
  

  

    

    

 

 

     

      

      

       

      

     

       

 

   

               

      

  

 

 

 

 
 

 
 

 

     
 

 
 

 
 

 
 

 

平成 20 年第 22 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2008 年９月 17 日(水） 18:00～19:06 

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 与謝野 馨 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 伊 吹 文 明 財務大臣 

同 二 階 俊 博 経済産業大臣 

同 白 川 方 明 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 


地方分権改革推進委員会委員長 

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 茂 木 敏 充 内閣府特命担当大臣（金融） 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）昀近の金融・経済情勢について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○昀近の経済動向について（内閣府提出資料）

○金融・資本市場の現状と今後の展望（茂木臨時議員提出資料）

○白川議員提出資料

○原油価格の動向等について（二階議員提出資料）

(配布資料） 

○金融・資本市場の現状と今後の展望（参考資料）（茂木臨時議員提出資料） 

○労働市場改革専門調査会第４次報告のポイント

（八代労働市場改革専門調査会会長提出資料）

○労働市場改革専門調査会第４次報告（八代労働市場改革専門調査会会長提出資料）

○特別会計改革の方向性について（概要）（八代議員提出資料）

○特別会計改革の方向性について（八代議員提出資料）

○「新経済成長戦略」の改訂（二階議員提出資料）

○新経済成長戦略フォローアップと改訂（案）概要（二階議員提出資料）

○新経済成長戦略フォローアップと改訂（案）（二階議員提出資料）

○安心実現のための緊急総合対策
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（概要）

（与謝野議員） 昀近の金融・経済情勢についてご審議いただく。また、今回は福田内

閣における昀後の諮問会議となるので、会議の後半は経済財政運営について自由懇

談形式にて各議員から自由に御発言をいただきたい。 

○昀近の金融・経済情勢について

（齋藤内閣府政策統括官） 景気の現状と今回の金融不安の高まりがもたらすリスクに

ついてご説明申し上げる。 

我が国の景気の現状については、このところ弱含んでいると認識しており、既に

下向きのモメンタムが働き出していると考えている。先行きについては、今般のア

メリカにおける金融不安の高まり、あるいは株式市場、為替市場の変動などから、

景気が更に下振れするリスクが存在すると考えている。 

説明資料「昀近の経済動向について」の１枚目をご覧いただきたい。アメリカの

金融不安の高まりに伴うリスクについて簡単に図式化した。 

金融不安の高まりが我が国に影響を及ぼす経路としては幾つか考えられる。金融

機関の破綻に伴い、我が国の金融機関が保有する債権の損失がもたらされた場合に

は、金融機関の財務内容に影響を及ぼす。 

また、信用収縮が強まることや失業が増加する、あるいはそれによってもたらさ

れる先行きの不透明感の高まり、これらが個人消費や設備投資の抑制をもたらして、

アメリカの景気を下押しすることになる。これによって我が国の輸出が減少し、企

業が収益面を中心に影響を受ける可能性がある。 

更に、投資家のリスク許容力が低下して、安全資産への逃避が起こると、株価が

下落し、資産価値の下落、含み益の減少によって、我が国の家計、金融機関あるい

は企業に影響が及ぶ可能性がある。 

また、ドル売りが行われて円高が進行すると、これも輸出の減少を通じて企業に

影響を及ぼすことになる。 

他方で、アメリカを始めとする世界経済の減速が進んでおり、既に下落に転じて

いる原油や一次産品価格が更に下落すると、先ほども触れた円高と相まって、物価

上昇圧力の緩和につながる。 

以上のようなマイナスの影響が仮に顕在化すると、我が国の景気は更に下振れす

るリスクがあり、十分注意する必要がある。 

資料の２枚目の左側に、輸出の動きが示してある。これまで景気は輸出を起点と

して回復を続けていたが、世界経済の減速もあり、全体として我が国の輸出は弱含

んでいる。 

また、右側には出荷・生産・在庫率の動きを示しているが、輸出の減速によって

出荷は伸び悩み、一部で在庫調整局面に入ったところもある。これらによって生産

も緩やかに減少している、というのが現状である。 

３ページ目では、企業の経常利益を法人企業統計季報に従って図にしている。 

足元、08 年の第２四半期のところを見ると、実は４四半期連続して減益が続いて

いるという姿になっており、その要因を見ると、売上高が落ちているために減益に

なっている。また、変動費要因の部分でも、原油や一次産品価格などの上昇によっ

て、仕入れ価格が上昇している結果、収益が圧迫されているということを示してい

る。 

このように景気を牽引してきた企業部門に弱い動きが見られているので、更にこ
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の上に先ほど説明したマイナス要因が顕在化すると、状況は更に悪化する可能性が

ある。 

昀後に、資料３ページ目の右側に地価の動向について図を示している。これは国

交省が四半期ごとに調査した結果を図にしたもので、地価は長らく下落を続けてい

たが、ようやく下げ止まりから上昇に転じつつあった。ただ、サブプライム住宅ロ

ーン問題の顕在化を契機に、外国人投資家を主体とする不動産投資信託、いわゆる

ＲＥＩＴの相場が下落をしているということから、景気全体も弱含んでいるという

ことも勿論あるが、不動産需要が落ち込んでおり、今春以降、地価が下落している

という地点が非常に増えているというのが現状である。今まで持ち直してきた地価

に足踏みが見られており、景気が仮に下振れした場合、こうした動きにも注意して

いく必要がある。 

（茂木臨時議員） 説明資料「金融・資本市場の現状と今後の展望」について説明する。 

まずこれまでの展開を簡単に振り返ると、昨年アメリカでサブプライムローンの

問題が発生し、以降、欧米の金融機関では、証券化商品の売却、償却等によって多

額の損失を計上している。今年に入り、３月には米国の投資銀行で第５位のベア

ー・スターンズが経営危機に陥り、ＪＰモルガンが買収するということが起こった。

また、米国における住宅資金供給の円滑化を目的とする政府支援機関（ＧＳＥ）

のファニーメイ、フレディマックについて、その財務悪化懸念から市場に混乱が広

がった。これに対して、７月にＧＳＥ支援策を含む住宅関連法案の成立を見たわけ

だが、それ以降も両社の株価の低迷が続き、今月７日に米国政府は、両社を管理下

に置くとともに、財務省が 1,000 億ドルを上限に両社の昀優先株を購入すること等

の支援策を講じることを発表した。これによってＧＳＥの問題は一段落というとこ

ろまできたが、このような中で不動産証券化業務を拡大していた、米国投資銀行第

４位のリーマン・ブラザーズは、仕入れたローンの証券化や、証券化商品の販売が

非常に困難となり、経営不振に陥った。同社は財務の強化に取り組んだが、市場の

評価は厳しく、株価が急落した。 

説明資料の１枚目に、リーマン・ブラザーズ、メリルリンチ、ベアー・スターン

ズの昨年来の株価の推移を示しているが、相当な勢いで株価が下落している。 

リーマン・ブラザーズについては、過去１年の昀高値が 67 ドルであったのに対

し、先週は 10 ドル以下になり、金曜日には３ドル 59 セントをつけるというところ

まできている。同社については、先週末まで救済買収等が検討されていたわけだが

不成立に終わり、日本時間の 15 日月曜日の午後に、リーマン・ブラザーズの米国

持ち株会社が倒産手続開始を申し立てた。一方、同社の合併先候補と報道されてい

たバンク・オブ・アメリカは、同日９月 15 日、米国投資銀行第３位のメリルリン

チを買収することを発表した。 

昀新の動きとしては、本日、イギリスの大手銀行のバークレイズが、リーマン・

ブラザーズの北米の投資銀行及び資本市場部門を買収することを公表した。 

我が国にはリーマン・ブラザーズの米国持ち株会社の下にあるリーマン・ブラザ

ーズ証券株式会社があり、金融庁は 15 日の午後３時に顧客等を保護するための所

要の行政処分を、午後９時半に業務停止命令を発出した。 

リーマン・ブラザーズ破綻が我が国金融機関に及ぼす影響であるが、我が国の金

融機関のリーマン・ブラザーズ等に対する与信額等については、既に幾つかの金融

機関において公表されている。これを集計すると、３ページのようになる。主要 11

行の同社関連の与信額は 3,200 億円。そして、担保等によって保全されていない部

分の与信額は 1,400 億円になる。 
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各金融機関の自己資本の厚み等に照らしてみると、現時点では我が国の各金融機

関の経営に重大な影響を与えるような問題は把握されていない。 

リーマン・ブラザーズの破綻による実体経済への影響であるが、今般の同社の倒

産手続の開始を受けて、一昨日、昨日と各国の株式相場は大幅に下落している。株

価下落、金融市場への信頼低下等によって、米国を始め、各国経済への悪影響も懸

念される。 

また、円高、ドル安傾向にあり、これが実体経済に与える影響についても、十分

注視していく必要がある。 

我が国の金融機関については、株価の下落、実体経済の更なる減速等を背景に、

企業の業績悪化、資金繰りの悪化ということになれば、貸し渋りを誘発する懸念も

否定できないことから、金融庁としては、９月２日に全金融機関に対して、中小・

零細企業に対する金融円滑化の要請を行っており、今後は更に注意深くフォローア

ップしていく必要がある。 

今回の事態を受け、日米欧においては、各国中央銀行による総額約 40 兆円を超

える緊急の資金供給などの措置が実施済みである。 

一方、米国昀大の保険会社ＡＩＧについては、サブプライムローン問題への影響

によるデリバティブの損失等により、四半期ベースで３期連続の赤字を計上し、株

価が大幅に下落し、また同社の格付が引き下げられており、デリバティブ取引で百

数十億ドルの追加担保の差し入れが必要になると見込まれている。 

このような状況の下、同社への流動性供給、資本増強等について、さまざまな対

応が検討され、ご案内のとおり、日本時間の本日の午前 10 時、現地時間で 16 日の

午後９時に、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、ニューヨーク連銀がＡＩＧに対

して、同社の資産を担保に、昀高 850 億ドルを融資することを発表した。これによ

って、同社の流動性不足が大幅に改善されることが期待されており、ニューヨーク、

東京株式市場は、今日は上昇に転じている。 

ただし、根本的な問題として、米国の不動産、住宅市場はなお低迷をしており、

不動産、建設業向けの融資、住宅ローンに与信が集中している米国の地域金融機関

の経営悪化も懸念されている。実際、今年に入ってからも、アメリカで 11 の地域

金融機関が破綻している。 

このように世界的な金融資本市場では緊張が続いており、市場の混乱の収束には、

なお時間を要するものと考えている。金融当局としては、国内外の関係当局と連携

し、また、関係省庁とも一層緊密に連携をとりながら、金融市場や、株価、為替、

原油価格等の動向を注視しつつ、国際的な金融市場の安定に向けて、役割を果たし

てまいりたいと考えている。 

（白川議員） 日本銀行を含めた主要国の中央銀行の対応、金融市場の状況を説明する。

米国におけるリーマン・ブラザーズの持株会社が、連邦倒産法第 11 章（Chapter 

11）の適用を申請した。これだけ大きな証券会社であるので、それが破綻するとい

うことは、金融市場に大きな影響を与え得るものである。 

したがって、中央銀行としては、この手続きが秩序だって進むようにし、金融シ

ステムの安定が脅かされないようにすることが昀大の責務である。ここが崩れると、

経済に大きな影響が生じる。そうした観点から、この３連休中も含めて、主要国の

中央銀行が密接に連絡をとりながら対応にあたった。 

アメリカの中央銀行については、担保範囲の拡大を含めて、流動性供給の措置を

拡充しており、現実に大量の資金供給を行っている。 

日本銀行の対応については、「白川議員提出資料」と書かれた資料の図表５をご
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覧いただきたい。16 日に四角の中にあるような声明を発表した。読み上げると「日

本銀行としては、昀近の米国金融機関を巡る情勢とその影響を注視しつつ、引き続

き、適切な金融市場調節の実施などを通じて、円滑な資金決済と金融市場の安定確

保に努めていく方針である」という方針を明らかにした。 

具体的な内容については、５ページの下をご覧いただきたい。16 日は、当日スタ

ートの資金供給オペレーションを大幅に増やした。少し技術的な話になるが、日本

銀行の資金供給は、前日あるいは前々日にオファーをして、当日にその資金が供給

されるものが多いが、昨日については、オファー当日に資金を供給するオペレーシ

ョンを行い、オペレーションをオファーする時間も繰り上げて、朝９時５分に 1.5

兆円の資金供給をオファーした。さらに午後には１兆円を供給した。 

そのほか、先日付で実施したオペレーションが 1.8 兆円あり、昀終的には当座預

金の残高は前日比 4.1 兆円増の 10.6 兆円まで増加した。 

また、国債市場の面でも手を打った。リーマン・ブラザーズは国債市場でプレゼ

ンスの大きな証券会社であったので、同社の破綻は、国債市場にも影響を与え得る

ものである。個別の銘柄が不足をすることが原因となって、市場が混乱することを

防ぐために、日本銀行が行っている国債の補完供給、これは国債の個別銘柄の貸付

制度であるが、この実施条件の緩和を昨日行った。 

本日も、当日スタートの資金供給オペレーションを午前と午後の合計３兆円実行

した。このように、流動性供給という面で対応をとっている。 

日本銀行の場合、幸か不幸か、金融危機の経験を経て、金融調節の枠組みは大変

に整備されており、その枠組みを活用しながら資金供給を行っているが、いずれに

せよ、注意深くモニターし、適切に対応したいと考えている。 

次に、金融市場の動きであるが、資料の図表１をご覧いただきたい。これは米欧

の金融市場であるが、短期金利については、資金調達圧力が高まっている。下方に

ある表の一番上の「LIBOR－OIS スプレッド」は、金融機関に対する信用リスクや流

動性リスクを表す指標であるが、このスプレッドが、去年の夏以降、随分上がって

いる。去年の夏の段階では 0.1％ぐらいであったものが、先週末も 0.845％と大変

高い水準であったが、今週に入り、更にスプレッドが拡大している。米国も欧州も

同様である。 

長期金利については、国債が安全な資産であるということで、「質への逃避」か

ら大幅に低下している。 

クレジットについては、信用リスクを表すＣＤＳプレミアムを見ても、金融セク

ターを中心に急激に上昇している。 

株価については、金融株を中心に大幅に下落した後、16 日には反発している。 

為替市場であるが、円については、全般に買いが進む展開である。ドルはまちま

ちな状況であり、資源国通貨に対しては買われる一方、円やスイスフランに対して

は売られ、全体としてはほぼ横ばいである。 

次に図表２をご覧いただきたい。今度は日本の市場である。短期市場は、資金調

達圧力の高まりが見られるが、米欧市場対比で見ると総じて落ち着いている。 

   下に「LIBOR－OIS スプレッド」というものが出ているが、16 日は 0.421％という

ことで、12 日に比べて若干上がっているが、この上がり方あるいはレベルを見ても、

欧米対比では低いということで、日本の短期金融市場でもそれなりの緊張感は出た

が、欧米対比では安定している。 

長期金利は、株安や米欧金利の低下を受けて低下した後、17 日午前中は上昇して

いる。 
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株価は、金融株のほか、円高を背景に輸出関連銘柄も下落して、大幅安となった

後、本日午前は反発している。 

次に図表４をご覧いただきたい。これは少し長い時間の流れの中で、現在の日本

の市場の状況を見たものである。一番上は、銀行間の資金調達レートの対短期国債

スプレッドである。欧米については、昨年のサブプライムローン問題発生後上昇し、

今週に入ってまた上昇している。日本の方は少し上がってはいるが、欧米対比では

安定している。 

下は、社債の対国債スプレッドである。これについても、全く同じ傾向である。

日本銀行としては、今後とも国内の関係省庁、海外の中央銀行と密接に連絡をと

りながら、金融市場の状況を注意深くモニターし、適切に対応していきたいと考え

ている。 

（二階議員） 昀近の金融情勢と原油価格の動向等について、先ほど内閣府より説明が

あったが、我が国経済はバブル崩壊以降、過剰債務を解消し、企業、金融機関、家

計とも体質は強化されているものと認識している。 

しかしながら、アメリカのリーマン・ブラザーズ証券の破綻は、対岸の火事では

なく、世界経済への影響を冷静に分析していくことが必要である。 

経済産業省においても、関係省庁と密接に連携を図りながら、中小企業への資金

供給を始め、我が国経済・産業に与える影響について、仮に影響が認められた場合

には抜かりのない対応を図っていく所存である。 

原油価格については、本年６月のサウジにおける産消国対話や、昀近の米国を中

心とする金融不安による世界経済の減速の懸念などの要因もあり、９月15日以降、

１バレル当たり 100 ドルを割り込み、本年２月初旬の水準まで下落したことは御承

知のとおりである。 

これに伴い、ガソリン、軽油等、国内石油製品の価格も下がってきており、ガソ

リン価格は過去昀高値から１リットル当たり約 10 円値下がりしている。ただし、

原油価格が１バレル当たり 100 ドルの水準であっても、実需を反映した価格とは言

い難いと認識している。 

今後を見通した場合に、原油価格の上昇につながる要因として、幾つか懸念され

る事項がある。具体的には、ＯＰＥＣ等の産油国が自国の財政収入の減少を懸念し、

価格維持のための減産に向かうリスクがある。新興国の需要が中長期的に増加する

ことが見込まれている。資源国等における政治的リスクが引き続き存在する。この

ため原油価格の先行きは依然として流動的と言わざるを得ない。 

こうした中で、我が国としては、原油価格の短期的な動向に一喜一憂するのでは

なく、引き続き、資源外交の積極的な展開等の国際的な取組や、省エネへの取組な

ど、資源高の下でも競争力を持てるような我が国産業構造の改革・構築をしていか

なくてはならない。こういう努力が必要だと考えている。 

（伊藤議員） この２週間のアメリカの動向は非常に動きの速いもので、10 年前の日本、

５年前の日本の状況を思い起こさせるものがあった。 

その中で、中央銀行、金融監督当局が安易に救済することによって、その後、ほ

かの金融機関の経営者及び取引相手等がしっかりとした経営をしなくなる、しっか

りとした取引をしなくなる、いわゆるモラルハザードの問題と、安易に金融機関が

つぶれてしまうと、その後の金融機関が萎縮してしまうシステミックリスクという

２つの危険の間で、揺れ動くというと怒られるかもしれないが、バランスをとりな

がら非常に苦悩されている姿というのは、まさに先ほどいった日本の 10 年前、５

年前を想起させるものである。 
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その中で適切な判断を下しながら、これからも危機管理に当たっていくアメリカ

及びそれをサポートしていく日本、ヨーロッパの中央銀行及び金融監督当局、財務

当局には、これからもしっかり対応していただきたい。 

先ほど白川総裁から話があったが、幸か不幸か日本はこれを 10 年前、５年前に

経験していることから、その教訓を唱えるというと怒られると思うが、一部反面教

師、一部真の教師という点で、アメリカ、ヨーロッパと緊密に連絡をとられていく

ことを期待したい。 

（丹羽議員） 今回の件は、長い目で見て、やはりドルバブルの崩壊ではないかと考え

ている。世界的に、あらゆるところがドル漬けになっているわけで、ペーパーダラ

ーと言われるものが 180 兆ドル存在する。10 年前はわずか 60 兆ドルだったわけだ

が、実体経済が世界全体で 50 兆ドルのＧＤＰであるから、乖離が非常に大きくな

っているという意味で、やはりドル信用の揺らぎではないか。であるから、ドル漬

けになっている各国が、ドルをいかに信用回復させるかというところが一番大きな

テーマだろうと考える。 

それで、アメリカ一国ではマネージできないような事態になっているのではない

か。つまり、多極化の時代に入っているということで、これはやや私の独断と偏見

であるが、もしアメリカ経済が弱体化すると、軍事面においても、あるいはアメリ

カの世界の支配力においても、揺らぎが出るかもしれないということを少し懸念し

ている。 

もう一つ、今回の問題発生以降、投資銀行は預金を受け入れていないから、そう

いう意味では資金調達が苦しく、一方でリスクの高い債権をたくさん保有している

という意味で、運用面で問題を抱えている。これではほとんどビジネスモデルが成

り立たない。こういうリスクをたくさん抱えて預金受入機関でない投資銀行である

から、まず、その面ではある程度予測されることではなかったのか。 

逆に、大手商業銀行は、サブプライムで大きな損失を被ったといっても、自己資

本が潤沢であるから、私は経営危機に進展する状況ではないと考えている。 

日本としてどうするかというと、やはり、リーマン・ブラザーズの実態把握も当

然必要であるけれども、市場の動揺を昀低限に抑えるという意味で、潤沢な資金供

給というのは、白川議員のおっしゃるとおりであるが、もう一つ、何が起きるかわ

からないので、公的資金投入の仕組みを復活させるための法的な整備というものが

やはり不可欠ではないか。これを使わなければいけないということはないが、いざ

という時に、そういうことも考えておく必要があるのではないか。 

経済財政運営について一言申し上げると、やはり現在、歳出が 83 兆円で、公債

が 25 兆円で、実際の税収等が 58 兆円と言われる中で、どうやってバランスを取る

かというと、やはり経済成長で税収増を図るか、あるいは無駄ゼロで歳出減を図る

か、あるいは消費税というものを考えて長期的な視野で税体系の見直しをするか、

この３つだと考えている。 

そういうことから言うと、経済成長が大事だと思う。基本的に見たら、やはり労

働と資本とＴＦＰで経済成長は決まるわけだが、人口減少社会で労働はマイナス。

どうしてもＴＦＰで経済成長を上げていかなければならないということになると、

技術開発に集中と選択を図り、投資を促すようなことをする。あるいは人材では、

高等教育にもっと力を入れると、こういう経済政策を長期的に取っていく必要があ

るのではないか。 

（御手洗議員） 今回のリーマン・ブラザーズの件については、日本への影響は相対的

に小さかった。株価についても、1987 年のブラックマンデーの時は、ニューヨーク
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株式市場で１日に 22.6％下落したが、昨日の下落率は４％だし、本日の東京株式市

場も５％ということで、その点は非常によかったと思う。また、一番心配された、

米国で昀大の保険会社であるＡＩＧが、政府のてこ入れで救済されることになり、

非常に安心している。 

ただ、御承知のとおり、アメリカの金融市場はまだ不安定な状態が続いている。

住宅市場が安定し、住宅価格が上昇に転じない限り、アメリカにおける金融の安定

はあり得ない。さらに、金融が安定しない限り、アメリカ経済が景気回復軌道に乗

ることはあり得ない。こうした状況はあと１年ぐらい続くのではないか。更に、今

後ヨーロッパにおいても、金融機関の破綻が起こる可能性も否定できない。 

そういう意味で、政府と日銀に我々産業界が望むことは、今後どういうことが起

こっても、世界的な金融混乱に陥らないように、米欧の政府金融当局と緊密な連絡

を取りながら、昀善の手段を講じて欲しいということである。 

次に財政について申し上げる。是非この際、税財政と社会保障の一体改革をやっ

ていただきたい。今の日本の税体系は、法人税と所得税、つまり所得課税に約 60％

を頼っているという、景気に対して脆弱な税収構造となっている。また、法人税に

ついて言えば、日本の産業の国際競争力を損なうことにもなるし、外国からの投資

を阻害する要因にもなり得る。 

一方、消費税について言えば、今、日本はＯＥＣＤの中で税率が１桁の３か国の

うちの１つだが、ヨーロッパを見ると、税収の４割から５割を消費税に依存してお

り、消費税を基軸とした税制体系となっている。消費税の良いところは、御承知の

とおり、その税収が景気変動に大きく左右されないこと。それから、国民が薄く広

く負担することで、社会保障に対する税目としては非常に納得性があり、理想的な

ものである。したがって、税制抜本改革においては、是非、消費税を軸とした税体

系に直してもらいたい。 

そして、今言ったような観点から、資産、所得、消費の３つの課税のバランスを

よくとってもらいたい。その際、特に消費税については、それが国民に還元される

という姿をはっきり見せるべきである。また、私は、将来、少なくとも５％ぐらい

の消費税率の引上げは必要だろうと考えるが、勿論、実際に税率を引上げる際には、

足元の景気への影響を考えなければならないし、子育て世代や中低所得層などの負

担軽減に向けた減税といった配慮も考えなければいけないと思う。 

これらのことを踏まえ、例えば財政再建目標の節目である 2011 年まではどうす

るか、それから 2015 年まではどうするかというような、増減税一体となった、ま

た、社会保障とも一体となった税制の中長期的な姿を、時間軸も含め、国民に是非

示してほしい。 

（八代議員） 今、御手洗議員がまさにおっしゃったように、今回の金融危機の問題は、

欧米市場に比べ日本市場への直接的な影響は小さいわけで、やはりこれをちゃんと

プレーアップする必要がある。 

   今、金融庁でも、リーマン・ブラザーズに関連する不良債権の公表があるが、こ

れ以外に、円建外債ものもあるわけで、是非それらを合わせたマクロ的なインパク

トを、難しいと思うが、推計していただくことにより、日本に対する影響はこの程

度であるという、欧米と比べた相対的な優位性をきちんと速やかに投資家に示す必

要があるのではないか。 

それから、後で二階議員からご説明があると思うが、日本経済の成長戦略を着実

に実行する、財政規律を守るんだというコミットメントを政府として、きちんと示

すことにより、この危機をむしろチャンスに結び付けていくという積極的な姿勢が
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必要ではないか。 

（与謝野議員） それでは、本日は、国際金融資本市場の現在の状況と我が国経済への

影響と対応について議論をしていただいた。次のようにとりまとめたい。 

第１に、このような事態に対し我が国は国際的協調は惜しまないこと。 

第２に、現時点において、我が国の各金融機関の経営に重大な影響を与えるよう

な事態は確認されておらず、また、関係機関において必要な措置が取られているこ

と。 

第３に、我が国の金融システムは基本的に健全ではあるが、景気が弱含む中、国

際金融資本市場の混乱により、景気が更に下振れするリスクが存在するので、政府

を挙げてこの点に留意すること。 

第４に、国際金融資本市場の混乱に対して、金融機関が過剰防衛をし、貸し渋り

などを行わぬよう、現場情報の迅速な把握、規制当局によるきめ細かな監視を行う

とともに、政府系金融機関による積極的な対応を図ること。 

なお、以上の４点については、明日、日本経団連、経済同友会、日本商工会議所

など、経済団体の幹部の方々に直接お会いをし、これから行われる福田議長の御発

言を始め、現在の政府の取組状況をお伝えするとともに、経済情勢等についてお考

えを伺ってまいりたい。 

以上のとりまとめでよろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（二階議員） お手元にお配りさせていただいているが、「新経済成長戦略」の改訂に

ついて、各省庁の御協力をいただき、ようやくとりまとめができた。資源価格の高

騰等の昨今の構造変化を踏まえ、２年前に経済産業省で策定した「新経済成長戦略」

について、今回はこれを徹底的に洗い直しを行い、関係各省からさまざまな御意

見・アイデア等もちょうだいし、強化、加速すべき施策をとりまとめることにした。 

ただいま八代議員からもお話があったが、現下の厳しい状況の中で、「ピンチを

チャンスに変える」という発想をキーワードに、成長への道筋を示す強いメッセー

ジを発信できるようにしたいという思いで、関係者は８月、そして、９月の初めに

至るまでほとんど休みなく、みんなで頑張った。各省庁からも大変誠実な、また、

的確な御意見をちょうだいした。したがって、今後、政策の停滞が起こることのな

いよう、政府全体の取組として早急にとりまとめるべく、今週中には閣議決定まで

お願いしたい。 

なお、前々から御協力いただいていた東アジアの経済研究センター、つまり、16

か国の 31 億人の民と、11 兆ドルの経済規模を誇る、いわゆる「ＥＲＩＡ」という

「東アジア・アセアン経済研究センター」が６月３日に設立したわけだが、今日、

ジャカルタで立派なビルに入らせていただき、本格的に活動を開始させていただい

た。このことを感謝を込めて御報告申し上げておきたい。 

（福田議長） ただいま、関係大臣、また、日銀総裁から詳細にわたり御説明いただい

たが、昀近の金融情勢については世界の金融・資本市場の動向を注視するとともに、

我が国市場や金融機関への影響、そして、民間金融機関の貸出動向を通じた実体経

済への影響を迅速かつ正確に把握する必要がある。関係する当局においては、各国

当局とも密接に連携しつつ、金融システムの安定、金融サービスの利用者の保護、

金融機関からの円滑な資金供給の確保に向けて、万全を期していただきたい。 

（茂木臨時議員退室） 

○経済財政運営についての自由懇談
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（八代議員） それでは、お手元に２つ資料がある。私は、この諮問会議では、国の資

産債務改革と労働市場改革に関する専門調査会を担当しており、いずれもこの機会

に昀後の御報告をさせていただきたい。 

まず労働市場改革専門調査会だが、これは４番目の報告である。１枚紙があるが、

この報告は、現在、大きな話題になっている、正社員と非正社員の格差の問題をど

う解消していくかということについてである。その働き方の壁を是正するためには、

単純に非正社員をみんな正社員にすればいいという、やや非現実的な考え方ではな

く、もっと間を取るような、言わば正社員と非正社員の中間的な働き方の整備とい

う問題、あるいは雇用・処遇の「共通ルール」の策定、ジョブ・カードを通じた職

業訓練の推進、雇用保険の活用や社会保険の適用拡大、それから、労働問題だけで

対応するのではなく、生活保護制度の改革とセットにし、この非正社員の処遇の改

善、生活困窮者への対応についても総合的に行うべきことをまとめている。これが

第１である。 

もう一つは特別会計のムダ・ゼロということであり、それを、特にストック管理

について検討することが７月 26 日の諮問会議で宿題となっていた。お手元の１枚

紙と資料「特別会計改革の方向性について ～ストック管理のあり方を中心に～」

について、これは限られた時間ではあるが、事務局で検討し、伊藤議員や専門調査

会の委員の御意見も伺って、以下のような内容で報告書を作成した。 

第１に、特別会計の情報公開はまだ不十分であり、事業の効率化の障害となって

おり、例えば空港整備特別会計については個別の事業収支やバランスシートが開示

されておらず、したがって、政策コストの分析もできていない。 

第２に、必要な積立金の規模についての基準が特別会計では明確でないものが多

い。このために、例えば歳出面の無駄を減らすと、その分だけ更に積立金が増えて

しまうという皮肉なことが起こるわけで、やはり歳出面の合理化努力を一般会計や

国民の負担減に結び付けるためにも、積立金の昀適な規模をきちっと明確にする、

あるいは各省庁に対して説明責任を求めることが大事ではないか。 

同時に、労災保険等、必要な積立金があるが、その運用利回りが著しく低く、逸

失利益という形での無駄が生じていると考えられる。労災年金というものは基本的

に厚生年金と同じ機能であり、給付の発生要因が違うだけである。仮に、労災年金

の積立金について、同じ長期運用資金である厚生年金と同様な運用を行うと、過去

10年間で見ても利回り差で0.5％ぐらいある。昀近で見るともう少し大きくなるが、

10 年間で見ても、約 400 億円ぐらいの運用差益が出る。そういう意味でも、同じ年

金であれば、旧厚生省、旧労働省の壁を超え、一体的な運用がやはり望ましいので

はないか。そういう意味の隠れた無駄も指摘している。 

昀後に、昀近、特別会計の「埋蔵金」を活用し景気対策をという議論があるが、

そういうふうに国の債務をそのままにして資産だけを取り崩すことは、言わば隠れ

た国債発行と同じであり、特別会計の透明性の原則に反する。仮に、過剰な積立金

があったとすれば、それは原則として国債償還に充て、資産と債務を両建てで削減

するストックからストックへの原則を堅持する必要があるということを主張して

いる。 

（伊藤議員） 諮問会議についての感想を少し述べさせていただく。 

まず、これまで２年間、本会議の有識者議員を務めさせていただいたが、このよ

うな機会を与えていただいた安倍前総理、福田総理にお礼を申し上げたい。 

２年間の経験から、本会議の意義について次のように考えている。 

まず、総理の諮問機関ということから、これは生かすも殺すも基本的には総理の
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決意と実行力にかかっている。これは実際に参加してみて、よく理解することがで

きた。したがって、総理がこの会議を利用するかどうかで、もし利用するというこ

とであれば、様々な圧力に抗する盾のような役割を果たせるのかなと考えている。

それで、政策の選択肢の形成、利害関係者との調整、昀終的な政策の選択等のプ

ロセスの中で、諮問会議が微力ながら貢献することができれば、その存在意義があ

るのではないか。特に、各省それぞれが打ち出す選択肢よりは、より国益全体を考

えた選択肢を提示する、あるいはその実行がきちんとされているか、工程表どおり

に実行されているかを適宜モニターすることについては、諮問会議が得意とすると

ころである。 

霞が関が世界一のシンクタンクであることはよく言われる。各省の官僚は、調査

能力・分析能力には非常に優れたものがある。これはほかの国の官僚、あるいは国

際機関のスタッフともよくつき合うことがあるが、日本の官僚組織は総じて優秀で

ある。 

ただし、その優秀さゆえに、これはいつもではないが、時として、国益ではなく

省益を優先させる議論を組み立ててしまうことがあり、一旦、組み立ててしまって、

こういうことはできませんという議論を展開し始め、官邸や国会議員を説得して回

ると、これをひっくり返すのは非常に容易ではない。したがって、その省の利益が

必ずしも国の利益にならないことが生じることはしばしばあるわけで、そういった

過去の政策の誤りをなかなか認めないことも官僚組織の世界的なパターンである。

更に、官僚の世界では、各省の管轄に横断的にまたがる政策課題をパッケージと

して解くことは非常に不得意とするところだから、このようなときに官邸が力を発

揮すべきであり、そのために諮問会議を使っていくことは非常に有効なことではな

いか。勿論、実際の政策を立法化することが必要であれば、これは国会であり、国

会議員が政策を理解してサポートしてくれることが必要だが、政策はあくまでも政

府が立案して実行していくことが重要である。 

経済政策の理論に時間の不整合性という概念がある。タイム・インコンシステン

シーと呼ばれている。これは、将来にわたり、今日はこの政策、来年はこういう政

策という、政策の時系列を昀適に考える場合、つまり将来の政策を約束し、現在の

政策決定をする場合に、時間が経つに従って昀初の約束を反故にする動機が発生す

る場合がある。したがって、来年はこれをやるから、今年はこれをやるということ

を約束したとしても、来年になったときに、その約束を反故にしてしまうという誘

因が発生する。そういった誘因が発生しないような、つまり将来のどの時点から政

策立案をやり直したとしても、やはり同じ経路の上に乗っているという政策を立て

なければいけない。これがタイム・インコンシステンシーの文献の洞察である。 

これは、よく言われるのは、例としていいかどうかわからないが、人質を取られ

た場合、今回は身代金を払って人質を救済するが、次回からは絶対に身代金は払い

ませんというのが、勿論これが昀適な政策だが、それをやったとすると、やはり次

回人質を取られたときに、それを引っくり返すという誘因が発生する。金融機関を

今回は救済するが、次回からは救済しない。これはベストである。金融システムの

安定性は守るが、モラルハザードは今回１回限りで、次回からはやらない。でもや

はり次回、金融機関が倒れそうになったときには、それを救いたくなる。実際に１

回救ってしまうと、次にそういった要因が起きやすくなる。これがモラルハザード

である。 

したがって、やはり将来もどの時点から見直したとしても、過去にたてた政策を

取りたいという政策を立てなければいけない。つまり現在は多少痛みを感じても、
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将来も同じルールの上に乗っていることが必要になる。それが先ほど、丹羽議員、

御手洗議員がおっしゃった財政赤字にも当てはまる。今年は、景気対策をしたいけ

れども、来年からは絶対財政秩序は守る。それを毎年やったのでは、いつまで経っ

ても財政はよくならないということで、やはり財政に関してもルールをきちんと決

め、そのルールはどの時点から始めても守ることができるといったようなルールを、

是非つくり上げ、抜本改革に結び付けていただきたい。 

昀後に、２年間、私も参加して非常によかったと思うのは、マクロの議論で、何

とか財政収支について、「プライマリー・バランス 2011 年回復」を守ってきたのは、

よかったと思う。 

排出権取引についても一歩前進があった。 

それから、羽田の国際化と外資規制について、羽田の国際化は推進する、外資規

制については押し戻した、これも私は諮問会議が果たした役割の一つに数えたい。

あとは金融資本市場の発展について、ある程度道筋をつけることができた。 

この４点は誇りに思いたい。 

残念に思ったことが２つある。 

１つは農業。だれもが今の農業のままでは、長期的に立ち行かないことがわかっ

ているはずだが、ではどうしたらいいのかというときに、なかなか抜本的な対策が

打てない。食料価格の高騰は、チャンスである。しかし、そのチャンスを生かすに

は、やはり自由化、効率化をしないといけない。一番効率的なところがつくるとい

うことに持っていかないと、うまくいかない。こういった道筋を付けられなかった

ことが非常に残念である。 

それから、先ほどから、丹羽議員、御手洗議員がおっしゃっている、包括的な税

財政改革について、これは今年の秋にやりましょうということを、昨年の春にも言

ったし、今年の春にも言ったし、それがどうもできそうもないというのは非常に残

念であった。 

次の総理も、本会議の意義を十分理解した上で、より積極的にこれを活用すると

いうことを期待して、２年間の感想の締めくくりとさせていただきたい。ありがと

うございました。 

（伊吹議員） 伊藤議員のお話を伺い、なるほどなと思うところと、現実のパワーゲー

ムの中でのたうちながら、おっしゃっている方向へ持っていこうとしている立場の

者との、若干の意見の違いがある。 

先ほど、御手洗議員や丹羽議員がおっしゃった方向は、我々は全く反対じゃない。

何とかしてそこへ持っていかなければいけない。長期的には、日本が長寿・少子社

会になるわけだから、労働者１人当たりの生産性は当然落ちる。だから、丹羽議員

がおっしゃったように教育投資をして、特に若い労働力の質を上げていかなければ

いけないと同時に、科学技術その他の振興を通じ、設備の生産性を上げていく、こ

こまでですね。 

あと、外国人労働者を入れてくるかどうかは、経済外コストの大きさを考えて判

断しなければならない。大きな問題があるが、長期的にはみんな上げ潮で当然考え

る。 

さて、そこで中期あるいは短期で、そう簡単に物事がいけるならば、今すべての

問題が解決しているはずである。しかし、短期的には、例えばアメリカのこういう

問題が起こったり、資源価格の高騰が起こったり、そのときそのときを生き抜かな

ければならない。だから、今回の総裁選を見ていても、ある人は当面を生きること

を言えば、当然中長期的にばらまき派だというレッテルを張る。中長期的に必要な
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ことを言っている人に対し、短期的には景気の問題も考えずに、増税派だというレ

ッテルを張る。 

この前の土曜日、あるテレビ番組に出て、ごらんいただいたかどうかわからない

が、後ろにいてコメントしている方が、一番象徴的だったのは、アメリカの負担を

求めながら、スウェーデンの給付を全員が期待している。そして今、野党第１党が

消費税を上げない。つまりお二人がおっしゃった、中長期的な税制改正をやらない

ということを言っている。その民主主義の意思決定、主権在民である意思決定を選

挙でくぐり抜けないといけない。くぐり抜けないと意思決定の主導権が取れない。

その主導権を取ったときに、先生がおっしゃっているように、一度こうやったから、

次もこうなる、２度目もこうなる、３度目もこうなるかどうかは、それはそのとき

の総理を含め、我が自由民主党に矜持があるかどうかという、人間の力の問題であ

る。 

だから、是非学界や経済界の皆さんにお願いしておきたいのは、現実の意思決定

の中で、何とかこれを乗り切っていくためには、やはり２歩進みながら１歩退く。

しかし、１歩退けば必ず２歩進むんだという決意を持っている政治家は結構いる。

なので、私はここ３、４年の間に、どういうスケジュールで今おっしゃったような

社会保障を含めての、あるいは保険料を含めての体系を組み立てていくかを、政治

の意思決定の選挙という関所を置きながら、一定の工程表のようなものを持ってい

る。それは、与謝野議員も持っているだろうし、町村議員も持っているだろうし、

みんなそういうことを内々には議論している。しかし、それをどう現実の中で関所

を超えていくために、時には意に沿わないこともやっているんだということだけは、

ひとつ理解をしておいていただきたい。だからといって無茶をするつもりは全くな

い。 

（伊藤議員） 私は、何回か前の諮問会議で申し上げたとおり、勿論生産力の上昇、加

速は必要だが、教育投資を充実するというのは全く賛成である。少子化対策も賛成

である。ただし、勿論財源というのは考えなければいけない。おっしゃったとおり、

アメリカの負担でスウェーデンの福祉はできない。 

ただ、そういったことはきちんと説明していく責任が政治にはある。ここまで来

た場合にはそれ全部をやる必要がある。生産力も上げなければいけないし、歳出削

減もしなければいけないし、増税もしなければいけない。全部やらないと間に合わ

ないところまで来ている。そういう意味では、おっしゃったことは全然違和感がな

い。 

ただ、今、減税をし、再来年増税をするということであれば、それはやはりルー

ル化しないと、どういうときに減税をするのか、どういうときに増税できるのかを、

はっきりとルールとして示していただきたい。というのは、97 年の税率引き上げの

ときは、まず定率減税をやって、ただし２年後には消費税率を上げることを決めて

いた。法律を通した。それは１つのやり方だが、減税だけして、将来景気がよくな

かったら増税するという約束だけでは信用できない。 

（福田議長） 本当にいろいろお世話になり、ありがとうございました。今、伊藤議員

からもお話があったが、私どももできるだけのことをしたつもりだが、十分でない

ということもよくわかっており、そういうことを常に反省をしつつ、日々送ってき

た、そういう思いである。 

しかしながら、本当に真摯な御議論を積み重ねていただき、私だけでも 33 回や

っていただいた。本当に時間も取らせたし、時には真剣な議論もあり、いつも真剣

でしたが、とりわけ真剣な議論もあったということで、皆様方の御苦労に心から感
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謝を申し上げたい。 

これからやることはたくさんあるので、後の人も大変苦労するんだろうと思うが、

成し遂げなければいけないことなので、また議員の皆様方には、いろいろな観点か

ら御指導を是非よろしくお願いしたいと思っているので、そのお願いだけ申し上げ、

この会議を終わらせていただきたい。 

どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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