この議事速報は、正規の会議録が発行される
までの間、審議の参考に供するための未定稿
版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた
発言、理事会で協議することとされた発言等
は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合があります
ので、審議の際の引用に当たっては正規の会
議録と受け取られることのないようお願いい
たします。

午前八時五十五分開議
――――◇―――――
○古川委員長 これより会議を開きます。
財政及び金融に関する件について調査を進めま
す。
この際、去る二十五日、関税等に関する実情調
査のため、委員十一名が参加し、東京税関管内の
視察を行いましたので、参加委員を代表いたしま
して、その概要を御報告申し上げます。
まず、羽田税関支署において、東京税関の概況
説明を聴取した後、麻薬探知犬による検査状況、
不正薬物等の犯則物件等を視察し、検査方法、摘
発状況等について質疑応答を行いました。
次に、東京外郵出張所において、輸入郵便物の
検査状況、指定薬物等を視察し、検査体制、検査
機器等について質疑応答を行いました。
最後に、東京税関本関において、通関状況、監

視カメラシステムを視察し、通関手続、監視体制
等について質疑応答を行いました。
今回の視察に当たりましては、御協力いただき
ました方々に深く御礼を申し上げ、視察の報告と
いたします。
―――――――――――――
○古川委員長 この際、お諮りいたします。
両件調査のため、本日、参考人として日本銀行
総裁黒田東彦君の出席を求め、意見を聴取するこ
ととし、また、政府参考人として金融庁監督局長
森信親君、法務省大臣官房審議官金子修君、財務
省関税局長宮内豊君、理財局次長飯塚厚君、厚生
労働省大臣官房審議官木下賢志君、経済産業省大
臣官房審議官佐々木良君の出席を求め、説明を聴
取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古川委員長 御異議なしと認めます。よって、
そのように決しました。
―――――――――――――
○古川委員長 質疑の申し出がありますので、順
次これを許します。鈴木克昌君。
○鈴木（克）委員 それでは、先ほど委員長から
視察報告がありましたが、私からも、御対応いた
だいた財務省そしてまた東京税関の方々に、まず、
視察に対するいろいろな御手配、感謝を申し上げ
たいと思います。
そこで、それに関連して、しばし御質問をさせ
ていただきたいというふうに思うわけであります。
視察をさせていただいた委員の皆さんはほとん
ど同じようにお感じになったのではないかなと思

うんですが、まさに、二十四時間三百六十五日、
不眠不休と申しますか、日本の水際で税と関を担
って働いていただいておる皆さんの本当に真剣な
働きぶりを拝見させていただいて、非常に思うと
ころがありました。
そこで、少しそれに関連してお尋ねをしていき
たいというふうに思います。
まず、羽田税関支署でありますけれども、旅具
検査場といいますか、一番皆さんのおなじみの場
所なんですけれども、海外から帰国された方々と
いうのは必ず通る場所であります。日本に入国さ
れる旅客や航空機のクルーの皆さんの携帯する荷
物の検査、そしてまた免税範囲を超えたものにつ
いて関税、消費税等の徴収を行っているというわ
けでありますが、その一方で、羽田空港だけで年
間五十五キロを超える覚醒剤など不正薬物が摘発
されているということを伺いました。
ひっきりなしにやってくる旅客の中から、麻薬
探知犬ですか、非常にかわいかったんですけれど
も、またエックス線検査装置などを活用したりし
ながらも、不審者を見分け、そして不正薬物など
を水際で阻止している税関の皆さんのまさに熟練
わざといいますか、職人わざといいますか、本当
にそんなものをかいま見させていただいたという
ふうに思っております。
これはやはり経験が本当に必要な仕事だという
ふうに思っていますし、熟練の職人わざと言って
も過言ではない、本当にそんなものをひしひしと
感じたわけであります。やはり先輩から伝承、そ
してまた技術を継承されて、ある意味ではプロの
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職人となっていくんだろうな、そんなことを実は
感じておりました。
そこで、安心、安全な社会の実現に向けて水際
でしっかりと使命を果たされているということの
一方で、我が国の観光立国実現に向けた取り組み
によって昨年の訪日外国人旅行者数が一千三百万
人を超えて、引き続き増加傾向にあるというのは
御案内のとおりであります。
そこで、御質問なんですが、税関職員が年間一
人当たりどれくらいの数の旅客の対応をしている
のか、昨年と平成二十一年の実績をお尋ねしたい
と思います。
○宮内政府参考人 鈴木先生、それから委員長を
初め委員の先生方におかれましては、先日東京税
関を御視察いただきまして、まことにありがとう
ございました。
税関の職員の仕事は、先生今おっしゃったとお
り、経験に根差した職人わざであるというのはま
さにそのとおりであろうというふうに感じます。
今お尋ねの、空港を利用した入国旅客者数でご
ざいますが、全国で、日本人、外国人合わせまし
て、昨年は約三千万人、平成二十一年は約二千三
百万人となっております。これを、単純に旅客の
携帯品検査に従事する全国の税関職員の数で割っ
てみますと、一人当たりの旅客数は年間で、平成
二十六年は約二万二千人、平成二十一年は約二万
人となっているところでございます。
○鈴木（克）委員 今御答弁をいただいたように、
二万人とか二万二千人という旅客の対応をされる
ということであります。しかも、まさにそれは、

先ほどから申し上げておるように、熟練の職人わ
ざともいうべき技量を持って水際でしっかりと働
いてみえるということでありますが、先ほども申
し上げましたように、これからどんどん旅客は増
加するわけでありますね。したがって、業務量も
増加をするということであります。マンパワーが
追いついていかないという状況ではないのかなと
いうふうに私は理解をいたしたわけであります。
私どもは選挙という洗礼があるわけであります
が、二万人とか二万二千人と握手をするだけでも
大変なんですが、それを、先ほどから申し上げて
おるように、いわゆる水際という大きな使命を帯
びて、そして的確な対応をしていくということで
あるなら、私はやはりもっとマンパワー的にも充
実をしていく必要があるのではないかなというふ
うに思っていますが、そのこともまた後ほどお尋
ねをしていきたいというふうに思います。
羽田税関はそんなことで、麻薬探知犬等々の活
躍ぶり、もちろん犬だけ褒めても仕方がありませ
んけれども、それを指導し、携わっている人たち
の日常の苦労を本当に少しかいま見させていただ
いた、このように思っています。
次に、国際郵便物を取り扱う東京外郵出張所を
拝見いたしました。全国六カ所に国際郵便物の通
関を行う税関、外郵出張所があるというふうに伺
ったわけでありますけれども、毎日膨大な量、一
日に一万個というふうに伺いましたが、この国際
郵便物を一つ一つ確認し、必要なものはエックス
線検査や開披検査を行っている、こういうことで
あります。ここも現場を拝見したわけであります

けれども、本当にあの環境の中で的確に、内容を
よく把握されるものだということで感心をしたわ
けであります。
いずれにしましても、最近は、ＩＣＴ化の進展
等によって、インターネットを通じて簡単に海外
から物を購入することができるようになりました。
それらが国際郵便物として日本に到着するわけで
ありますけれども、今月上旬に報道発表された、
昨年の税関における知的財産侵害物品、いわゆる
コピー商品の差しどめ状況等を見ますると、三万
件を超えるというふうになっております。もちろ
ん、これが年々ふえてきておるということのよう
であります。
いずれにしても、九割以上が国際郵便物から入
ってきておるということでありますから、先ほど
から言っておるように、この国際郵便物からは危
険ドラッグなどの不正薬物も摘発をされておると
いうことであります。
連日のように不正薬物やコピー商品が発見をさ
れて、十年前よりも悪質で、量や件数も増加して
いるということでありますから、税関職員の方々
は本当に、日本が不正薬物やコピー商品の市場と
して狙われているという危機感を持って職務に当
たっておられるわけであります。何遍も繰り返し
になりますけれども、本当に熟練の職人わざとい
うことをここでも目の当たりにさせていただいた
わけであります。
一方、税関は、言うまでもありませんけれども、
関税とともに消費税等の徴収も行っておるわけで
ありまして、その徴収額は六・五兆円、これは平
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成二十五年度でありますが、国税収入の一割を超
えているということであります。まさに歳入官庁
でもあるわけであります。
国際郵便物以外にも、輸出入貨物の通関を行う
部署が全国にあるわけですけれども、税関やその
他関係行政機関に対する手続及び関連する民間業
務を一元的に処理することができる官民共同のシ
ステムであるＮＡＣＣＳや、今回の視察では時間
の関係で行くことができなかったわけであります
けれども、海上コンテナごとエックス線検査ので
きる大型エックス線検査装置や、ＴＤＳなどの設
備によって業務の効率化が図られている、このよ
うな説明もいただきました。
しかしながら、税関の使命の一つである適正か
つ公平な関税等の徴収を果たすためには、輸出入
貨物の関税分類、輸出入通関の際に必要な関税の
関係法令以外に、いわゆる他省庁の法令の確認を
しなくてはならないということであります。
例えば、経産省所管でありますと外国為替及び
外国貿易法それから輸入貿易管理令、厚労省では
食品衛生法、農水省では家畜伝染病予防法それか
ら植物防疫法、警察庁では銃砲刀剣類所持等取締
法など、非常に高度な専門性が必要である、この
ように伺っておるわけであります。
このような通関担当部門の税関職員が年間一人
当たりどれぐらいの申告件数に対応しているのか
も、やはり去年と平成二十一年の実績を聞かせて
いただきたいと思います。
○宮内政府参考人 通関担当部門の税関職員につ
いてでございますが、概数でございますが、年間

一人当たりで対応している申告件数は、昨年は約
二万五千件、平成二十一年は約一万九千件となっ
ているところでございます。
○鈴木（克）委員 業務量というのは本当にふえ
てきておるということがわかるわけであります。
加えて、適正かつ公平な関税等の徴収という観
点から、事後調査部門というものもあるやに伺っ
ておるわけでありますが、この実績についてもお
伺いをしたいと思います。
○宮内政府参考人 御指摘のございましたとおり、
税の収納機関としての税関の役割もますます高ま
っているところでございまして、実は、約三十年
前の昭和六十一年度には、税関における関税、消
費税等の、当時は消費税はまだございませんでし
たが、関税等の収納額は約一兆円でございました。
約二十年前の平成七年度には約三兆円、十年前の
平成十七年度には約五兆円と増加しまして、昨年
度につきましては約七兆円というふうにどんどん
ふえてきております。徴税機関としての税関の役
割はますます高まっているところでございます。
このような中で、税関では、通関時に審査、検
査を行うとともに、輸入許可後に調査を行ってお
ります。輸入される貨物の迅速通関と適正課税の
確保に努めているということでございます。最近
ますます貿易取引の形態は複雑化しておりまして、
輸入の事後調査の果たす役割は年々大きくなって
おります。
平成二十五事務年度の輸入事後調査におきまし
ては、全国で三千六百十四者の輸入者に対して調
査を行いました。このうち、約七割の二千四百二

十七者に申告漏れ等がございました。申告漏れに
係る関税及び内国消費税の追徴税額は、約八十四
億円となってございます。
○鈴木（克）委員 大臣にお伺いをしたいと思う
んですが、今報告があったわけでありますけれど
も、一年間に一人の職員が二万人とか二万二千人
に対応する、そしてまた書類等も申告件数に対し
て一万九千件、二万五千件という、ある意味では
本当に大変な数を今こなしているわけであります。
そういった状況の中で、言うまでもありません
けれども、二〇二〇年には例のオリンピック・パ
ラリンピックが開催をされるということでありま
す。日本政府としても外国人旅客を二千万人とい
うことで掲げておるわけでありますけれども、そ
ういうような状況を踏まえて、特に今回の法改正
で指定薬物を含む危険ドラッグを輸入してはなら
ない貨物に追加するということで、当然これはま
た仕事量がふえるわけであります。それからテロ
・治安維持対策といった、国民の安心、安全を守
るという税関の使命もあるわけであります。
そういうことで、くどくなりますけれども、国
策として、税関に必要な定員の確保そして検査機
器の整備など、予算を含めてしっかり体制整備を
しなければならない、このように考えるわけであ
りますけれども、麻生大臣の見解をお伺いしたい
と思います。
○麻生国務大臣 今、鈴木先生からお話がありま
したように、訪日される外国人の数はこのところ
ビザの緩和等々もございまして急激に膨らんでき
ておりますし、また、輸入貨物の増大につきまし

-3-

鈴木克昌委員
衆議院財務金融委員会速記録（議事速報）
平成27年3月31日

ては宮内関税局長の方から今お話を申し上げたと
おりであります。加えて、今ドラッグの話が出ま
したけれども、やはり羽田とか成田とか、税関等
々において水際できちんと対応ができるというの
は大事ですし、今テロという問題が新たに大きく
上がってきておりますので、税関の課題というの
は非常に多岐かつ重要になってきていると思って
おります。
そこで、本年一月に緊急増員を四十五人いたし
ております。そして平成二十七年度の予算の中に
おきまして正式に五十五人、合計百人ということ
にいたしておりますが、三桁台の純増をさせるこ
とができましたのは、関西国際空港ができました
平成六年度以来、純増で三桁に乗りましたことは
ございません。
また、最近、こういったものは検査機器という
のがいろいろ発達してきておりますので、ＴＤＳ、
トレース・ディテクション・システムといって、
例えば粉なんかがついていますと、化粧品の粉か
麻薬の粉かがぱっと見分けられる。ちょっとつい
ていますと、拭いてやったらぱっと出てくるよう
な、トレース・ディテクション・システムという
のを平成二十六年度中に倍増させております。
そして、二十七年度の予算などからは、エック
ス線の検査装置を十二台、それからパスポートリ
ーダーを羽田、千歳、中部等々の三空港などに整
備も進めさせていただいております。
さらに、検査の充実と円滑化を両立させるため
に、航空会社、飛行機会社の方が持っておられる
旅客の予約記録、パッセンジャーズネームレコー

ドというものをあらかじめこちらにちょっと見せ
てくださいと。その中で怪しいのがいたらざっと
出ることで洗えますので、事前入手の拡充に今取
り組んでおるところであります。
こういったことで、今後とも、不正薬物対策ま
たテロ対策等々の新たな業務も含めまして、こう
いったものにきちんと対応し、国内の安全、治安
というものの維持に努めてまいりたいと考えてお
ります。
○鈴木（克）委員 今、平成二十七年に五十五人、
そして四十五人、合わせて百人ということであり
ます。
もちろん、マンパワーで全てできるものではな
い、当然機械化とかいろいろなシステムの構築等
も重要であります。しかし、先ほど来から申し上
げているように、年間に二万人とか二万二千人と
かいう人に会って、しかも、そこの背景に何があ
るのか、物を見分けなきゃならない、それから書
類、申告件数についても二万五千件を一人で処理
していくというのは、私は、今からオリンピック
までのことを考えていったときに、やはりこれは
本当にもう一度体制強化という意味で考えていた
だかなきゃいけないんじゃないかなというふうに
思います。
当然いろいろなことを、大臣も現場を見てみえ
るかもしれませんけれども、十五分ぐらいで交代
しなきゃならないぐらい本当に神経ぴりぴりで、
あの状況を見ておると、これは本当に大変な仕事
をやっておってくれているんだなというふうに思
います。そんな思いでありますので、ぜひひとつ

体制整備ということでお力添えをいただきたいな
と、これはお願いをしておきたいと思います。
この件の最後ですが、東京税関本関を訪問して、
監視部取締部門というのを視察させていただきま
した。あの広い東京港に入出港する外国貿易船等
を監視カメラで監視して、まさに三百六十五日、
昼夜を問わず、安全、安心な社会の実現に向けて
水際でしっかりと使命を果たされている、こうい
う状況を伺ってまいりました。また、監視艇を使
って海上からも取り締まりをされておるというこ
とも聞いてまいりました。
このように、税関は、税と関の文字どおり、二
十四時間三百六十五日、日本の水際で、適正かつ
公平な関税等の徴収や貿易の円滑化という税の歳
入官庁としての一面と、安全、安心な社会の実現
という、テロ、治安維持対策といった国民の安心、
安全を守るという関の取り締まり機関としての一
面もあり、誰の目にも国にとって必要な機関であ
るということは間違いないと思うんです。
しかしながら、我々でさえと言うのはちょっと
問題があるかもしれません、我々でさえ、今回の
視察で税関の現場を訪問させていただいて、見て、
そして説明を受けて初めて、これだけ幅広い業務
があって、職人わざとマンパワーの必要な職場で
あるということ、そういう現状がわかったわけで
あります。
私は、国民の皆さんにももっと広く税関という
ものを知ってもらう必要がある、このように思う
わけですが、税関の広報の状況等及び今後の施策
についてどのように考えておられるのか、お尋ね
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したいと思います。
○宮内政府参考人 ただいま先生から御指摘いた
だいた、税関の役割の大切さについて理解を得て
いくということは大変大事なことだと思っており
ます。
税関におきましては、さまざまなツールを用い
てさまざまな広報活動に努めているところでござ
います。
例えば、関税制度に関しまして、講演会や関係
業界への業務説明会等を通じて周知するといった
ことから始まりまして、税関職員を学校に派遣し
て行う薬物乱用防止教室というものを通じまして、
不正薬物の危険性についての注意喚起や税関の業
務説明を行うといったこともしております。それ
から、特に毎年五月と十月に薬物及び銃器取り締
まり強化期間というのを設定しているんですが、
この期間に集中的、重点的に広報活動を実施する
といった広報活動を積極的に行ってきているとこ
ろでございます。
また、税関ホームページそれからソーシャルメ
ディアを通じた広報にも努めておりまして、税関
ホームページでは、貿易統計や輸出入手続を初め、
税関における不正薬物等の社会悪物品の水際取り
締まりの取り組み状況を公表するなど、積極的に
情報を発信しております。
その他、各種のポスターやパンフレット等を作
成し、国民に対しわかりやすい広報に努めている
ところでございます。
今後とも、国民の税関行政に対する理解を得る
べく、積極的な広報活動に努めてまいりたいと考

えております。
○鈴木（克）委員 ポスターそして学校での教育
等々、いろいろおやりになっているという今のお
話でありましたけれども、私はやはり、先ほどか
らくどいようですけれども、我々ですらと言うと
語弊がありますけれども、なかなかこの実態は、
行って見て初めて、ああ、なるほど、これだけの
大変な仕事をやっていただいておるんだなという
ことがわかったわけであります。したがって、ぜ
ひ、例えば映画をつくるとか、ドラマで放映する
とか、ドキュメンタリー番組を設けてもらうとか、
もっともっとひとつ積極的な広報活動をお願いし
たい、このように思います。
それで、これが最後の質問になるんですけれど
も、局長さん初めいわゆる幹部の方々が視察や現
場職員の声を聞く機会をどの程度設けてみえるの
か、このことはやはり大事だというふうに私は思
うんですね。
財務省の中からではなかなか見えない部分が、
現地、現場へ行くとよくわかるわけであります。
したがって、現場を定期的に見ていただくとか現
場の声を聞くとか、そういうことも含めて、今現
在どういうふうにやっているのかということを含
めて、今後、どんなふうなお考えなのか、幹部の
現地、現場に対する考え方というのをお示しいた
だきたいと思います。
○宮内政府参考人 お答え申し上げます。
税関行政を適正に執行していくためには、関税
局が税関の現場の状況を的確に把握することが重
要だと考えております。

私を含め関税局幹部は、全国各地の税関の現場
に赴きまして、税関を取り巻く現状を把握すると
ともに、現場職員の声を聞いているところでござ
います。
ちなみに、私、一昨年の七月に関税局長になり
ましてから、税関を視察した日数は四十日程度と
なっているところでございます。
視察の機会に限らず、さまざまな機会を捉えて
現場職員からの声を聞くことを通じて、税関の現
場の状況を的確に把握して、税関行政を適正に執
行してまいりたいと考えております。
○鈴木（克）委員 しっかりやっていただいてお
るというふうに今御報告ありましたけれども、さ
らに現地、現場主義、そして本当に職員の声をし
っかり受けとめていただいて、水際作戦は本当に
大事なことだというふうに思っていますので、頑
張っていただくようにお願いしておきます。
それでは、少し質問の内容をかえさせていただ
きますが、税制改正関係についてお尋ねをしてい
きたいと思います。たばこ税や酒税ということで
幾つかお伺いをしていきたいんです。
今回、たばこ税の見直しが行われたわけであり
ます。たばこに係る課税の歴史というのは非常に
古くて、明治初期までさかのぼるというふうに伺
っております。主として税収確保といった目的で
税率引き上げが行われてきたということのようで
ありますが、最近の改正で、平成二十二年にあっ
たわけでありますけれども、このときは、国民の
健康の観点から、たばこの消費を抑制するという
目的で税率引き上げを実施したわけであります。
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この改正によって、代表的な銘柄の小売価格は百
円以上の値上がりとなったわけであります。
当然、その裏返しで販売数量がどうなるかとい
うことなんですが、数値を見てみますと、若干減
少傾向にあるものの、その減少幅というのは縮小
して、税収も安定的に推移をしているということ
のようであります。つまり、たばこ消費の抑制と
いった税率引き上げの目的と税収確保という課税
本来の機能とは、おおむねバランスのとれた状態
にあるというふうに言えると思うんですね。
そこで、今般の改正は、ＷＴＯ協定等の内外無
差別原則の遵守を確実なものとするためという理
由で、一部のたばこを対象として税率を引き上げ
る内容になっております。
まず、この改正理由について、改めて具体的な
御説明をいただきたいと思います。
○菅原副大臣 今般、旧三級品に係るたばこ税の
特例税率を見直す、こういうことになったわけで
ございます。
鈴木先生のお話にありましたとおり、たばこに
係る課税に関しては明治初期にさかのぼるわけで
あります。とりわけ、直近の契機として、昭和六
十年、日本専売公社が解散となって日本たばこ産
業株式会社が設立をされました。その当時からた
ばこ税の本格的な導入ということになっているわ
けでございまして、こうした中で、平成二十二年
度のたばこ税率の引き上げは、紙巻きたばこ全体
の消費量が減少するという中で低価格の旧三級品
の消費量が逆に急増している、こうした現象が起
きておりまして、いわば一般のたばこから旧三級

品への消費のシフトが起きている。
そして、旧三級品を取り巻く環境、状況に大き
な変化が生じていることとあわせまして、旧三級
品の特例税率は、お話にございましたように、制
度的に国産六銘柄、ゴールデンバット、エコーだ
とか、わかば、こうしたものに適用されているわ
けでありまして、ＷＴＯ協定等の内外無差別の原
則に違反をしている、これは提訴等をされている
わけではございませんが、こうした指摘の中で、
今回、対応することになったわけでございます。
なお、この特例税率を廃止する、すなわち一般
紙巻きたばこと同率の税率にするということに関
しましては、一定の経過期間を設けまして、段階
的に縮減、廃止することといたしております。
○鈴木（克）委員 今回の改正理由は御説明をい
ただいたわけでありますけれども、私が申し上げ
たいのは、いわゆる旧三級品のたばこというのは
特別の配慮がされてきた。それは何かというと、
主として高齢者を中心として長年親しまれてきた
というところでありまして、前回の引き上げ後は、
高齢者だけではなく、ていわゆる経済的に余裕の
ない学生などの喫煙者もこの旧三級品に流れてお
るというふうに聞いておるわけであります。
そういうことでいきますと、高齢者や経済的弱
者といった方々のささやかな楽しみまで奪ってし
まうというような増税はやはりちょっと違和感を
感じるわけでありますが、麻生大臣、このことに
ついて、大臣はどのような御所見をお持ちでしょ
うか、お尋ねいたします。
○麻生国務大臣 ただいま菅原副大臣の方から御

説明をさせていただきましたけれども、この旧三
級品というのは、ふだんたばこを吸われない方は、
懐かしい名前で、ゴールデンバット、しんせい、
最近、はやっているんだか、はやっていないんだ
か、余り聞かれない名前のたばこを含めまして、
バイオレット、エコー、わかば、そういったよう
なものが旧三級品というんですけれども、特例税
率というのをやっておりまして、平成二十二年度
のたばこ税率の引き上げ以降に、この種類のたば
この売り上げが急増しております。
したがいまして、たばこの絶対量を下げるとい
う目的からこれは明らかに反しているということ
になるんですが、旧三級品の特例税率というのは、
国産の六銘柄だけに使用しておりますものですか
ら、これは、ＷＴＯ、世界貿易機構の協定で、内
外無差別の原則に違反しているという指摘を受け
てきたところであります。
他方、この旧三級品の喫煙者というのは低価格
を理由に旧三級品を購入しておられる方も大勢お
られるという、今、鈴木先生の御指摘のとおりの
面もあろうかと思いますので、この特例税率とい
うものを廃止するまでに、四年間かけて段階的に
税率を引き上げて行うというようにして、それな
りの配慮はいたしておるところであります。
○鈴木（克）委員 ちょっと通告にはないんです
けれども、大臣にぜひこの際お伺いをしたいんで
す。
大臣は葉巻の愛好家である、このように伺って
おるわけであります。銘柄をちょっと私も調べて
きたんですけれども、愛用の葉巻は、私はよくわ
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かりませんが、ホヨー・ド・モントレー・ペティ
ロブストという銘柄を御愛用されているやに聞い
ておりますが、その葉巻というのは一体幾らぐら
いなのか、その辺のところをぜひこの際お聞きか
せいただきたいというふうに思います。ついでに
いろいろと、どういうときに、一日どれぐらいお
吸いになっておって、葉巻の税金というのはどん
なふうになっておるのか、その辺のところを、通
告はありませんけれども、わかる範囲の中でお聞
かせいただきたいと思います。
○麻生国務大臣 プライバシーにかかわるので、
全く答弁をする必要なしという御意見もありまし
ょうけれども、まあ、鈴木さんの話ですから。
正直言って、これを自分で買ったことがないの
で、よく知りません、ほとんどもらい物ですから。
何でもらうかというと、簡単で、麻生太郎にお
土産といったら、とにかくこれさえ持っていけば
大丈夫ということにみんななっています。大体、
外国人が来るといったら、自分で決めた予算があ
るんでしょうけれども、それに応じてたくさん来
たり少なく来たり、あれはみんな予算でそうして
おられるんだと思います。
ちょっと正直、今、これを自分で国内で買った
ことがありませんので、よく知りません。
○鈴木（克）委員 突然の御質問で大変申しわけ
なかったんですけれども、こういうことを私もち
ょっと聞いたんですね。葉巻は人からもらっちゃ
いかぬな、自分で買えるだけの財力がなくちゃ、
私もずっとショートホープを吸っていた、四十歳
になり、買えるだけの収入になってから吸い出し

たとなかなか味のある話がありました、こういう
ことでございます。
もちろん、お立場上、贈り物があればやはりそ
れを吸っていくというのは当然の流れだと思いま
すけれども、基本的には、やはり自分で買えるだ
けの財力を持って、それまで努力をして、葉巻を
吸えるようになってということをあるところでお
っしゃったそうでありますが、その辺のお考えを
重ねてお伺いしたいと思います。
○麻生国務大臣 さらにプライバシーにかかわる
ような話だと思います。これが議事録に残るのか
と思うとちょっと、質問される方の立場もあろう
と思いますので。
正直言って、たばこと葉巻を吸ったときに、ど
う考えても葉巻の方がうまいなと思いました。し
たがって、私は、学生時代にほとんどたばこは吸
わなかったと思っております。
大学に入ったときに、蒲郡でもいろいろやって
おられるヨットというのにどっぷり四年間、横浜
に住んでおりましたので、そこでヨット部に入っ
たために、風がないと、おい一年、たばこなんて
言われると、自分は吸いませんなんて言ったら、
ばかたれ、おまえは関係ないんだといって、たば
こに火をつけてじっと持っていると風の動きがこ
れで見えるというためにたばこは皆持っていない
といかぬという話になって、それで何となく吸い
始めたんですけれども、うちに葉巻がありました
ので、比べてみて、どう考えても葉巻の方がうま
いな、誰が吸ってもそうだろうと思った。吸おう
と思ったら、高いなと思ったものですから、これ

はとても買えぬと。
だから、ずっと吸わずに来ておりまして、四十
歳になったら葉巻、五十歳になったら帽子、六十
歳になったらステッキなんだなと二十代のときそ
う思っていたんです。四十代で葉巻を始めました
けれども、五十代になって帽子をかぶったら、あ
ら、頭をどうされたんですかとか、六十代でステ
ッキを持ったら、あら、足でもけがされたんです
かなんて言われたらとてもじゃないと思って、全
部二十年ずらして、葉巻だけは四十、帽子は七十、
八十になったらステッキ、そう思っております。
こんなものは趣味の話ですからあれでしょうけ
れども、やはりもらった葉巻だけではちょっとい
ただけませんので、自分で買えないとぐあい悪い
かなと思っております。
○鈴木（克）委員 まさにプライバシーに触れる
話で大変御無礼をしましたけれども、ある意味で
は、人間麻生太郎の人となりというのがよく国民
の皆さんにも理解をしていただけたのではないか
な、このように思います。
全く話をかえまして、アジアインフラ投資銀行
の話をさせていただきます。
Ｇ で、五年間でＧ 全体として経済規模を
二％底上げするという目標を掲げてみえるわけで
あります。
議長国のオーストラリアは、インフラは今後十
年で八十兆ドルの需要がある、計画達成に向けて
極めて重要だと述べるなど、経済成長にはインフ
ラ投資が重要であるというふうにされておるわけ
であります。また、世界銀行によると、新興国で
20

20
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は毎年約一兆ドルのインフラ投資が行われている
が、さらに毎年一兆ドルの資金需要があると言わ
れております。
新興国のインフラについては、昨年のＧ 、
財務大臣・中央銀行総裁会議において、オースト
ラリアから提案があった、新たなインフラ投資の
枠組みについて議論が交わされたというふうにさ
れております。参加国の中で世界的にインフラ投
資を促進することで一致したというふうにされて
おります。また、具体的な枠組みについて、十一
月のブリスベン・サミットまでに詰めるというふ
うにされておるわけでありますが、これらの具体
的な内容について改めてお聞かせをいただきたい
と思います。
ちょっと古い話で恐縮なんですが、消費税の先
送りや総選挙もあったために大臣に御質問する機
会がなかったので、改めてここで御質問をさせて
いただきたいと思います。
○麻生国務大臣 昨年の九月のＧ の財務大臣
・中央銀行総裁会議、これはオーストラリアが議
長国で、場所はケアンズで開かれたんですが、こ
のときにインフラへの投資促進のためのイニシア
チブというのが合意をされております。
その実施のための枠組みとして、昨年十一月、
これまたオーストラリアのブリスベンというとこ
ろでサミットが開かれておりますけれども、その
ときに、グローバル・インフラストラクチャー・
ハブ、ＧＩＨの設立が合意をされておりまして、
このＧＩＨは、インフラ案件と投資家を結びつけ
るための情報、また知識の共有のために、昨年十

二月、シドニーに設立をされております。本年の
早い段階での業務の開始を目指して、今準備がさ
れている段階だと理解をいたしております。
○鈴木（克）委員 そこで、お伺いをするんです
が、中国が、アジアインフラ投資銀行、いわゆる
ＡＩＩＢを提唱されております。きのうまで四十
カ国というふうに思っておったんですが、きょう
の報道では四十四カ国ということで、続々と参加
を表明されておるようであります。
麻生大臣は、ＡＩＩＢについては、公正なガバ
ナンスの確保、特に理事会がきちんと個別案件を
審査、承認すること、債務の持続可能性や環境、
社会に対する影響への配慮が確保されていること
などが重要であり、ＡＩＩＢはこれらが明確では
ないということで、我が国の参加については慎重
な立場である、このように伺っておるわけであり
ます。
しかしながら、Ｇ７諸国では、英国、ドイツ、
フランス、イタリアが参加を表明し、カナダも参
加を検討しているとの報道がなされておるわけで
ありまして、慎重な立場であるのは我が国と米国
の二カ国しかないという状況ではないのかなとい
うふうに思います。さらに、韓国やオーストラリ
アといった比較的我が国に近い立場である国も、
相次いでＡＩＩＢに参加を表明しておるわけであ
ります。
政府は、日本再興戦略において、二〇二〇年に
インフラシステム輸出戦略で掲げた約三十兆円の
インフラシステムの受注目標を達成するというふ
うにされておるわけであります。そして、アジア

では鉄道や道路などインフラ投資の需要が十年で
総額八兆ドルに上るとの試算もあるというふうに
報道されておるわけであります。
ＡＩＩＢにガバナンスの問題等があるのは確か
かもしれませんけれども、今後のアジア圏へのイ
ンフラの需要を考えると、経済界からも、日本企
業が競争上不利にならないように対応してもらい
たい、こういう話もあるわけでありまして、経営
者としての御経験もある麻生大臣のお考えをぜひ
お聞かせいただきたいと思います。
○麻生国務大臣 ＡＩＩＢ、アジアン・インフラ
ストラクチャー・インベストメント・バンクを略
したＡＩＩＢという言葉が最近よく聞かれるよう
になり始めました。
これは、インフラストラクチャーの整備という
ものがアジア地域で急激に伸びているのに対して、
世界銀行、ＩＭＦ、アジア開発銀行等々の資金と
いうもの、それに対して需要の方がはるかに上回
っておるという実態があります。確かにそういう
傾向はありますので、私どもとしてはそれに対応
していかないかぬというんですが、これはこっち
へ金を積み上げていかないかぬわけですけれども、
その金を積み上げるに当たりましては、各国が出
資せないかぬということになります。したがって、
出資といったものになりますと、出資比率という
ものは発言権に非常にいろいろ影響しますので、
各国はそれをいろいろな形で割り振って、長いこ
ときちっとしたものができ上がっておるという実
態があります。
傍ら、インフラストラクチャーの急激な要望に
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対して応えようではないかというので、今そこに
中国が出てきたということなんだと思います。
私、中国がなさるのは、それなりの御自分なり
の御意見がおありなんでしょうから、やられるの
は結構ですが、間違えないでもらいたいのは、金
を貸すということは、金を返してもらうんですよ
ね、銀行なんだから。これは単にＯＤＡで上げま
すという話じゃなくて、融資、もしくはそちらに
対して金を貸すということになりますから、金を
返してもらう。
そうすると、既にＩＭＦとか世界銀行とかＡＤ
Ｂとかは、いろいろな国に貸している金がありま
す。この国だったらこのインフラに関して百億、
この国に関しては八十億、こっちに関しては百五
十億だといって、いろいろな物件、道路、鉄道、
ダム、電気、いろいろあるんですけれども、そう
いったものに貸してあるのが既にあります。それ
を経済成長に合わせて今返還しておる。日本も昭
和三十九年に新幹線を世界銀行から金を借りてつ
くったわけですから、あれと同じことです。しか
し、日本は約定どおり返しましたから、きっちり。
しかし、これらの国々は、約定どおりに返すため
の計画はできますかということを見ますと、なか
なかそのとおりできていないというこれまでの例
がありますので、我々としては、何回となくそれ
をチャラにした経験というのが各国皆あります。
私どもとしては、そういった過去の例がありま
すので、失礼ですが、今需要があることははっき
りしていますが、それを満たしたときにはちゃん
とその金が戻ってくるということがきちんとして

いるか否かを審査する、検査する、ちゃんと融資
の資格審査という銀行でも皆やっておられるのと
同じことを、このＡＩＩＢはしてくれる技術、ガ
バナンス、能力がありますか、おたく、それがち
ゃんとできるんでしょうね、かつそれは理事会で
ちゃんと審議していただけるんでしょうねという
ことを我々は聞いております。
今に至るもその答えは返ってきておりません。
まだ返事が来ていない。きょうが期限だというん
ですけれども、期限をつけているのはこっちの方
で、ぜひ教えてもらいたいという話を申し上げて
おりますけれども、一向に返事は返ってきません。
我々も、アメリカも同様ですけれども、それは
きちんとそういうガバナンスができるというので
あればいいですよと。しかし、できないとどうい
うことになるかというと、取りっぱぐれるのがＡ
ＩＩＢだけならいいですよ。しかし、これまで金
を貸している国も、全部の国には返らないけれど
も、こっちはちゃんと優先的に返してくれます、
後から入ってきたこっちは後ですよということが
できますか。みんな一緒だなんと言われたら、割
を食うのは最初に金を貸した方で、きちっとした
融資計画を立ててやっていたところが後から来ら
れたところにがちゃがちゃにされたらとてもたま
らぬというのが世界銀行、ＩＭＦ、ＡＤＢの立場
でしょうから。
みんな一緒に計画をして一緒にやってくれると
いうガバナンスがあればそれなりのものはできる
んだと思いますが、そういったお話は今に至るも
聞こえてきませんので、きちっとそこらのことは

していただければ我々としても考えるということ
であって、私どもはアジアですから影響を最も受
けますので、出資も多分一番出させられる可能性
があります。出させられておいて取りっぱぐれま
した、それは一番割を食うから、税金を預かって
いるこっちとしてはなかなかそんな簡単には応じ
られぬということをずっと申し上げておる。
これは同じことしか申し上げておりませんので、
こんなに余り長くしゃべることもないんですけれ
ども、初めての御質問でしたので、私にしては珍
しく丁寧に御返答申し上げました。
○鈴木（克）委員 珍しく丁寧に御説明をいただ
きまして、ありがとうございました。時間が参り
ましたので。
いずれにしても、私が申し上げたかったのは、
確かに今そういった投げかけをしておる、その返
事が来ないということはよくわかりました。ただ、
我が国とアメリカの二カ国だけが今のところ入ら
ないということ、それから、経済界はぜひひとつ
乗りおくれることのないようにやってくれという
ことでありますので、返事がきちっと来たときに
は、大臣として、また日本国としてしかるべき判
断をされるということでよろしいんでしょうか。
再度御質問して、終わります。
○古川委員長 麻生財務大臣、時間が参っており
ますので、簡潔に御答弁願います。
○麻生国務大臣 仮定の質問にはお答えできませ
んけれども、いずれまたサミットというような場
所が出てまいりますので、そういったところで七
カ国で話をしたりというような場面が出てくるん
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だと存じます。
○鈴木（克）委員 終わります。
○古川委員長 午後三時十五分から委員会を再開
することとし、この際、休憩いたします。
午前九時四十七分休憩
――――◇―――――

- 10 -

鈴木克昌委員
衆議院財務金融委員会速記録（議事速報）
平成27年3月31日

