十一日の記者会見だというふうに思いますけれど
も︑来年度の新規国債発行額を今年度の発行額ま
でに抑えます︑四十四兆三千億以下に抑えるとい
う目標を明示されました︒参議院選挙のマニフェ
ストが議論されている折でもあり︑また︑ギリシ
ャの問題が飛び火することを懸念するべき状況で

なかなか質問時間がいただけません︒本来であれ
ば︑きょうもこの三十分という時間はいただけな
いわけであります︒各党の皆さんの温かい御配慮
に︑まず心から感謝を申し上げたいと思います︒
連休中︑ギリシャの財政破綻問題がマスコミを
にぎわわせました︒連休明け︑すかさず菅大臣は︑

○柚木主査代理 次に︑小泉龍司君︒
○小泉︵龍︶分科員 国守の会の小泉龍司でござ
います︒
無所属の議員二人で構成する会派でありまして︑

堤になっているというふうにも思うわけでありま
す︒
そこで︑四十四兆という線を引かれた趣旨︑こ
れは独立した質問として通告はさせていただいて
いないんですけれども︑せっかくの機会ですから︑
どういうお考えでこの数字を出されたのかという

もちろん︑前提条件はたくさんあります︒さま
ざまな要件を満たしていかなければ財政再建には
行き着かないわけでありますけれども︑まず衝に
当たられる大臣が選挙に不利を承知でそういう腹
を見せられたということは︑それだけで既に︑ギ
リシャ問題が飛び火することに対する一つの防波

み込むということはできなかったわけでありまし
て︑よくぞまた言われた︑言われただけでは困る
のですけれども︑でも︑よくぞ言われた︑このよ
うにも思っているわけでございます︒

優位でございますから︑法律が勝っちゃうわけで
すから︑では︑鳩山内閣の公約は︑その部分は自
動的に変更されたのかどうか︑整合的な説明がつ
くのかどうか︒
私の思いは︑立法措置に踏み込まれた以上︑こ
の百四条の附則もその趣旨は生かす︑公約の方が

であれかんであれ︑景気回復しようがするまいが
衆議院の任期中は消費税を上げないという鳩山内
閣の方針とこれは矛盾する︒二月の十六日の本会
議で佐々木憲昭議員が菅大臣に伺いました︑矛盾
するのではないんですかと︒矛盾しますとまたお
っしゃったわけですね︒矛盾する以上は︑法律が

為という形で意思決定されたわけです︑これを内
閣として残すと︒
そうすると︑素朴な疑問が起こります︒条件つ
きであれ消費税を上げると書いてある条文と︑何

変わっていっているんだ︑そういう御答弁をいた
だきたいと思うのでありますけれども︑大臣の御
見解を伺いたいと思います︒
○菅国務大臣 私も︑この一月に藤井前財務大臣
からこの役割を引き継ぎまして︑初めてＧ７とか
Ｇ という国際会議に出ました︒特に︑二月の

カナダのイカルイットのＧ７の中でも︑ヨーロッ
パの皆さんの議論のほとんどは実はギリシャの問
題でした︒そして︑最近になってワシントンで行
われたＧ７︑Ｇ でも︑特にヨーロッパ勢はこ
のギリシャのことで︑その後︑何度も電話会談な
ども日本も交えてありました︒

こと︒
もう一つ︑立法措置という点で伺いたいのは︑
麻生内閣も︑不十分ではありますけれども︑一歩
とは言えませんが半歩︑立法措置に踏み込んでい
るわけです︒御承知のように︑二十一年度の所得
税法を改正する法律の附則百四条で踏み込んでい
ます︒景気の回復を前提とはしていますけれども︑
消費税を上げるんだということに踏み込んでいま
す︒
これをどうされるんだろうかなというふうに思
っていましたら︑臨時国会で︑佐々木憲昭先生が︑
これをどうするんですか︑前の藤井大臣が︑これ

そういう中で︑もうよくよく御承知のように︑
報道でもギリシャのゼネストといったようなもの

もあり︑非常にタイムリーな御発言だったと思い
ます︒特に︑事務方に諮らずにおっしゃったとい
うところを評価しているわけでございまして︑応
援する人もいるわけですから︑その方向に向けて
きょうは御指導をいただきたい︑議論させていた
だきたいと思います︒
それだけではなくて︑三月には︑大臣は財政健
全化法の必要性に踏み込まれました︒九七年に成
立し︑九八年に施行されました財政構造改革法︑
不幸にして︑施行されたその年にアジア金融危機
が起きまして︑がたがたと日本の経済が後退する
中で︑凍結︑廃止に至ったわけであります︒振り

はない方がいいと思うんですけれどもと答弁され
ていたんですけれども︑結局︑残りました︒不作

20

返ってみますと︑以後十三年間︑どの総理大臣も
どの財務大臣も︑財政再建に向けて立法措置に踏
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があって︑私も改めて︑ソブリンリスクとかいろ
いろな言葉は多少は知っておりましたが︑本当に
財政が破綻したときに何が起きるのか︑つまりは︑
確かに予算が足らないとかいろいろな問題でも大

日本のこの今の閉塞状態を打ち破れないことにな
るのではないか︑私はこのように考えているわけ
です︒
そういった意味で︑四十四兆三千億︑つまり︑
今年度の国債発行額を超えないで来年度の予算を︑
できるだけ超えないようにしたいということを申

ぐらいが逆に社会保障費がふえている︑それが全
部赤字国債︑建設国債という形でたまっている︑
こういう構造になっていて︑このままの中でいえ
ば︑日本の財政が成り立たないだけではなくて︑

三年度末ですから︑平成でいえば二十四年の三月
末までに何らかの処理をするということを答弁し
ておりますし︑今も公式的にはそういう答弁を続
けなければならないと思っております︒
ただ︑あえて言えば︑二十三年度末というのは
これからもう一年少しありますので︑その間に︑

から︑そういうことを非常に強く感じておられる
方もあるわけであります︒
そこで︑百四条については︑確かに︑ある時期︑
鳩山内閣の方針とは矛盾しますので︑これは二十

ておりませんが鳩山政権として多少準備をしてい
るそういう健全化法についても︑場合によっては
国会の場で与野党を超えて広く議論をすることが
あってもいいのではないか︒
実は︑アメリカでは︑オバマ大統領のもとに︑
共和党︑民主党の間で共通の委員会ができている

変ではありますけれども︑財政が本当に破綻した
ときにはまさに国そのものが大混乱に陥る︑さら
に言えば︑増税とかという財政運営も︑主権国家
でありながらＩＭＦとかそういった国際機関にあ
る程度ゆだねざるを得なくなるという︑ある意味
で主権の制限にまで陥るということを目の当たり

いて回すのか︒借りて回すことができれば︑それ
はそれも一つの道で︑これまでやってきたわけで
すが︑これ以上借りるのを続けていると︑先ほど
のギリシャのような問題に立ち入らないとも限ら
ないところまで来ている︒そう考えれば︑私は︑
税構造を根本的に考えなければならない時期に来

ということを承知しておりますけれども︑そうい
うことも考えながら︑今お答えしましたように︑
附則百四条については︑原則的には二十三年度末
までには廃止するなりなんなりで処理をしなけれ
ばならないけれども︑場合によっては︑それまで
の間の議論の中に生かすことができれば︑まさに

この財政再建の道筋について︑もちろん鳩山内閣
としても中期財政フレーム等を六月に提出するこ
とにいたしておりますが︑場合によっては与野党
を含めた議論の中では︑自民党が麻生政権時代に
出されているこの予算総則の百四条も︑現在参議
院で出されている財政健全化責任法も︑まだ出し

そういった幾つかのことを︑知識としてだけで
なくて︑かなりリアルにこの間の経緯の中で見て
おりまして︑やはり︑何とか日本のこの状況を︑
将来に向かって持続可能な形に持っていかなけれ
ばならないということを強く感じました︒
余り答弁が長くなっても恐縮ですので︑多少簡

ているのではないか︒こういうこともあわせて︑
今︑税調の専門家委員会の方では︑専門家の中で
御議論をいただいているところであります︒
その中で︑附則百四条のことがありましたが︑
実は︑同時に今︑自民党は︑財政健全化責任法と
いう法律を参議院で提出されております︒私も質

小泉議員が言われたように︑生かす場面もあり得
るというふうに思っております︒

し上げたのは︑実は︑若干︑一部誤解があるのは︑
それだけ財政を縮小しようということを必ずしも
言っているわけではありません︒今のデフレ状態
の中では︑やはりある程度財政が出動してお金を
回さなければいけない︒しかし︑回すやり方とし
て︑国債で借りて回すのか︑それとも税でいただ

単にしますけれども︑そのときに思ったのは︑こ
の二十年間の日本の財政運営︑私も野党のときは
かなり違うことを言っていたかもしれないので︑
余り言いにくいところもありますけれども︑一言
で言えば︑減税はたくさんやったけれども増税は
余りやってこなかった︒二十年間を見ますと︑大

疑の中でそういう議論をやりまして︑つまりは︑
野党の皆さんも︑かつて与党の皆さんであります

にいたしました︒
それに加えて︑これも御承知のように︑現在の
単年度の財政赤字もかなり日本も高い水準であり
ますが︑その残高は一八〇％以上ということで︑
ギリシャをさらに大きく超えて極めて高い水準に
ある︒

体四百兆ぐらい財政赤字が累積しておりますが︑
二百兆ぐらいは大体税収が下がっている︑二百兆
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以上です︒
○小泉︵龍︶分科員 そうしますと︑政府の方で
今お考え︑視野に入っている財政健全化のための
立法措置︑このタイミングはいかようになるか︑
せんが︑二十三年度末までには︑こういった議論
が与野党を超えてできるようになるとすれば︑そ
のときにあわせてこれも必要な形の処理をするこ
とができるのではないか︑このように考えており
ます︒
○小泉︵龍︶分科員 わかりました︒

てあるということは︑それまでにはそれを変更す
ることもできるわけですので︑そういった意味で︑
先ほど申し上げたように︑これを一〇〇％このま
ま生かすということまでお約束することはできま

もぐさに見えたときには火をつけてきて︑暴落を
誘発する︑しかけてきます︒ですから︑ぜひそう
いう観点で見ていただきたい︑御答弁は結構です︑
そのようにお願いをしたいと思います︒
もう一点︑図表の一でございます︒細かい図表
で申しわけありませんが︑日本の国債はあとどれ

したがって︑国際投機資金が揺さぶりをかける
ときにはこのＣＤＳ市場の地合いを見ると思いま
す︒このＣＤＳ市場に火がつけられるかどうかと
いう︑燃え上がり方が︑うまく燃えてくれそうな

左側が家計でございまして︑これは︑ネットア
ウトした︑ネットで見て資産超過が家計だけです︒
中ほどに︑一般政府のマイナスが並んでいます︒
九〇年から二〇〇〇年までの間に二百五十兆︑マ
ネーフローベースで債務がふえました︒二〇〇〇
年から二〇〇九年まで二百五十兆ふえています︒

またやり方はいかようになるかはまだわからない
わけでありますけれども︑それに含めていく︑そ
れに巻き込んでいく︑それに包含していくという
形を考えていらっしゃるということと︑それから︑
二十四年の三月末までの間はこの法律の方が優先
するというふうに聞こえましたけれども︑そうい

局としてぜひ︑一つは︑デリバティブの一種です
ね︑ソブリン物の国債のデフォルトリスクを肩が
わりしましょう︑そのかわり手数料を取りますよ
という︑クレジット・デフォルト・スワップ︑Ｃ
ＤＳというもののマーケットが︑この一年間で見
る限り︑日本の国債のＣＤＳ市場が一・八倍に膨

失われた二十年の前半の二百五十兆の政府のマイ
ナスは︑家計の資産の増加で賄ったわけでありま
す︒家計資産が三百兆ふえましたから︒この家計
資産を政府に突っ込めば︑二百五十兆のマイナス
はおつりが来ました︒しかし︑この十年︑個人資
産は百兆しかふえません︒デフレ基調が続く限り︑

ぐらい発行できるんだろうかという俗説がたくさ
ん出てきております︒個人金融資産千四百兆︑国︑
地方の長期債務残高が八百六十二兆ですか︑まだ
差があるんじゃないか︑まだ六百兆ぐらい出せる
んじゃないかという議論がありましたので︑日銀
の資金循環表を十年刻みで並べてみたわけです︒

ので︑それは国際投機資金の目から見たときアリ
の一穴になりかねませんから︑そういうことも考
えて︑短く御答弁ください︒
○菅国務大臣 先ほど申し上げましたように︑ち
ょっと確定的なことは率直に言って申し上げると
ころまでいっておりません︒

らんだ︒絶対水準ではまだ大きなマーケットでは
ありませんけれども︑やはりそこに関心が集まっ
ています︒もちろん保有者は海外投資家でありま
す︒九五％を国内投資家が持っている日本の国債
でありますから︑まだ今のところ︑このＣＤＳマ
ーケットの動きが国内の長期金利に直接は連動し

もうバケツの大きさは大きくならないわけであり
まして︑あとは入れかえです︒民間の資金を食い

いずれにせよ︑我々にあとどれぐらい時間が残
されているのかということは不安です︑確かに不
安です︒だけれども︑マーケットに聞くわけにも
いきません︒
そこで︑二つの観点からマーケットをウオッチ
されていらっしゃると思いますけれども︑財政当

ただ︑私自身の考え方としては︑そういう幅を
持って総理とも御相談しているということが一点
と︑この附則については︑﹁遅滞なく︑かつ︑段
階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うた
め︑平成二十三年度までに必要な法制上の措置を
講ずるものとする︒﹂と法律上なっておりますの

ていませんけれども︑最終的には︑ギリシャの例
を見ると︑ギリシャ国債のＣＤＳは暴騰しました︒

うことでよろしいですか︒
ここで細かく詰める意味は余りないのですけれ
ども︑しかし︑これは政府の法律と内閣の公約で
ありますから︑国民にきちっとそこは寸分のすき
なく説明できないと︑これだけ大事な問題にすき
間があると︑やはり日本国自体が見くびられます

で︑確かに法律が一つの規範的力を持っているわ
けですが︑しかし︑﹁二十三年度までに﹂と書い

‑ 3 ‑

衆議院決算第二分科会速記録
平成 22 年 05 月 17 日

つぶしながら︑一般政府の借金がふえる︑さらに
海外にお金が流れている︒
これを︑先ほど大臣が言われたように︑増税に
よって家計から法人企業に持ってくるという方法
ですね︒
というのは︑財務省の説明によりますと︑百二
十三円だそうです︑これまでドルを買ってきた︑
ドル買い介入してきたそのときの加重平均値は︑
一ドル百二十三円でドルを買いましたと︒したが
って︑そこから先は︑円高になれば目減りをしま

らく高くなって︑マニフェストが膨らんでえらい
ことになるので︑余り公に議論をするのはどうか
と思いますが︑しかし︑大臣のポケットに入れて
いただける余地があるんじゃないかと私は思うん

つまり︑この外為特会やばいよという理解にな
らなければ︑マーケットが理解すれば︑これは大
臣が︑いざいざ︒ただ︑条件があります︒これを
最後に財政再建の道を進むということです︑立法
措置に入るということ︒そのための十兆であれば︑
国民に理解が求められると私は思いますけれども︑

すと︑いや︑それはありますよ︑七十円からさら
に円高にしたくなることが起こり得ますよと︒そ
れはない︒産業構造が変わらない限りないわけで
すから︑計算上の問題です︒

てきて︑ある意味ではかなりいろいろ活用させて
いただいてきたところであります︒
今おっしゃった意味は︑私なりに理解はできる
んですけれども︑なかなか︑おっしゃるように︑
確かに︑一ドルが百二十二円なりあるいは二十三
円でちょうどプラス・マイナス・ゼロですから︑

もあるかもしれません︒しかし︑やはりこれはな
かなか簡単に答えが出る問題ではありません︒財
政規律の問題と同時に︑成長戦略です︒つまり︑
国の根幹が揺らぎ始めている︑財政の問題だけで
はない︑将来の担税力を食いつぶしながら国が借
金を始めているという︑財務省だけの問題ではな

は︑普通のファンドじゃない︒つまり︑幾らでも
と言っては語弊がありますが︑借りかえができる
んです︒損を覚悟で売らなきゃいけないという場
面はないんです︒銀行から借金してそれに期限が
あるならば︑損を覚悟で資産を売らなきゃいけな
い︒でも︑為券を出せば借りかえができるんです︒

それよりも高い段階で売ることはないから︑今の
含み損は︑ちょっと表現を変えれば︑それよりも
高い段階で売らない限りは確定はしないんだから︑
そこのところは余り気にしないでというのか︑使
うことも可能ではないかという︑このことについ
ては︑ぎりぎりになったときには多分小泉先生が

いかがでしょうか︒
○菅国務大臣 外為特会については︑今言われた
積立金の二十兆の問題︑さらには︑外貨の金利差
によって︑フローとしての埋蔵金というのでしょ
うか︑そういうものが生み出されてきて︑それも
毎年いわゆる税外収入という形で予算に組み入れ

計︑あるいは事業仕分け︑後ほど申し上げます我
々議員の定数の問題︑公務員給与の問題をならし
ていかなければ︑増税が国民の理解に到達すると
いうことはなかなか難しい︒半年では難しい︒一
年︑二年の時間が必要であります︒来年度︑予算
が組めるのかという問題にも︑当然︑日夜突き当

わざわざ損を出すところで売る必要はないし︑百
二十三円から円高になったところで︑円高介入す
るかと︒
日本の産業構造が変われば別ですよ︒しかし︑
自動車産業が︑百円を切れば︑トヨタで三百億︑
日産で二百億︑一円で為替差損が出ると言ってい

言われたことを頭の中で思い出すんじゃないかと
いう︑そういう意味で︑しっかりと受けとめさせ

す︑九十七円を超えれば︑今ある二十兆の積立金
で埋め合わせることができなくなって︑計算上︑
負債超過になります︑既に負債超過です︑二十兆
を手放すわけにはいきません︑こういう御説明で
す︒
しかし︑普通のファンドではないのです︒これ

たっていらっしゃるだろうと思います︒
先ほど城井議員からも特別会計のお話がありま
したけれども︑よく頑張って埋蔵金を出していた
だいている外為特会︑今年度の剰余金も予定額を
もう出してしまったよ︑もう丸裸だよという御説
明なんですけれども︑やはり最後にこの二十兆で

る産業構造のもとで︑どうしてドルを売るという
介入が起こり得るんだろうか︒事務当局に聞きま

い︑そういう認識もぜひ持っていただければあり
がたいと思います︒技術的な問題ですので︑時間
の関係もありまして︑これも御答弁は結構でござ
います︒
そこで︑とはいうものの︑すぐ消費税の増税と
はいかないわけです︒やはりいろいろな︑特別会

すね︒全部出せとは言いませんけれども︑また︑
これが全部出てくるとなると︑歳出膨張圧力がえ
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ていただきたいと思います︒
○小泉︵龍︶分科員 わかりました︒
大臣の腹が︑立法措置だ︑財政再建だと固まっ
ているから申し上げられるわけで︑腹が固まって
立金の適正規模をぜひ財務省主導のもとで︑テク
ニカルな問題は困難があると思いますけれども︑
根拠を示して明示をするという取り組みをしてい
ただきたいと思いますが︑一言︑短く︒
○菅国務大臣 特別会計については︑私からもで
すが︑枝野行政刷新担当大臣が︑次の大きな課題

それなりに財務省の法規課の説明は聞いていま
すけれども︑国民の目があります︒離れですき焼
きは出ていないんだということを示すためには︑
剰余金がきちっと処理される前提として︑この積

これを山積みにします︑日本人が買うものを山積
みにします︑ドルに換算しないで購買力平価で換
算しますと︑中国の人が買う物質の山は︑日本の
山の二倍です︒実質ＧＤＰは二倍なんです︒つま
り︑それだけ過小評価されています︒それが日本
のサービス業あるいは製造業に影響を与えないは

ね︒これが日本のデフレの隠された主因なんです︒
これは︑購買力平価で計算してみますと︑つま
り︑物の価値ではかってみますと︑中国の国民が
一年間に買うもの︑コップとか服とかネクタイ︑

問題だとおっしゃったんですけれども︑塩川大臣
のときにも私は申し上げたんです︑これは日本の
問題です︑日本のマーケットの問題です︒我々辺
境民族は︑為替レートは外から来ると思っている
んです︒アメリカにしても︑中華思想を持ってい
る中国は︑為替レートは自分たちが操作すると思

いない財務大臣にこれを出すと︑また使われてし
まって終わりになるわけでありまして︒菅大臣な
ら︑これを有効活用︑これを時間に変えていただ
く︑その時間の余裕の中で特別会計をきちっと処
理する︑公務員給与もやる︑最後に聞きますが︑
我々の歳費もやる︒その条件つきならば︑マーケ

にできるのか︑そのことをさらに検討してみたい
と思います︒
○小泉︵龍︶分科員 よろしくお願いをいたしま
す︒いつの間にか事業仕分けの方に注目が移って
いますけれども︑国民は特会のことを忘れていま
せんので︑ぜひ︑しかとお願いしたいと思います︒

っているんです︒そのギャップです︒それをどう
しても越えられないんです︒
ですから︑政権がかわったこの際に︑ぜひ︑為
替レートはマーケットが決めるというのはきれい
ごとですよ︑マーケットは交渉で決めるんですよ︒
議会もしっかりまた反応しなければいけない︒ア

ずはないわけでありまして︑デフレの一番大きな
原因は︑この中国の通貨政策︒
大臣は︑四月二十二日に︑ガイトナー米財務長
官と会談された際のインタビューで︑これは新聞
の限りですから不正確かもしれませんけれども︑
人民元の切り上げ問題はどちらかというと米中の

特会は︑もうこれは主張だけします︒母屋でお
かゆ︑離れですき焼き︑この比喩が物すごくきい
てしまっていまして︑選挙区を回ると常にこの話
が出ます︒相当塩川大臣の比喩がしみ込んでいま
すので︑よっぽどしっかり特会をやらないと︑公
益法人とか独法だけじゃ済まないです︑もう一回︑

時間がありませんので︑為替レートの︑人民元
の問題について簡単にお伺いしたいと思います︒
北京オリンピックが開かれて︑人民元が安いと
いう議論︑あれだけの経済大国であるのに人民元
が安いと︒これはごく最近の問題だというふうに
とらえられているわけですが︑三十年前に︑人民

メリカの議会は︑為替操作国だといって中国を責
めますよね︒我々の議会も無力だと思いますけれ

として取り組むという姿勢を明確にされておりま
す︒
今お話にありましたように︑まずは︑離れでこ
っそり何をやっているのかわからないということ
にならないように︑御指摘のように︑しっかりと︑
もう一度役所の中で︑どこまできちんとオープン

本家本元の特会の話に戻る必要がある︒
これも提言だけしておきますけれども︑財政投
融資︑外国為替資金︑地震再保険︑エネルギー対
策︑労働保険の労災勘定の五つの会計だけは︑適
正な積立金規模が予算書に明示をされています︒
つまり︑この金額が多い少ないを議論できるわけ

元︑一ドル当たり一・七元︒今︑六・八︒つまり︑
三十年間で四倍も人民元は安くなっているんです

ットは理解する︒マーケットも外為特会を見てい
ますから︑ファンドとして︒それが揺らぐという
ことが起こらないように︑まあ︑そのとき財投債
を出さなきゃいけなくなるとか︑さまざまなテク
ニカルな問題はありますけれども︑ぜひお心に置
いていただければありがたいと思います︒

です︒議論ができない残りの会計は︑積立金があ
ったとしても︑多いか少ないか判断基準がない︒
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ども︑為替レートに対してしかとやはり対峙する︑
特に人民元に対して対峙する︑この点について大
臣のスタンスを伺いたいと思います︒
○菅国務大臣 この人民元の議論は︑もちろん中
我々︑ミニ集会︑対話集会でいつも苦しい答弁に
終始するのは︑我々の給与を減らしていない︑政
党助成金を減らしていない︑我々の歳費︑政党助
成金について事業仕分けがないと︒タイミング悪
いことに議員会館が建て直しになるわけです︒こ
の間︑うちの地元からバスが来まして︑えらく怒

していただきたいと思います︒
時間がありませんから最後の質問になると思い
ますが︑政治家としての菅大臣の直観力でお答え
いただきたいのですが︑財政再建を考えるときに︑

○柚木主査代理 これにて小泉龍司君の質疑は終
了いたしました︒

していきたいと思っております︒
○小泉︵龍︶分科員 ありがとうございました︒
ぜひよろしくお願いいたします︒
終わります︒

を示す必要が︑国を救うためにはあるのではない
かと思いますけれども︑いかがでしょうか︒
○菅国務大臣 先日︑イギリスが新しい内閣がで
きて︑報道によれば︑最初に決めたことが︑たし
か五％でしたか何％かを歳費を五年間はカットす
るということを新しい内閣が決めたというふうに

国自身も非常にぴりぴりしておりますし︑アメリ
カも意外とこの問題では︑議会筋はかなりはっき
り言っていますけれども︑ガイトナー長官などは︑
必ずしも︑公の席では非常に慎重な言い回しをい
たしております︒
それで︑今︑小泉議員の方からデフレの原因と

本に対して為替を変更しろということをプラザ合
意のときに言ったように︑そういうことが論理的
にはわかりやすいんですけれども︑日本の場合に︑
直接︑日中の間でのそういう構造にはなっていな
い︒
これが︑一般的には︑私も︑為替は余り大きく

報道がありました︒
私たちも︑ある段階で何かきちんとした方向性
を出すときには︑もちろんこれは国会の問題であ
りますから政府が一方的にということではありま
せんが︑まさにおっしゃるように︑私たち自身も
しっかりとそういう姿勢を示すことが必要になる

られたわけです︑何で財政が大変なときにこんな
ものをつくるんだと︒たじたじになりました︒
議員歳費の話は︑これは議会の話ですから︑政
府の話ではありませんけれども︑民主党を率いる
政治家である菅大臣として︑我々の給与も︑期限
つきでもいい︑二割︑三割カットするという覚悟

変動がないままで柔軟性がある形ということは︑
多少はじわじわと調整された方がいいとは思って
おりますけれども︑そういった状況があるもので
すから︑余り日本がアメリカよりも前に立って︑
こうしろ︑こうすべきだということは︑率直なと
ころ控えているというのが今の私の姿勢です︒

のではないか︑私もそのように考えておりますが︑
それはそういう何かのときに︑また御一緒に議論

いう御指摘があったので︑私なりにもう一度改め
て検討してみたいと思いますが︑一般的に言えば︑
日本と中国の間の貿易のインバランスというのは
それほど大きくはないということを考えますと︑
いわゆるアメリカと中国の場合は︑当然︑アメリ
カが貿易収支が物すごく赤ですから︑かつての日

○小泉︵龍︶分科員 アメリカの前に出る必要は
ないかもしれませんが︑アメリカと並んでぜひ押
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