詳細を閣議決定す

ることになっているが、できるものから早期に実施することが必要。「１．早期に

実行に移すべき項目」というのは、関係大臣の協力を得て早期に具体化すべきであ

るし、２．に掲げる項目は、法改正や制度設計等を要するが、昨今の経済環境に鑑

み、早期に検討に着手すべきであろう。 

   「１．早期に実行に移すべき項目」としては、先ほども御議論があった、「金融

資本市場競争強化プランの早期実行」ということで、英文のみで情報開示できる外

国の有価証券の対象の拡大等がある。それから、「ジョブカード制度の整備・充実」

が極めて重要ではないか。 

   ２ページ、「働きながら子育てができる環境整備」、新待機児童ゼロ作戦の一環と

して、子育てサービスの充実等、在宅保育も重要である。 

 「（４）年齢差別撤廃（雇用対策法）の徹底に向けた公務員雇用の柔軟化」、「（５）

サービス業・中小企業の生産性向上」、「（６）世界 先端の電子政府に向けた国家

的取組みの強化」、「（７）高齢者世帯へのＩＴ導入による安心サービスの提供」等、

これらは少なくとも戦略全体のとりまとめの前でも実行に移せるものではないか

と思われる。 

   「２．早期に検討に着手すべき項目」としては、先ほども議論があった「確定拠

出年金の改革」、「対内直接投資倍増にむけた環境整備」が重要。このためには、買

収ルール、税制・規制を含めた阻害要因の総点検が重要である。 

   これに関連して、前回の会議でも触れたが、現在、国交省が空港管理に関する新

しい法律をつくる際に、新たな外資規制の導入が盛り込まれている。これは成田空

港だけではなく、既に株式が公開されている羽田空港にも適用されるものであり、

株式市場の不信感につながるおそれがある。これは、成長戦略の大きな柱の１つで

ある対日投資の拡大や、福田総理の先日のダボス会議における対日投資の市場開放

を一層進めるという国際公約とも矛盾するものではないか。国際空港への国の一定

の関与は必要であるが、それは内外無差別に規制すべきで、さもければ、日本市場

の閉鎖性と受け取られる危険性がある。先の建築基準法改正の例のように、所管官

庁の狭い視点からだけ判断すると、日本全体にとってはマイナスになる可能性もあ

るのではないか。国際社会の中の日本経済への影響を十分に考慮していただきたい。 

 「アジア・ゲートウェイ構想をはじめ航空の自由化を加速」。「ローカル to ロー

カル」という形で、日本の地域と世界の地域を結ぶためのローカル・デスクの設置。 

「サービス業・中小企業の生産性向上」。「・情報通信の飛躍的拡大のための各種

制度の見直し」に関して、現在、通信と放送は縦割りの法律であふれていて、多様

なコンテンツを活用したサービス発展の障害となっている。情報通信に包括的に適

用されるような、利用者本位の法制に変える必要があるのではないか。 

（甘利議員） 大田議員から御説明のあった経済成長戦略の大枠については賛成。各論

について２点だけ申し上げたい。 

   １点目は、ｉＰＳ細胞研究について。こうした我が国初の画期的な技術について

は、少しでも遅れれば国際競争に負けるという強い危機感を持って、いち早く実用
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化につなげていくことが不可欠。このためには、各省ばらばらではなく、総合科学

技術会議に加え、経済財政諮問会議も含め、政府全体で関係予算、人材を集約させ、

大胆かつスピーディーに取り組む仕組みを考えていくべき。 

   ２点目は、地球環境問題について。先日のダボス会議において、総理がクールア

ース推進構想を発表された。世界の環境問題の取組の方向性を示すものとして、極

めて有意義なものであったと思う。実行可能で、主要排出国すべての参加が得られ

る枠組みの構築と、そのための衡平な目標の設定が極めて重要。経済産業省として

も、その実現に全力を尽くしてまいりたい。 

（増田議員） ＩＴの関係について２点申し上げたい。 

   １つは、全く形式的なことだが、国際機関やほとんどの国ではＩＣＴと言ってい

て、ＩＴと呼んでいるのはもう世界で１、２か国ぐらい。ＩＴ戦略本部というのが

あるが、もうＩＣＴと言わないと、少し具合が悪いと思う。 

   もう１つ、中身の話だが、成長戦略の中にいろいろＩＣＴを入れており、これは

大賛成であるが、民間議員ペーパーの中にも書いてあるように、情報通信の飛躍的

拡大のための各種制度見直しをきちんとやらないといけないのではないか。 

   例えば電子政府の関係で、行政手続のオンライン利用率は、今、国・自治体とも

17％程度で、2010 年目標が 50％になっているが、半分にも遠く及ばない。利用者

側の具体的メリットの確保、それをやると手数料が大幅に引き下がるなど、具体的

にきちんと、それぞれが取り組んでいかなければいけない。今度、総務省でも無線

局免許について、これによって手数料を３割引き下げようと思っているが、やはり

そういうものを一つ一つ申請者目線に立ってやっていくことが必要。政府のイニシ

アティブで、幅広い産業組織でＩＣＴを徹底活用できるような環境整備が必要であ

る。 

以上の問題とも関係するが、例えば遠隔医療は、ＩＣＴ活用が今後非常に有効だ

と思うが、遠隔医療と医師法、診療報酬の制度上の対応という問題が、非常に大き

な壁としてある。テレワークも労働法制上の対応が大きな問題だろう。 

その他、国立公文書館、国会図書館など、政府が持っているあらゆる情報をアー

カイブ化、デジタル化して、いろんな関係者の利用を可能にしていくことも必要に

なってくる。そうしたことを、民間議員ペーパーでも御提案があるので、是非この

諮問会議でも御議論をいただきたい。 

総務省でもＩＣＴ成長力懇談会というものを設け、具体的な課題を整理して、こ

の会議の議論の俎上に乗せられるように、きちんと論点整理したいと思っている。

次の課題にも関係してくるので、よろしくお願いしたい。 

（大田議員） ＩＴとＩＣＴは、いつも骨太をまとめる際にも苦労しているので、この

機に何とか調整させていただく。 

（伊藤議員） 大臣ペーパーの中で出てきたグローバル戦略について、少し敷衍させて

いただきたい。 

ＥＰＡの重要性は改めて言うまでもないが、国内への投資を続けていくという観

点からも、大きな消費国とのＥＰＡは重要になってくると思う。もし韓国がアメリ

カやＥＵとＦＴＡを完成・批准させて、発効したとすると、日本の競争力のある企

業も不利益を被る。当然アメリカあるいはＥＵでの投資を加速させると考えられる

ので、やはり日本もアメリカ、ＥＵと関税交渉して、向こうに下げてもらわないと、

日本の投資、日本からの輸出が滞ると考えられる。また、福田政権が強調している

消費者利益ということを考えても、やはり外国のものが安く手に入ることが重要に

なってくる。 
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   ただし、勿論、短期的に損害をこうむる生産者、あるいは産業もあるかと思うの

で、そこには必要な手当というものが重要である。したがって、これはトータルな

パッケージとしてＦＴＡというものを組み立てて考えていく。省庁横断的にこのパ

ッケージをつくって政治決断する仕組みを、是非つくっていただきたい。 

   航空の自由化について。「骨太方針 2007」で、羽田の 23 時～６時の深夜・早朝枠

については、欧米路線を含めて、定期的チャーター便を解禁した。ところが、これ

までの実績は余り芳しくなく、定期的なチャーター便で就航した実績はない。便数

も余りよくないということで、できればその前後の、いわゆる特定時間帯の使い勝

手をよくすることを検討していただきたい。 

   八代議員が強調された外資規制を新たに導入するのはいかがなものかという点

については、内外の差別の原則を貫いて、行為規制あるいはそれ以外の黄金株とい

うような方法も含め、代替案によってこの懸念は払拭することが可能ではないか。

これは、私が前回お話しした点であるので、是非よろしく御検討いただきたい。 

   金融資本市場については、金融庁でとりまとめられた金融・資本市場強化プラン

に関連し法律が提出されるので、これが通った時点で実行していただくことが、Ｆ

ＴＡを含めたグローバル化戦略として非常に重要なことだと考えている。 

（町村議員） 政府・与党の会議でも必ず出るし、国会などでも出るが、前回、労働分

配率の話をしたが、統計を見ると確かに日本はいいという統計と悪いという統計が

両方あるようだ。 

（大田議員） 減価償却を入れるか入れないかで違いが生じる。 

（町村議員） 国際的にも両方ある。しかし、傾向としては、間違いなく下がっている。

消費の拡大の観点もあり、労働分配率についても、しっかりと議論していくことが

必要。 

（伊藤議員） 上がったものが下がってきている。 近だけ見れば下がっている。 

（町村議員） 現実に今は下がっている。やはりそこはしっかりと議論してもらわない

と。 

（八代議員） 次に説明する主な課題の中に労働分配率の話も入っている。 

（大田議員） 「平成 20 年の主な政策課題」の 初のところで、労働分配率、成果配

分の在り方はしっかり議論する。成果配分の在り方を少し構造的に考えた方がいい

と思う。いきなり労働分配率を増やせといっても、それは難しい。 

（町村議員） 勿論それは労使で決めることとは言うものの、そういう問題意識は諮問

会議も重視していいのではないか。 

（御手洗議員） その辺については、産業界も意識して、従来より少し踏み出した方向

を示している。 

（丹羽議員） 内閣府が出している新しい国際基準で国際比較すると、日本は結構高い

ところにある。 

 

○今後の諮問会議の進め方について 

（大田議員） 「平成 20 年の経済財政諮問会議における主な課題」は、既に事務方を

通して調整している。時間も超過しているので、説明は省略させていただく。 

   「基本方針 2007」の取組状況のフローアップについて、3月下旬をめどに諮問会

議で御報告させていただきたい。 

   この点で、何か今日御発言はあるか。よろしいか。これは前回、民間議員に御議

論いただいたものがベースになっている。 

（福田議長） 成長戦略の民間議員ペーパーの頭のところに書いてあるが、できるもの
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からすぐ着手、実行するということで、今後審議が進むが、そういう中で、またで

きるものが見つかれば、直ちに実行するということでお願いしたい。 

（大田議員） そのようにさせていただきたい。 

 

（以 上） 


