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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 3月 25日（水） 17:10～18:42 

2．場所：官邸２階大ホール 

3．出席議員： 

議長    麻 生   太 郎   内閣総理大臣 

議員    河 村   建 夫   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 金融） 

                （兼）財務大臣 

同     鳩 山    夫   総務大臣 

同     二 階   俊 博   経済産業大臣 

同     白 川   方 明   日本銀行総裁 

同     岩 田   一 政   内閣府経済社会総合研究所長 

同      張    富士夫   トヨタ自動車株式会社取締役会長 

同     三 村   明 夫   新日本製鐵株式会社代表取締役会長 

同     吉 川      洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員   中曽根 弘 文      外務大臣 

同      野 田  聖 子   内閣府特命担当大臣（科学技術政策） 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）現下の金融情勢 

（２）経済危機克服の道筋 

（３）成長戦略集中審議：その４ 

  １）底力発揮（情報通信技術） 

  ２）アジア・ワイドの成長力強化 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○企業の資金繰り対策について（二階議員提出資料） 

○白川議員提出資料 

○現下の金融経済情勢と金融庁の対応について（金融庁） 

○経済危機克服の道筋について（有識者議員提出資料） 

○情報通信分野における成長戦略について（有識者議員提出資料） 
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○未来につながるデジタル新国家戦略 ～三か年緊急プラン～  

（野田臨時議員提出資料） 

○デジタル日本創生プロジェクト－ＩＣＴ鳩山プラン－ （鳩山議員提出資料） 

○成長戦略（ＩＴ）について（二階議員提出資料） 

○アジアとともに回復・成長するために（有識者議員提出資料） 

○アジア・ワイドの成長力強化（二階議員提出資料） 

○アジアの成長力強化について（中曽根臨時議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○世界経済の見通しとリスク（内閣府） 

○諸外国の金融システム安定化策と財政刺激策（内閣府） 

○未来につながるデジタル新国家戦略 ～三か年緊急プラン～（参考資料） 

              （野田臨時議員提出資料） 

○将来の成長に向けた科学技術政策の重要課題について 

（総合科学技術会議有識者議員）（参考資料）（野田臨時議員提出資料） 

○ＩＴを使いこなせる社会の実現に向けて（参考資料）（河村議員提出資料） 

○デジタル日本創生プロジェクト－ＩＣＴ鳩山プラン－（参考資料） 

               （鳩山議員提出資料） 

○社会資本整備重点計画（案）について（警察庁・農林水産省・国土交通省） 

 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） それでは、ただいまから経済財政諮問会議を開催いたします。 

本日は議題が立て込んでいまして、簡潔な御発言をお願いします。 

まず現下の金融情勢について、御審議をいただきます。 

初めに、二階議員からお願いします。 

 

○現下の金融情勢 

（二階議員） 資料「企業の資金繰り対策について」に沿って説明します。１ページ

目、中小・小規模企業対策であります。中小・小規模企業向けの緊急保証は、お

陰様で８兆 6,000 億円、商工中金を含めたセーフティーネット貸付は１兆 4,000

億円となり、昨日をもって全体の利用実績が 10 兆円を超えました。保証は 40 万

件に達しました。関係者の努力の賜物でありますが、年度末金融の真っただ中で

あり、気を引き締めて、資金繰り支援に全力で取り組んでまいりたいと思います。 

 ２ページ目は中堅・大企業対策であります。中堅・大企業向けには、日本政策投

資銀行や商工中金を通じて、総額３兆円規模の融資及びＣＰ買取を実施したことは

御承知のとおりであります。また、引き続き予断を許さない中堅・大企業の資金繰
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り状況を踏まえて、今国会に提出しました改正産活法案において、主として中堅企

業向け融資を円滑化するために、中小企業基盤整備機構による債務保証制度の創設、

次に雇用規模が大きいなどの一定の要件を満たす企業への民間金融機関の出資を

円滑化するため、日本政策金融公庫が損失補てんを行うことを可能とする制度の創

設を盛り込んだところであります。 

資料の３ページは海外事業対策について。昨年末に日本貿易保険（ＮＥＸＩ）、

国際協力銀行（ＪＢＩＣ）による支援対象を拡充し、更に、本年、ＮＥＸＩについ

て１兆円の支援枠を設けました。実際にＮＥＸＩによる資金繰り支援対策について

は、自動車関連、建設機械、工作機械、電機等の幅広い業種から 7,000億円を超え

る具体的な要望が寄せられており、年度末には 3,000億円程度の保険引受を行う見

込みであります。今後とも企業の資金調達の実情の把握に努めながら、関係府省、

機関と緊密に連絡をして、万全の取組を進めたいと思います。 

（与謝野議員） ありがとうございました。 

次に、白川議員からお願いします。 

（白川議員） 私からは、最近の金融市場の動向と日本銀行の対応について御説明し

ます。 

日本の金融の問題を考える際には、グローバルな金融市場の動向が決定的に重要

であります。その意味で、まず１ページ目、アメリカの株価のグラフをご覧くださ

い。足元は大幅に上昇しています。米国の株価は金融機関や企業の業績をめぐる懸

念から低下傾向をたどっていましたけれども、３月に入りまして反転していまして、

特に、薄い折れ線グラフですけれども、金融セクターの上昇が目立っています。も

っとも、下段の方ですけれども、ＣＤＳプレミアムという、投資家が企業の破綻リ

スクをどの程度感じているのかを示す指標であるわけですけれども、ＣＤＳプレミ

アムは株価とは異なりまして、３月に入って、どちらかといえば上昇しています。

つまり金融機関経営に対する評価は、株式市場とこのＣＤＳの市場では異なってい

るということであります。私どもとしては、米国の金融機関経営に対する懸念はな

お根強く、今後も注意が怠れないと見ています。 

次に、２ページ目のＣＰ・社債市場の動向であります。まず上段のグラフですけ

れども、ＣＰの発行金利と短期国債利回りの差であります。いつも申し上げていま

すとおり、リーマンブラザーズの破綻以降、大きく拡大していたこの金利差は、年

明け以降、高い格付けの先を中心に低下をしてきています。中段の発行残高ですけ

れども、昨年 11月にかけて減少した後、徐々に増加をしてきています。このよう

に、ＣＰ市場は、政府あるいは日本銀行による様々な措置を受けまして、機能が回

復の方向に向かっています。ただし、下段でありますけれども、社債市場の動向を

見ますと、国債利回りに対する社債発行金利の上乗せ幅は、欧米に比べますと低い

とはいえ、しかし日本のマーケットにおいても拡大を続けています。また、発行環

境も、格付けの低い先では厳しい状況が続いています。 

３ページ目の銀行貸出の動向でありますが、上段は、各国における銀行貸出の前

年対比の伸び率を示しています。米欧では企業の信用力低下や銀行の貸出態度の厳
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格化などを受けまして、伸び率が急速に低下をしています。これに対し我が国の方

は、伸び率はむしろ高まりまして、高い伸びが続いています。下段は、我が国の銀

行貸出について、企業規模別に見たものであります。大企業向けの貸出が高い伸び

率で推移しているほか、前年比マイナスが続いている中小企業向けも、減少幅自体

は縮小の方向にあります。もっとも、資金繰りや金融機関の貸出姿勢が厳しいとす

る企業が多くなっていまして、全体として、我が国の金融環境は厳しい状態が続い

ていると判断しています。 

以上が現状でございます。こうした現在の情勢を踏まえまして、これまでの日本

銀行による政策対応をごく簡単に説明しますと、いつも申し上げていますけれども、

政策金利の引下げ、金融市場の安定確保、企業金融の円滑化の支援という三本柱を

中心に、様々な措置を実施しています。また、金融システムの安定を図るために、

金融機関保有株式の買入れを再開したほか、金融機関向けの劣後ローンの供与につ

いて、現在検討を急いでいます。 

これらの措置に加えまして、政府による対応の効果もあり、企業や金融機関の年

度末越えの資金繰りは、ほぼ目途が立っていると見られます。そこで年度明け後の

金融経済情勢が次の焦点になります。在庫調整の進捗を背景に、生産の減少テンポ

は鈍化するとの話も聞かれ始めています。しかし、企業業績が悪化を続ける可能性

が高いほか、社債の償還は１～３月よりも４～６月の方が多いということでありま

す。このため、金融市場や企業金融の動向については、引き続き注意して見ていく

必要があると考えています。 

日本銀行は、既に、年度明け後の金融市場の安定を確保するために、長期の資金

供給となる長期国債買入れを年 21.6兆円に増額することや、様々な臨時の措置を

延長することを決定しています。今後とも、市場の安定と円滑な企業金融の確保に

向けて全力を挙げたいと思っています。 

（与謝野議員） 次に、金融庁の事務方から説明をさせます。 

（大藤金融庁総括審議官） 資料「現在の金融経済情勢と金融庁の対応について」に

沿って御説明いたします。 

１ページ目をご覧ください。我が国の金融システムそのものは、欧米に比べれば

相対的には安定しているものの、グローバルな金融危機に影響にも留意しつつ、引

き続きこれを注視していく必要があります。他方、実体経済は世界的な景気後退の

影響を受けて輸出が急減するなど、厳しい状況にありまして、こうした中で中小企

業はもとより、中堅・大企業等の状況、資金繰りも厳しさを増しています。 

以上のような状況を背景に民間金融機関が適切なリスク管理の下、円滑かつ積極

的な金融仲介機能を発揮することが重要でありまして、金融庁としてもこれをサポ

ートするため、１ページに掲げていますような施策、取組を行ってきたところであ

ります。 

そして、２ページ目、今後に向けた対応であります。ただいま白川議員からお話

がありましたように、年度末の資金繰りについてはおおむね目途が付いていると見

られますが、引き続きこれを注視していく必要があります。また、３月期決算が発
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表をされる５月頃も１つの山場とされていまして、新年度になりましても引き続き

注視していく必要があると考えています。金融庁の具体的な対応でありますが、年

度末及び新年度に向けまして、金融円滑化のため、追加的な措置を講ずることを３

月 10日に公表したところであります。主な内容を紹介しますと、まず民間金融機

関に対するモニタリングとしまして、２月中旬から特別ヒアリングを実施していま

して、この結果等を踏まえ、４～６月に主要行等に対しまして、年度末金融への取

組状況、及び新年度に入りました後の信用供与の状況について集中検査を実施しま

す。次に民間金融機関が金融機能強化法を積極的に活用して、資本基盤を強化し、

金融仲介機能を適切かつ十分に発揮してもらうための環境整備に努めているとこ

ろであります。３月 13日には地域銀行３行への国の資本参加が決定されたところ

であり、また、３月 19日には新たに２行が検討に着手する旨公表したところであ

ります。金融仲介機能発揮のための制度整備等としては、信用保証協会により緊急

保証付融資について、特例的に自己資本比率規制上のリスクウェイトを 10％から

０％に引き下げるなどの措置を講じているところであります。 

企業等に対する円滑な金融は、金融機関の最も重要な役割の一つであると認識し

ていまして、金融庁といたしまして、今後とも関係省庁等と連携して、しっかり取

り組んでまいりたいと考えています。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

 年度末資金繰りに引き続き万全の対応を期すとともに、４月以降も適切な対処を

講じてまいりますので、関係大臣、日銀総裁におかれましてもよろしくお願い申し

上げます。 

 

○経済危機克服の道筋 

（与謝野議員） 続きまして、この経済危機克服の道筋について御審議をいただきま

す。 

先週、「経済危機克服のための有識者会合」を開催しましたが、頂戴した御提案

につきましては、経済財政諮問会議でも検討するように総理より御指示をいただき

ました。これらについては、現在、整理を行っておりまして、次回の経済財政諮問

会議で御報告をさせていただきます。 

それでは、まず吉川議員から御発言をいただきます。 

（吉川議員） それでは、説明資料「経済危機克服の道筋について」を御説明いたし

ます。時間の関係がありますので、簡潔に説明させていただければと思います。 

今後３年程度を見通した場合、経済克服の道筋は、以下に御説明するとおり、３

つの局面に分けて考えることができる。各局面のリスクに応じた対応を、政策には

ラグがありますので、そうしたことも考慮に入れて、タイミングも考えながら今か

ら準備する必要がある。こうした道筋を明確にすることが今後の成長期待を支える

ことにもなると私どもは考えています。 

そこで、お手元の資料の７ページの参考２、横長の「実質ＧＤＰ」と書いてある

ページを見ていただければと思います。 
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先ほど、３つの局面があるということを申し上げました。３つの局面であります

が、この図は実質ＧＤＰの実額、水準を、あるところまでは実績、それから、あと

は予測に基づいて書いたものであります。 

３つの局面の第１は「危機フェーズ」ということですが、残念ながら経済の縮小

が続く可能性が大きい局面であります。 

リスクとしては、金融危機と実体経済悪化のスパイラルを防がなければいけない。

これが重要な政策目標になるということであります。たった今、我々は現下の金融

情勢について議論したわけでありますが、これが第１の局面。 

第２が「底入れフェーズ」と名付けていますが、この局面が、日本経済が本当に

底入れをするのか、あるいは二番底、三番底に陥るのか、分かれ道になる局面だと

考えています。 

この第２の局面における政策目標は、経済の「底打ち」を確かなものにして、中

長期的な安定成長の「呼び水」を実施する。取るべき政策としては、１つはキーワ

ードとして「Wise Spending」ということ。それから、もう一つは「アジアの内需

拡大と保護主義防止」ということが取るべき政策のポイントになると考えています。 

そこで、今、申し上げました Wise Spendingでありますが、８ページに、横長の

Wise Spendingのイメージを描いた図であります。これは実質ＧＤＰが落ちてきて

いるわけです。後ほども申し上げますが、一体、どれだけ、これを公需、あるいは

財政で下支えするのかということです。 

この図で言っているのは、Ａ、Ｂ、２つの道があるわけですが、Ｂの方は、足元

で落ちたものをたくさん持ち上げている。しかしながら、中身が余り Wiseでない

ということで、将来の成長ということからしますと、しっかりした成長に結び付い

ていない。一方、Ａは、足元での下支えはＢほど大きくない。しかしながら、内容

が Wiseということで、将来の成長を確かなものにしている。 

このＡ、Ｂ、２つを比べますと、長期的に考えますと、ＢよりはＡの方がはるか

にいいということになるだろう。この将来の成長に結び付くような支出というもの

が、もともと、ケインズがキーワードにしたわけでありますが、Wise Spendingだ

と私たちは考えています。 

もう一度、７ページに戻っていただきますと、３つ目の局面が「回復・成長フェ

ーズ」であります。経済の回復から、安定成長軌道への復帰ということです。 

政策目標としては、他の先進国に先駆けて安定成長への復帰を図る。取るべき政

策ですが「需要創造型イノベーション」、「生産性向上」、「成長のためのボトルネッ

ク解消」、「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保」、「財政規律の回復」をど

うするかというようなことがあります。 

以上の説明と関連して５つの論点を掲げて問いかけています。これは本文に戻っ

ていただくと、３ページであります。 

「論点１ 底割れをどう回避するのか」。これは金融システムの安定、あるいは

各国が協調した内需拡大をどれだけ必要とするのか。国際協調がどのくらい必要な

のか。外需で落ちたＧＤＰギャップをすべて財政で埋めるという考え方については、
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結局、弊害が大きくなるのではないか。一方でデフレのリスクをどのように考える

のか。こうしたことを考慮に入れる必要がある。 

関連しますが「論点２ その際、『中期プログラム』、財政規律との関係をどう考

えるか」。もとより財政の持続可能性ということも考えなければいけない。「中期プ

ログラム」などの内容の具体化を進めて、財政健全化の取組も着実に行う必要があ

るのではないか。または中長期的には、大量の国債発行が行われる中で金融環境の

安定が重要だ。 

「論点３ 回復・成長フェーズの成長率をどのように高めるか」。これについて

は、Wise Spendingということを既にお話ししました。環境・省エネ等、あるいは

新たな輸出競争力に立脚した安定成長を目指す。あるいは４ページに行きまして、

新しい経済社会構造への転換を促すようなものということであります。 

「論点４ 雇用・失業への対応」でありますが、経済の全体の姿は実質ＧＤＰで

とらえるわけですけれども、深刻な不況のコストはすべての人が等しく負担するも

のではありません。その意味では平均では語れないところがある。その一番重要な

ものとして雇用があると思いますが、雇用失業率をどのように考えるのか。 

最後に「論点５ 内需、とりわけ消費を如何に喚起するか」。参考の図が最後に

付けてありますが、そもそも、今回の日本経済の深刻な状況というものは、現在の

日本経済の姿が過度に外需依存ということになっているところにも帰因するわけ

でありますから、内需、とりわけ消費を喚起する必要があるのではないか。その場

合に、どのようにして喚起するのか。これを論点５として挙げています。 

（与謝野議員） ありがとうございます。それでは、御発言のある方、お願いいたし

ます。 

岩田議員、どうぞ。 

（岩田議員） 今の吉川議員の説明に補足させていただきたいと思います。雇用及び

失業への影響という観点から、今の吉川議員の御説明に私の解釈を少し付け加え

させていただきたいと思います。 

最初に、９ページの参考４をご覧いただきたいのです。今の民間の予測では、

現在、4.2％程度の失業率が 2009年には 5.3％に上がるというような予測をしてい

ます。2010 年のものはまだ出ていません。この今の予測は少し楽観的過ぎる。失

業率の数字が 5.3％ぐらいで収まるとは思われない。結論を先に申しますと、2010

年の後半か末ぐらいには７％ぐらいに上る可能性があると考えています。 

どうして、そう考えるかということなのですが、戻っていただいて参考２という、

先ほどの実質ＧＤＰの数字をご覧いただくと、2007 年度のＧＤＰの数字が 562.8

兆円であります。それから、2009 年度には、今、民間の予測では 523.9 兆円とい

う数字になっている。その差を取りますと約 40兆円あるわけです。ところが、Ｇ

ＤＰギャップというものは潜在のＧＤＰとの差なので、この間に２年間、実は潜在

成長率の方は１％強伸びていますので、２％強をこの 40兆円に加えないと、実は

ＧＤＰギャップの大きさにはならない。つまり、加えますと 50兆円。この前のヒ

アリングで河野龍太郎さんが 50兆円を埋めるのは無理だとおっしゃったのは、恐
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らく、それと整合的な数字なのだろうと思います。 

ＯＥＣＤの最近の研究でも、やはりＧＤＰギャップが 10％ぐらいになる。10％

ぐらいになるということは、これを失業率に換算しますと、２月の会合で申し上げ

ましたけれども、大体３で割ればよろしい。そうしますと、ＧＤＰギャップが 10％、

マイナス幅がふくらむということは、失業率で言うと実は３％ぐらい上がることで

あります。そうしますと、今、大体４％ですから、どう考えても７％程度に上がっ

ていく。ですから、この参考４をもう一度ご覧いただきますと、この赤で描いてあ

るほどは勢いよく上がらないかもしれないけれども、今の民間予測よりはかなり上

回る速度で、失業率が 2010年の末ぐらいにかけて７％近くに上がっていくのでは

ないかと思うのです。 

このときに、それでは、政策としてはどう考えるべきかということがやはり問題

だと思うのです。やはり失業率というものは非常に大事な数字だと思うのです。失

業する人がこれだけ増えてしまうことに対して、やはり痛みを感ずるべきではない

か。ちなみに、３％増えるということは、ほぼ 200万人に相当するのです。私、以

前にも 200万人ぐらい雇用を創造することを考えたらどうかと申し上げたのは、実

はそういう意味がありまして、200万人ぐらいを創出するようなことをすれば大体

いいかなというのが考えで、そういうことを申し上げたことがあります。 

ところが、３％上がるということなのですけれども、どうしても避けるべきは、

過去の失業率で最高だったのは、2002年あるいは 2003年にピークが 5.5％ありま

した。これは景気が底を打ってから、実は１年半から２年ぐらい遅れて失業率がピ

ークに達するわけです。そうしますと、そのときに 5.5％を上回るようなことを放

置するのは、やはり政策的にはまずいと思います。そうしますと、７％から 5.5％

を引きますと、1.5％分の失業率を何とか縮める、圧縮することがどうしても必要

なのではないかと思うのです。 

その 1.5％分の失業率は、ＧＤＰの大きさで言いますと、また、これは３をかけ

ればいいので 4.5％分ということになるわけなのです。つまり、ＧＤＰギャップは

10％あるのですけれども、そのうち 4.5％分ぐらいの実質ＧＤＰを上げる努力をす

ればよろしいということになるわけです。 

アメリカが、今年と来年の２年間でそれぞれ２％分ぐらいの財政措置を取るべき

だということをＧ２０等でおっしゃられ、合わせると４％程度になるわけです。と

ころが、ＩＭＦの推計によりますと、日本がこれまで取った対策で、実は 2009年

は既に 1.4％分頑張っている。来年にも 0.4％分ある。そうしますと、実は 1.8％

分は、ＩＭＦ等の計算によれば、既に政府は対策を取っているということになるわ

けです。今、4.5％分を達成しようとすると、既に取っている分を除けば、残りは

2.7％分だということになるのです。これは 13.5兆円ぐらいになる。ですから、国

際的に２％増やすことが求められているとすれば、私は 13.5兆円分ぐらいのＧＤ

Ｐを上げるような努力をする必要があるというのが１つであります。 

ところが、この民間の予測は少し国際的な要請とずれがあるところがありまして、

既に採用された 12兆円分というものを踏まえた上で、この予測を出しているので
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す。そうすると、実際に失業率を下げるためには 13.5兆円では足らなくて、やは

り 4.5％分のＧＤＰとすると、22.5兆円ということになるわけです。そうすると、

結局、求められている措置というものは、13.5兆円から 22.5兆円ぐらいの間のレ

ンジで、実質ＧＤＰを上げるような努力を何かしていくということだと思うのです。 

今、申し上げましたのは、財政だけでやろうとすると、そういうことがあります。

ところが現実には、労働市場でのいろいろな教育訓練とかということで、例えばミ

スマッチを減らしていくことがあり得る。それから、金融面でも金融政策でいろい

ろ政策を取っている。ですから、どのくらい、これが失業を減らすかどうか量的に

示すのは難しいのです。ですから、そちらも考えれば、今、考えられる、持ち上げ

るべきＧＤＰというものは恐らく、13.5兆円ぐらいから 22.5兆円のどの辺かのレ

ンジというようなものが、失業率が７％というようなところに行かないためにどう

しても必要なのではないかと考えています。 

（与謝野議員） お手元にお配りしてあります資料「世界経済の見通しとリスク」、「諸

外国の金融システム安定化策と財政刺激策」は、お時間のあるときにお目通しを

いただければと思います。 

次に、情報通信分野について御審議をいただきますが、野田臨時議員が入室をさ

れます。 

（野田臨時議員入室） 

 

○成長戦略集中審議：その４ １）底力発揮（情報通信技術） 

（与謝野議員） 初めに、情報通信技術について御審議をいただきます。まず、張議

員から御発言をいただきます。 

（張議員） それでは、お手元の説明資料「情報通信分野における成長戦略について」

に関して御説明申し上げます。 

情報通信技術は、経済成長に大きく貢献しており、雇用誘発効果も高くなってい

ます。一方で、電子政府、電子自治体の構築のように、長年の取組にもかかわらず、

国民が利便性を実感するにはまだほど遠い分野、活用が遅れている分野も存在して

います。 

このため、これまで政府が取り組んだ施策について、実績を十分検証し、克服す

べき課題を明らかにした上で、新たな戦略を策定・実行すべきだと思っています。 

なお、新戦略の策定に当たっては、重点プロジェクトを厳選し、実効性の高い具

体的施策を盛り込んでいくことが重要であります。このため、以下の３つの論点を

指摘させていただきたいと考えます。 

１つ目の論点は、地上デジタル放送への移行完了と電波跡地の有効利用の具体的

方策を示すべきという点であります。 

まずは、2011 年７月の円滑・確実・速やかな地上デジタル移行完了に万全を期

すための具体策について早急に検討し、とりまとめるべきであります。 

また、地上デジタル放送への移行完了により、新たに利用可能となる電波帯域を

ＩＴＳの新産業や新サービスの創出など、国民の資産として最大限有効に活用する
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ための技術基準や免許方針など、具体的な方策を早急に策定し、環境整備を進める

必要があります。 

２つ目の論点は、電子政府・電子自治体の構築について、本格的に進まなかった

原因を検証し、その克服策を明確に打ち出す必要があるという点であります。 

このため、省庁間や国・地方の縦割を超えた政府ＣＩＯの設置や、電子行政推進

のための法整備を進めるとともに、国と地方の協議の場を設けるべきと考えます。 

更に、社会保障カードの実験的導入等との整合性を確保しつつ、「電子私書箱」

構想の実現に向けた工程表を策定すべきだと考えています。 

３つ目の論点は、情報通信技術の活用が遅れている分野への抜本的普及策が必要

ではないかという点であります。 

まず、2011 年度までのレセプトオンライン化を確実に実施するため、診療所や

薬局等へ支援策を講じる必要があります。 

次に、他国に比べて遅れをとっている学校の情報通信基盤は、学校施設の耐震化

事業を行う際に一緒に整備することを図るということで、抜本的な対応を行うべき

であります。 

最後にブロードバンドにつきましては、ブロードバンドゼロ地域を速やかに解消

すべきと考えます。情報通信技術は、新産業の創出と国民の暮らしの利便性向上を

実現するものであります。 

以上の論点を踏まえて、成長戦略を描く必要があると考えています。 

（与謝野議員） 次に、野田臨時議員お願いします。 

（野田臨時議員） それでは、説明資料「未来につながるデジタル新国家戦略～三か

年緊急プラン～」について説明をします。 

まず、１ページ目です。現在、ＩＴ戦略本部では、デジタル新国家戦略の一部と

して、現下の経済危機に有効な三か年緊急プランを策定しています。３本の柱から

成っています。 

１つ目は、従来から取り組んでいますが、今のままでは目標達成が危ぶまれてい

ます電子政府・電子自治体、医療、教育・人材の３分野にてこ入れするために、デ

ジタル特区を推進します。各省が足並みをそろえ、特定の地域等で持てる資源を集

中し、重点的にプロジェクトを実施します。 

２つ目は、あらゆる産業分野をＩＴの力で変革し、地域の活性化や夢のあるデジ

タル新産業を育てることであります。最後に世界一のブロードバンド大国としての

地位をキープするため、地デジの完全移行など、デジタル基盤の整備を遅滞なく進

めます。 

これらの施策を通じて、今後３年間で３兆円の追加投資により、現行のＩＴ投資

水準を維持することによって、トータルで約 50万人の雇用を創出することを目指

しています。 

２ページ目にお移りいただきたい。電子政府・自治体は、国家戦略そのものであ

ります。北欧や韓国が過去の金融危機をばねに強力に電子政府を推進しました。100

年に一度の経済危機の今だからこそ、新たな国づくりへのエネルギーが感じられる
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ような大胆かつ未来につながる構想力が求められています。 

こうした観点から、このたび麻生議長より、遅々として進まない電子政府・自治

体のてこ入れ策として、社会保障の分野のみならず、幅広い分野で便利なワンスト

ップの行政サービスを提供するため、今、お話にもありましたけれども、国民電子

私書箱構想を検討するようにとの指示がございました。 

これは今までのように、電子政府の利用を国民に押し付けるのではなくて、利用

者目線に立ち、国民一人ひとりのニーズにきめ細かく対応できる仕組みを提唱させ

ていただいています。やる以上、世界で最も先進的なやり方を検討したいと考えて

います。 

具体的には、希望する国民または企業の一人ひとりに対し、電子空間上のアドレ

スとも言うべき電子私書箱を提供いたします。銀行口座がマネーフローを自分でコ

ントロールするのと同様、行政機関がそれぞれ保有する自分のデータのやりとりは、

必ず自分の私書箱を経由することとし、電子署名の付いた親展通信をすることで、

個人情報はしっかりガードされます。例えば正確な年金記録をいつでも入手し、年

金額をシミュレーションしたり、わずらわしい添付書類を集めて回る苦労から解放

され、だれもが安心してワンストップで行政サービスが受けられるようになります。

引越し手続がワンストップ化されるだけでも、年間 1,000億円を超える無駄なコス

トがなくなります。こうして国民の利便性が飛躍的に向上するだけではなく、行政

の見える化が徹底され、年金問題で失われた国民からの信頼回復にも役立つと信じ

ています。 

すべての行政機関や病院、学校とつながるには、１年や２年ではとても無理です

けれども、鳩山議員に御協力いただき、国と地方が向き合って真剣に協議できる場

を速やかに立ち上げ、その議論の結果を踏まえ、実証実験など、やれるところから

着実に実行できるよう、おおむね１年程度で具体的な工程表を示してまいります。 

３ページ目をご覧ください。医療の分野の情報化は、アメリカのオバマ政権でも

景気対策の重要テーマの１つになっています。普及が遅れている電子カルテやレセ

プトのオンライン化を引き続き着実に整備していくとともに、安心・安全な産科医

療の実現をする切り札として、ＷＥＢ母子手帳や遠隔医療を効果的に組み合わせて

導入していくべきだと考えています。 

過疎地の妊婦が雪の降る峠を越えて隣町の産科に通うことは大変なことです。公

共事業でトンネルを開けなくても、遠隔医療で健診データを共有できるだけで、通

院回数そのものを減らすことができます。実家での里帰り出産のニーズが高まって

いますが、持病などを記載した電子カルテが病院間で共有されることになれば、高

齢出産の方にももっと安心してもらえると思います。 

さて、教育・人材分野については、諸外国に比べて立ち遅れているＬＡＮやパソ

コン、地デジ対応などの情報化基盤の整備を一気に進めます。そして何よりも、教

員のＩＴリテラシーが国際水準に比べ相当低いことを懸念しています。しっかりし

たＩＴの土台がないと、子どもの能力を伸ばすことはできません。ゆとり教育を受

けてきた教師に、自分が学んでこなかった事柄を子どもに教えるのにＩＴのサポー
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ト等は不可欠であります。 

任天堂ＤＳは単なるゲーム機器ではなくて、漢字の表記のみならず、書き順の誤

りまで瞬時にしてあげられる教育のツールなのです。 

最後に、別紙の参考資料の１ページを見ていただきたいと思います。 

未来に夢が持てるデジタル新産業の創出事例を簡単に御紹介したいと思います。 

左側ですが、アメリカでは、テレビ、新聞に次ぐ第３のメディアとして期待され

ているのが、デジタル・サイネージ（広告）であります。駅ビルや電車、エレベー

タの中でテレビでない番組が流れていることがあります。これを発展させたものが

デジタル広告で、2015年には１兆円市場になると予想されています。 

これは韓国の例でありますけれども、ポップなアートを建物ではなくて、町全体

に張り付ける演出も可能であります。地デジの跡地をホワイトスペースとして活用

して、手のひら携帯と町の大画面、ＬＥＤ技術を連動させることも可能であります。

広告にとどまらず、大学の休校案内やスーパーの安売り情報から防災情報に至るま

で、実に様々なコンテンツを流すことができます。 

右側を見ていただきたいと思います。これは現在インターネットで提供されてい

る地図情報、かの有名なＧｏｏｇｌｅのストリートビューですら２次元情報にとど

まっています。これを一歩進めて３次元位置情報を活用すれば、例えば車いすの方

に階段や道の段差等のない、一番便利なバリアフリーの経路情報を提供したり、デ

パートで高齢者への親切な誘導、道案内も示すことが可能であります。 

最後に、私の担当している総合科学技術会議においても、有識者議員の先生方を

中心に科学技術政策の重要課題をとりまとめています。これを参考資料として配付

させていただいていますので、新たな成長戦略の検討に当たり、御参照いただけれ

ばありがたく存じます。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

続きまして、河村議員からお願いします。 

（河村議員） 私からは「ＩＴを使いこなせる社会の実現に向けて」という参考資料

に基づき説明させていただきます。 

ＩＴをどう使いこなすかということは、特に国民だれもが適切なリスク管理の下

でＩＴを使いこなすということそのものが、日本の今の経済情勢から抜け出して、

麻生総理の著作にもありますが、「とてつもない日本」を続けるための切り札にな

っていくのだということを強調したいと思います。 

そのために、今、野田臨時議員がとりまとめて発表されましたが、いわゆる「新

ＩＴ戦略」と言っていますが、これが成長戦略を支える基になります重要な戦略で

すから、ここのところをしっかり応援しなければいけないと思っています。また、

ＩＴを使いこなせる社会に変わる、社会を変えていくことが大事ではないかと思っ

ています。 

留意点について、「国民が宝」、「オール・ジャパン体制・斬新な発想」、「ＩＴ版

『アポロ計画』」と３点を掲げています。書いてありますけれども、この中でも特

に重要なのは、やはり人材育成ではないかと考えています。やはり人にいかに投資
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するかということは、日本のまさに底力の基でありますから、ここにＩＴ関係につ

いても力を入れていかなければならないと思っています。単なるコンピュータが使

えるだけではなくて、ＩＴをどのような目的で使うかということを確認しながらや

ることだろうと考えています。ＩＴを使いこなすことが、新しい価値をつくるのだ、

という真の目的を理解した上でやっていかなければいけないということ。そうでな

いと、人づくりにおいても、そのニーズとシーズのミスマッチが起きているので、

これを解消しなければなりません。 

そういう意味で、産学官の連携が非常に必要であります。また、人材を戦略的に

育成する方向をしっかり打ち出していかなければならないと思っています。内閣府

としても、ＩＴ分野の人材育成、またＩＴを活用した人材育成に関する点検を行い

ながら、別途報告できるように、事務方には今、指示を出しているところでありま

す。関係閣僚ともしっかりこの問題について取り組んでまいりたいと考えています。 

（与謝野議員） 次に、鳩山議員、お願いします。 

（鳩山議員） 資料の前に、民間議員ペーパーと野田臨時議員からご説明のあった「配

分された電波帯域の利用を更に進める」するというホワイトスペースの有効活用

というお話が出てまいりました。これは電波の有効利用という観点では重要なの

で、新たなサービスが生まれると思いますが、放送用周波数帯域におけるホワイ

トスペースの活用にあたっては、よほど技術的にうまくやらないと、放送用電波

と混信し、受信障害を起こす恐れがありますので、今、情報通信審議会で通信放

送関係でホワイトスペースについて議論をいただいているところでありますので、

しばらくお待ちください。 

時々、周波数のオークション制度が議論になることがあるようですが、これは大

体失敗例の方が多いようで、高騰して、結局、何年間も使わないという例がイギリ

ス、ドイツ等であった。それで新規参入ができなくなる、免許期間が長期化して既

得権益化するといういろいろな問題がありますので、周波数のオークションという

考え方は、総務省としては取るべきでないと考えています。 

私の説明資料「デジタル日本創生プロジェクト－ＩＣＴ鳩山プラン－」について、

簡単に説明いたします。１ページ目をご覧ください。ＩＣＴは、我が国の経済成長

の約４割を牽引する成長のエンジンであるといつも申し上げていまして、産業、政

府、地域といった３つの分野の底力を発揮するためには不可欠の手段であります。

今回、私が提案しています「デジタル日本創生プロジェクト」によって、2015 年

～2020年ごろに、ＩＣＴ産業の市場規模が倍増し、100兆円の新しい市場が創出さ

れると考えています。 

２ページのデジタル新産業の創出については、コードの要らない快適生活や、最

近よく言われているのですが、ぶつからない車等を実現する。これは特にアナログ

停波して、余った電波でやるとぶつからない車になるというものです。革新的な電

子政府を早期に構築して、地域住民に優しい高度なサービスを実現する。 

３ページにあるユビキタスタウンというのは、麻生総理が総務大臣時代に非常に

熱心に進められたことでありまして、定住自立圏構想と連携しながら、ＩＣＴ技術
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を集中投下した安心・安全なまちづくりを実現するという構想でございます。 

以上の取組の基盤となる先進的デジタルネットワークの構築を目指して、ブロー

ドバンドや携帯電話の基盤整備や地上放送のデジタル化を推進します。デジタル化

は、再来年の７月 24日という目標は決して延期させないということで頑張ってま

いります。 

（与謝野議員） 続きまして、二階議員、お願いします。 

（二階議員） 次に、「成長戦略（ＩＴ）について」について説明する。資料の１ペー

ジをご覧ください。ＩＴは、経済社会の活性化に加え、変革の牽引車として新し

い経済社会システムを実現するものであることは、申すまでもありません。この

ような視点から、グリーンＩＴ政策やＩＴによる中小企業の経営革新を推進しな

ければならないと思っています。 

２ページ目に「グリーンＩＴ政策」とありますが、これは、すなわち「ＩＴ機器

自身の省エネ」と「ＩＴによる社会の省エネ」を同時に推進する。この取組によっ

て、低炭素社会を構築するとともに、我が国産業の競争力強化を実現してまいりた

いと考えています。 

具体的には、ＩＴ機器システムの徹底した省エネを行うとともに、産業部門、運

輸部門など、さまざまな分野でＩＴによる社会活動の効率化を推進する。これによ

り、2030年には国内全体で必要な省エネの３分の１を実現することになります。 

更に、テレビ、エアコン、冷蔵庫といった省エネ性能の高いグリーン家電の普及

や、携帯電話の回収を促進し、新しい需要や雇用を創出するとともに、低炭素社会

の実現を推進してまいりたいと思います。 

３ページ目では、中小企業の経営革新について述べています。今後３年間で 100

万社の中小企業が利用できるＩＴ基盤を整備し、抜本的な経営革新を全国展開しな

ければなりません。更に自動車・情報家電等、基幹産業のＩＴ活用によって、産業

競争力を強化するとともに、ものづくり、サービス・コンテンツの融合による新産

業の創出を図っていきたいと考えています。 

次に、これらのプロジェクトを推進し、世界に先駆けた経済再生を実現すること

が重要であります。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

   それでは、今の議題について御自由に御発言をいただきたいと思います。 

 三村議員、どうぞ。 

（三村議員） 民間議員ペーパー「情報通信分野における成長戦略について」の論点

３のところに書いてあります、レセプトオンライン化について意見を述べたいと

思います。これについては、支払業務の効率化に極めて有用となるだけでなく、

先ほど野田臨時議員がおっしゃったように、ＩＴ化された情報の蓄積・分析に基

づく治療等も通じて、医療そのものの質の向上や効率化に資するものだと考えて

います。先日の有識者会合でも、いろいろな人がこれは是非とも進めた方がいい

という意見をいただいたのも記憶に新しいところであります。医師、患者双方に

とっても意味があることだと思います。 
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したがって、これについて個人情報の取扱いには十分留意しつつも、これまでの

方針通り、2011 年度までに全面実施するということを、是非とも貫いていただき

たいと思っています。もちろん、これを前提とした上で、例えば地域によって、ま

た個々の診療所、薬局にとっては、デジタル面での基盤整備の立ち遅れているとこ

ろがあるかもしれません。したがって、これについては個々の手を必ず打つという

こと。しかし、前提条件としては全面実施するということでやっていただきたいと

思います。 

（与謝野議員） 岩田議員、お願いします。 

（岩田議員） 民間議員ペーパー２ページの論点１の最後に書いてあるのですが、今、

鳩山議員から、電波の割り当て方式の在り方についてお話がありましたが、私は

幾らか将来的な課題、中長期的な課題としては、希少な公共財の供給方式を考え

るときに、オークションというのは一つの有効なやり方ではないかと考えていま

す。御指摘ありましたように、イギリスとかは価格が高騰したり、資産価格です

ので振れたりするわけですけれども、アメリカ等の経験を見ますと、かなり効率

的な形で価格が決まるという報告例があります。 

それから、排出権の取引もある意味では希少な公共財の供給方式なのですけれど

も、それをオークションでやる。現実にアメリカの州政府のレベルでは、今、上が

り過ぎることに対して上限付きというセーフティーバルブを付けてオークション

をやる。ですから、飛び跳ねたりすることがないような範囲内でやる。 

オバマ大統領は、私の理解では、オークションを相当使って環境問題に乗り出す

のではないかと思っていまして、電波についても将来的な課題としては多様な観点

から、是非御検討をお願いいたしたいと思っています。 

（与謝野議員） 他に御発言はございますか。どうぞ。 

（鳩山議員） レセプトのオンライン化のことは、おっしゃるとおりだと思うのです

が、資料に書いてあるとおり、支援策をきちんと講じる必要があります。 

（与謝野議員） 吉川議員、どうぞ。 

（吉川議員） 今、鳩山議員がおっしゃった個別ケースで、本当にレセプトの電算化

のために必要なところを支援する。まさにそれならば Wise Spending だと思いま

す。 

（与謝野議員） それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 その前に、議長から御発言をお願いします。 

（麻生議長） 野田臨時議員の言われた国民電子私書箱による行政のワンストップサ

ービス化は、是非やった方がいい。複雑な行政手続は国民にとって大変なことで

あります。この電子私書箱というのはアイディアと切り口がいいと思っています

ので、是非これはやっていただきたい。 

ただ、これをやると各省庁いろいろやり方を変えなければいけないところが出て

くると思います。私も応援しますので、これが絵に描いた餅にならないように、し

っかりよろしくお願い申し上げます。 

（野田臨時議員） どうぞよろしくお願いいたします。 
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（与謝野議員） それでは、ここで野田臨時議員は退席をされます。 

（野田臨時議員） どうもありがとうございました。 

 

（野田臨時議員退室） 

（中曽根臨時議員入室） 

 

○成長戦略集中審議：その４ ２）アジア・ワイドの成長力強化 

（与謝野議員） 続きまして、アジア・ワイドの成長力強化について、御審議をいた

だきます。まず、三村議員から御発言があります。 

（三村議員） 説明資料「アジアとともに回復・成長するために」に基づいて御説明

します。日本は、世界の成長センターのアジアとともに、あるいはそのアジアの

活力を自らに取り入れることによって、安定的な成長を実現していくことが非常

に大事なことだと思っています。 

そのためには、論点１として、アジアの広域・大規模なインフラ整備への支援を

抜本的に拡充する必要があると考えています。アジアには民間貯蓄がたくさんあり

ますので、いろいろな支援を核として、これをインフラ整備に呼び込むスキームの

強化が必要ではないか。 

具体的には、①としては、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）、日本貿易保険（ＮＥＸＩ）、

国際協力機構（ＪＩＣＡ）について、兆円規模のアジアインフラ投融資のための資

金枠を確保すべきではないか。 

②としては、ＪＢＩＣの出資の拡大あるいはＪＩＣＡの出資制度の再開、これに

ついては第三者のチェック、あるいは何らかのガバナンスの仕組みを整えながらと

いうことになりますが、再開を行うべきではないか。 

③としては、話題になっていますデリー・ムンバイ産業大動脈、大メコン圏開発

などの大規模インフラ整備については、ＯＤＡと民間投資との連携を深めながら、

資源の集中投入を図るべきではないか。 

④としては、受入国の民間投資によるインフラプロジェクトについて、援助対象

国政府が一部補助する案件についても、これも支援対象にすべきではないか。 

⑤としては、ＯＤＡはやはり民間の知恵を最大限活用することが、より効率的な

ＯＤＡの使い方になると思いますので、透明性の高いルールを作成することで、い

わゆる一社支援問題を克服すべきではないか、と考えています。 

２ページに移ります。環境・クリーンエネルギー技術、水関連技術等々の技術と、

我が国のソリューションを合わせたパイロット事業をアジアで創設して、強力な公

的支援を行うべきではないかと考えています。 

次に論点２でありますけれども、アジア地域における資金繰り対策や金融面での

国際協調の枠組みの強化が必要だと考えています。チェンマイ・イニシアティブの

強化、それによりアジア独自の判断で迅速にアジア域内の金融協力を行えるように

すべきではないか。 

それから、独立の判断で金融協力を行える「アジア通貨基金」構想についても、
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いろいろな問題がありますけれども、是非とも検討すべきではないか。 

あるいはアジア開発銀行の支援能力を増強するため、十分な増資を行うべきでは

ないかと考えています。 

その次に、アジア地域の貿易金融の円滑化については、いろいろな実績を検証し

つつ、さらなる拡充も検討すべきではないか。 

あるいはアジアにおける資金調達の選択肢の多様化を可能とするような、アジア

債券市場のさらなる育成策も具体的に検討・提案すべきではないかと考えています。 

最後になりますけれども、アジアとともに生きるためのインフラ中のインフラは、

論点３に書いてありますように、アジア地区における貿易自由化を含めた経済連携

協定を締結することだと考えています。インドあるいは韓国とのＥＰＡ交渉、オー

ストラリアとの交渉、日中韓の投資協定交渉、あるいはＡＳＥＡＮ＋６、東アジア

包括的経済連携構想等々についても、世界全体では盛んに進んでいますので、日本

もこれに遅れを取るべきではないと考えています。 

（与謝野議員） 続いて、二階議員、お願いします。 

（二階議員） 「アジア・ワイドの成長力強化」について説明します。１ページをご

覧ください。アジアは 21世紀の成長センターであるということは誰もが主張する

とおりであり、事実このことは、すべてのアジアの国々がそうした自覚を持つよ

うになっています。 

そのアジアの中に我が国が位置しているということは、極めて大きな強みである。

この強みを活用しなければならないと考えています。 

現下の世界的な金融・経済危機の中で、アジアの金融市場や実体経済への影響が

顕在化しています。 

世界の成長センターとしてのアジアの成長を実現するために、金融危機に協力し

て対応すると同時に、アジアの成長力強化と内需拡大に取り組むことが不可欠であ

ります。 

我が国が２年半前に提案して、昨年６月に東アジア 16か国によって設立されま

した、東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究センター、通称ＥＲＩＡと呼んでいますが、

これを活用して、アジアの成長力強化と内需拡大に取り組むことが重要であります。

我が国が提唱して、東アジア 16か国を一つにまとめた、アジアの代表的な国際組

織であります。アジアの代表的なグループができ上がったわけでありますが、提案

して２年半経過してみますと、最初は人口 31億人と言っていたのが、最近調べま

すと、32億人になっています。それから、経済規模も 11兆ドルと言っていたのが、

12 兆ドルになっています。そういうことからすると、アジアは非常に大きなエネ

ルギーを持っているということの実証であるわけであります。 

先ほど三村議員からもお話がありました、日印共同で推進中のデリー・ムンバイ

の産業大動脈の経験をアジア全域で活用することが重要であると思っています。デ

リー・ムンバイの間に貨物専用鉄道、道路を敷設し、これに沿って工業団地、物流

基地、発電所などのインフラを整備し、一大産業地域とする日印の共同の構想であ

り、先般もインドのシン首相と我が国の麻生総理との首脳会談において、この推進
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についても前進を約束したところであります。総額 900億ドル規模のうち 700億ド

ル規模を、民間投資を活用して整備する計画となっています。 

インフラの整備に加えて、アジアの消費拡大がこれからのカギであります。アジ

アの伸びゆく中間層が消費を拡大できるように、社会保険、医療などのセーフティ

ーネットの整備や教育の充実に向けて、更にＥＲＩＡが政策提言を行っていきたい

と思っています。 

また、豊田、鹿取、両総理特使がこうした我が国の考え方をアジア各国に丁寧に

説明して、各国を訪問していただいています。ＥＲＩＡという基盤があるために、

各国から好意的に受けとめられているようでありますが、今後も引き続いて、こう

した総理からの意向を受けた外交を積極的に進めていただきたいと思います。 

（与謝野議員） 次に中曽根臨時議員からお願いします。 

（中曽根臨時議員） お手元の説明資料「アジアの成長力強化について」をご覧いた

だきたいと思います。１ページでありますけれども、麻生議長が１月末のダボス

の会議での特別の講演にてお話になりましたとおり、世界で最も大きな潜在力を

有しているのは、アジアであること。具体的な例を３つ挙げたいと思います。 

まず、左側の円グラフですが、今、二階議員からもお話がありましたけれども、

人口につきましては、台頭する中国、それからインドを始めとする東アジア首脳会

議の参加国だけで、上にありますように約 32億人、世界全体の 48.5％を占めてい

ます。 

次に成長率でありますが、右側のグラフをご覧いただきたいと思います。ＡＳＥ

ＡＮ諸国と中国、インドを合わせた名目ＧＤＰは、1998年～2007年までの 10年間

で約３倍に増加をしています。世界平均では約 1.8 倍、ＥＵが約２倍、米国が約

1.6倍であることと比較をしますと、アジアの近年の成長率の高さが顕著であるこ

とがおわかりいただけると思います。 

一方、１人当たりＧＤＰでありますが、これは下の棒グラフをご覧いただければ

分かるように、ＡＳＥＡＮ諸国と中国、インドの平均は約 1,900ドルでありますが、

世界平均は約 8,200ドル。これと比較しましても、国民の生活水準は依然として低

い水準にありまして、今後の成長について大きな伸びしろが存在することがおわか

りいただけると思います。今後アジアでは中間層の増加によりまして、地域全体の

購買力が飛躍的に向上することが期待されています。 

次に、２ページに基づいて御説明しますが、現下の金融・経済危機を受けたアジ

アの現状でありますが、金融部門への直接的な影響は、比較的軽微であると思いま

す。 

これは、一番上にあります 97年のアジア通貨危機以降、各国が構造改革や外貨

準備に取り組むとともに、我が国の財務省が主導する形で、チェンマイ・イニシア

ティブや、アジア債券市場育成イニシアティブなど、金融分野の地域協力が着実に

進展してきたことによるものと考えられます。 

一方、実体経済面でありますが、下の四角に囲ってありますけれども、概してア

ジア各国は輸出依存度が高い。データで示されたとおりに、世界経済の減速により
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まして、輸出の減少、株価の下落、それからＧＤＰ成長率の低下など大きな影響が

出ていることがおわかりいただけると思います。 

こうした中、我が国が取るべき方策について、３ページに記載しています。これ

は、大変大きな潜在力を有する一方、現在、困難に直面しているアジアの成長力を

強化して、そして、その活力を日本の成長力につなげていくためには、包括的なア

プローチが重要と考えます。 

まず第１にアジアが現下の危機をいち早く克服をして、そして開かれた成長セン

ターとして世界経済に貢献できるよう、ＯＤＡなどを活用しながら協力をするとい

うことであります。 

二階議員からも御説明がありましたけれども、そのためには、金融危機の影響へ

の的確な対応における協力と、アジア自身の成長力強化と内需拡大のための取組を

推進していく必要があります。 

４月２日のロンドン・サミット、四角の矢印の中にありますけれども、それから

12 日の東アジア首脳会議に向けまして、現在、財務省や経済産業省と協力をしつ

つ、アジア支援の具体策を準備中でございます。 

第２に日本とアジアの間のさまざまな流れを一層強化していくこと。具体的には、

貿易投資促進などの経済連携の推進、それから青少年交流、観光促進などによる人

の往来の強化、そして迅速・円滑・低廉な国際交通・物流体系、これらの実現を進

めていくことであります。 

外務省は、21世紀東アジア青少年大交流計画の下で、一昨年５月以来、１万 2,000

人以上のアジアの青少年を招聘しました。 

また、観光促進につきましては、外務省としましても、在外公館のネットワーク

を活用して、日本の魅力を積極的にＰＲしていきたいと思っています。 

第３に、中長期的観点も含めまして、一番下ですけれども、アジアの成長のボト

ルネックを軽減、解消していくことが重要であります。特に環境の悪化や地球温暖

化、これは持続的成長の阻害要因であります。成長と両立をする低炭素社会、これ

はまさにアジアで必要とされていまして、また、我が国の知見を活かせる分野でも

あります。 

我が国として、その実現を強力に推進することが、また、この地域では国際テロ

や新型インフルエンザなどの感染症、それから大規模災害など、国境を越える新た

な共通課題が顕在化をしていまして、これらの課題に対しましても、我が国として、

地域協力を一層強化し推進していくことが重要であると思っています。 

私からは以上でございます。 

（与謝野議員） それでは、御自由に御発言いただきたいと思います。 

それでは、議長から御発言をいただきます。 

（麻生議長） 日本が、今後成長して、更に経済を活性化していく上で、アジアとい

う可能性の高い地域の成長なくしては展望できない。我々はその真っただ中にお

り、一緒に成長していくことが必要。アジアの成長力強化というものと日本の経

済成長をうまく結び付けていくことが大事だと思っています。 
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豊田さんや鹿取さんに総理特使として行ってもらっていますが、経済産業大臣、

外務大臣、財務大臣は、役所の所管にとらわれることなく、来月、東アジアサミッ

トがありますので、是非この時までに具体的な方策をよろしくお願いいたします。 

（与謝野議員） 最後にプレスが入った後に、議長から御発言をお願いします。 

 

（報道関係者入室） 

 

（麻生議長） それでは、成長戦略については、過去４回にわたって経済財政諮問会

議で集中審議をさせていただきました。二階議員には、関係大臣と是非連携して、

夢のあるもの、そして、分かりやすいものにとりまとめていただきたいと思って

います。 

資金繰りについては、お陰様で昨日まで約５か月間、融資や保証をやらせていた

だきましたが、約 49万社、10兆円を超える利用実績となるなど、これはかなりう

まくいったと思っていますが、気を緩めることなく、引き続き、流動性の供給と、

金融システムの安定化に是非努めていただきたいと思っています。 

私は、総理大臣になったときに、経済危機を克服していくのは「全治３年」とい

うことを申し上げましたが、政策実行のタイムラグというものがあります。こうい

ったことを考えますと、単年度ではなくて、複数年度という形で、対応を先手を打

って講じていく必要があろうと思っています。今日、民間議員の方からいろいろ御

提言をいただいていますので、こういったものを参考に経済財政政策に万全を期し

てまいりたいと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

（報道関係者退室） 

 

（与謝野議員） 以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終わらせていただき

ます。 

 

 

（以 上） 


