
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

   

 

 

 

 

   

平成 16 年第５回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第５回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2004 年３月 11 日(木) 18:01～19:26 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同 麻生 太郎 総務大臣 

同 谷垣 禎一 財務大臣 

同 中川 昭一 経済産業大臣 

同 福井 俊彦 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

     竹島 一彦 公正取引委員会委員長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）新たな成長・雇用機会の創出 

①経済活性化のための改革工程表 

②競争政策について 

（２）郵政民営化 

3．閉会 

（説明資料） 

○経済活性化のための改革工程表 

○競争政策について（竹島公正取引委員会委員長提出資料） 

○郵政民営化に向けての考え方（有識者議員提出資料） 

○郵政民営化に向けての論点（麻生議員提出資料） 

（本文) 
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平成 16 年第５回 議事録 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年５回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

まず昀初に、本日は「新たな成長・雇用機会の創出」というタイトルのもとに、

活性化のための改革工程表について御報告、それから公正取引委員長、竹島委員

長においでをいただきまして、競争政策についての御議論をさせていただきます。

後半、郵政民営化につきましては、前回の審議の際に提起されました４つの機能、

すなわち窓口ネットワーク機能、郵便事業、郵貯、簡保のうちの昀初の２つ、「窓

口ネットワーク機能」と「郵便事業の機能」についての御質疑をいただきたいと

思っております。 

○新たな成長・雇用機会の創出 ①経済活性化のための改革工程表

（竹中議員） それでは、まず活性化のための工程表について取りまとめを行いまし

た内閣府より御報告をいたします。 

（小平政策統括官） 簡単に御報告を申し上げます。お手元に厚い「経済活性化のた

めの改革工程表」というものをお配りしてございます。これは総理からの御指示

に基づきまして、竹中大臣の御指導のもとに、各省と調整をいたしまして、取り

まとめたものでございます。これは今までこういう政策を講じるというふうに決

まっておりますことにつきまして、その工程を明らかにして、政策が確実に実施

されるようにするということが昀大の目的でございます。 

政策の項目としては全部で50でございまして、政策の事項としては663に及んで

おります。これまでも工程表を何回か作成をいたしましたけれども、こういう工

程表をつくることによりまして、大部分の政策が実行されてきているということ

になっております。 

お手元に、まずカラーの１枚紙をお配りしてございますけれども、これはこの

活性化の全体の位置付けを簡単にまとめたものでございます。下の方にこれまで

の改革ということで、４つの改革、その上に立って構造改革を進めてきておりま

して、その芽が出てきていると、この芽をさらに大きな木にする必要があるとい

うことでございまして、特に改革の成果を地域、中小企業、暮らしにさらに浸透

させていく必要があるということでございまして、上にございます５項目につき

まして、工程表をまとめておりますけれども、引き続き、この分野におきまして、

平成17年度に向かいまして、政策の検討を進めていくということになるわけでご

ざいます。 

もう一つのカラーの資料をご覧いただきますと、工程表の中から幾つかわかり

やすいものをまとめて４項目だけお示しを申し上げております。 

一番左は「起業の促進と中小企業等の資金調達の円滑化」ということで、これ

までの対応が一番上に書いてございます。その結果として、どのような成果が出

たかということで、この昀低資本金規制の特例措置によって、会社設立済みが２

月末で9,408件あるということでございます。今後の対応というのが一番下に書い
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てございますけれども、個人保証の適正化の関係で、包括根保証につきまして、

限度額、あるいは期限等について設定をする。していないものにつきましては無

効にするというような法案を検討するということでございます。同じように「金

融システム改革」、「ＩＴ戦略」、「地域再生と構造改革特区」ということで、

幾つかの例についてまとめております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。今の報告につきまして、もし、コメント、御

質問等々ありましたら御発言をいただきたいと思います。 

（小泉議長） この絵はもう芽じゃなくて大きな木になっている。 

（竹中議員） よろしいですか。 

（麻生議員） これは６月の例の骨太のときまでには、さらに詳しいものを、この後

も出すわけですか。 

（小平政策統括官） 本年の骨太は６月の初めに閣議決定をしたいというように思っ

ておりまして、その内容につきまして、この項目の中で、さらに、平成17年度に

向かいまして政策を検討して盛り込んでいきたいということでございますが、工

程表は既に決まっているものを、どのように確実に実行するかということでまと

めてあるということでございます。 

（竹中議員） これまでの基本方針に示されたものを、さらには、昨年来の大臣イニ

シアティブでいろいろ大臣に出していただいたものを具体的な工程に示したもの

というふうに御理解いただきたいと思います。本間議員。 

（本間議員） 今もお話に出ましたとおり、大きな成果が上がっているという具合に

私どもも認識をしております。しかし、集中調整期間が残りあと１年ちょっとで

ございますので、日本経済再生の基礎固めをきちんと仕上げていくということが

必要なのかと思います。とりわけ、地方経済の現状については、懸念されるので

経済特区でありますとか地方再生についても、さらに踏み込んで加速化をしてい

く必要性があろうかと思います。この点、一段と努力する必要性があろうかと思

います。 

それからもう一つ、構造改革を進めてまいりますときに、企業に関しては個人

保証の見直し、これはまだ十分に法制上の手続がなされたという具合にも思いま

せんし、グローバルな関係に関しては、メキシコとの間でＦＴＡはかなり進展し

ているという報道も承知しておりますけれども、この点についても、まだまだ韓

国、マレーシア、タイ、フィリピン等の交渉中の問題も含めて、積極的に推進し

ていただきたいという具合に思います。 

それから、先ほどの地方の再生とも関係するわけですけれども、雇用政策につ

いては、予算措置されたものが必ずしも使われていないようなケースもございま

す。この点で雇用政策に関するアウトカム目標をきちんと設定して、これを達成

していくという手法のイノベーションも必要になっていくのではないかと思いま

す。 

全体として、今の構造改革ペースを加速し、成果がきちんと花として国民に認
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知されるよう、御努力をお願いいたしたいと思います。 


以上です。 


（竹中議員） ありがとうございます。それでは、改革工程表をまとめたということ

でしっかりと実施をしていきたいと思います。さらに、このうちの中で加速・拡

大すべき項目について、諮問会議で引き続き議論いただきまして、先ほど麻生大

臣がお示しになりました、いわゆる骨太の今年度版、16年度版につなげるような

形にしたいと思います。本間先生が言われましたように、その際、地方の再生、

ＦＴＡ、雇用のアウトカム、そうしたことをぜひ念頭に置いて引き続き御議論を

いただきたいと思います。 

それでは竹島委員長から競争政策について、公正取引委員会の取組み等を中心

に御説明をいただきます。お願いします。 

（竹島公正取引委員会委員長） 貴重なお時間を競争政策のために与えていただきま

して大変ありがとうございます。 

   まず、資料に沿いまして御説明を申し上げたいと思います。資料１の１枚目は、

小泉総理、昀初の所信表明におきまして、21世紀にふさわしい競争政策を確立し

ますというお話がありましたが、その後、当諮問会議におかれましても、13年の

６月の骨太の方針から、競争政策の強化について、具体的に独禁法の改正の内容

も規制改革推進３か年計画においては詳しく述べられているという経緯を示した

ものでございます。 

こういった御議論を踏まえまして、２枚目でございますけれども、私的研究会

における議論を１年間やりまして、昨年の秋に研究会の報告をいただき、それを

各界にコメントを求めまして、110にのぼるパブリックコメントをいただきました。

それを踏まえ、今度は公正取引委員会として、いわば大綱、法律改正の大綱とい

ったようなイメージで、ここにあります基本的考え方をお示ししました。 

その柱がこの表でございまして、１つは、実効性確保の観点からの課徴金制度

の見直しでございます。具体的には、課徴金の算定率の引上げ、大企業６％、中

小企業３％の引上げ。それから、適用範囲の拡大。現在価格カルテル等に限定さ

れている、価格カルテルと入札談合といって過言ではないんですが、そこに限定

されているものの対象を膨らますという問題。それから、新たに課徴金制度に措

置減免制度を入れる。欧米、韓国と同様に、日本以外の国ですべて導入されてい

る、いわゆるリーニエンシーという制度を導入するということ。それから、強制

調査権限である犯則調査権限を導入する。あわせましてデュープロセスを図るた

めに審判手続の規定の整備を行う。以上３つがいわゆる措置体系の見直しという

ことで規制改革推進３か年計画等においても記載されているものでございます。 

昀後４番目、独占・寡占規制の見直しは、不可欠施設、ボトルネック設備を持

っている大規模事業者が新規参入者の参入を阻害するという場合に、迅速に排除

命令が出せるようにしましょうという御提案を申し上げたわけでございますが、

その後のいろいろな調整、御意見のもとで、前回の諮問会議におきましても、総

理から賛成・反対の論点を整理するようにという御指示を受けたわけでございま
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すが、今日現在、独占・寡占規制の見直しについては、今回は見送らせていただ

きたいと。いろいろ法律的な詰めもありますし、知的財産権にかかわる問題もご

ざいまして、なお時間を要するということから、今回の見直しでは、これは見送

りにさせていただきたい。残る上の３つ、これがいわゆる措置体系の見直しにな

るわけでございますが、これに絞って今作業をさせていただいております。 

そういう意味で資料２にお移りいただきたいのでございますが、具体的な改正

の御提案としてはこの紙でございます。資料２の１枚目は、釈迦に説法でござい

ますけれども、私ども競争政策の強化というのは、先ほどの改革工程表にもあり

ますように、競争政策の強化ということで入れていただいているわけでございま

すが、構造改革の推進の一翼を担う重要な政策であるというふうに思っておりま

す。小泉総理の「構造改革なくして成長なし」というフレーズがございますが、

それにあやかれば、「競争なくして成長なし」だという考え方は正しいというふ

うに思っておりまして、それのデメリット、いわゆる強者の論理ではないかとい

うこと、仮にそういうことでデメリットがあるとすれば、それは別な政策で措置

すべきものであるというふうにまず基本的には考えております。 

それから、２つ目には、談合やカルテルというのは、公共調達の場合には、税

金の無駄遣いになっている。これも16年度の予算編成においても、そういう御議

論があったというふうに理解しておりまして、そういう流れとも平仄が合う改正

であると。 

３つ目は、やっぱりグローバル化された時代において、欧米の競争法のレベル

等をにらんで日本も考えていかなければいけないのではないか。この３点が基本

的な見直しの必要性のお話でございます。 

以上の基本的考え方に立ちまして、具体的改正事項、①、②としか書いてござ

いませんが、これはその中で特に重要なものということで書かせていただいてお

りまして、２枚目に詳しく書いてございます。まず１点目は、何といっても競争

法を定着させるためには、独禁法違反事件というのは、割に合わないものである

というふうに企業の方々に思っていただく水準でなければ効果がない、実効性が

上がらないということでございます。そのためには、やはり具体的には課徴金の

算定率を引き上げるということが必要であるということが１点でございます。 

それから、同じような価格引上げ効果なりがあるにもかかわらず、先ほど申し

上げたように、入札談合と価格水準のカルテルだけに今の課徴金の対象はなって

おりますが、それに加えまして、シェアカルテルでありますとか、取引先の制限

カルテル、こういったものも同様に対象にすべきでありますし、同じような効果

を持つ私的独占というものも、課徴金の対象にすべきであるということが大きな

１点でございます。 

それと２つ目の措置減免制度の導入。これはまさに、カルテル、談合というの

は、典型的な企業犯罪と言われるものでございますけれども、その特性は、密室

でかつ証拠を残さないというところに大変な特徴がございます。各国においても、

それを摘発するのに大変苦労してまいりまして、この措置減免制度、英語ではリ
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ーニエンシーと言いますけれども、これがアメリカ、ＥＵ、オーストラリア、韓

国、カナダ、要するに日本以外の国ではすべて導入されている。国際カルテルの

摘発をはじめとしてカルテルの摘発に大変な効果を上げているということでござ

いまして、ＥＵにおいては、この２、３年、その成果が目を見張るものがあると

いうことでございます。そういう中で国際カルテル、日本もそれに参加している

わけでございますが、その摘発は容易ではない。疑わしきは罰せずという下で、

結局はきちんとした対応が日本ではできていない。向こうでは何十億円という罰

金なり制裁金をかけられている日本企業は、日本では何もされずに済んでおると

いう状態があります。そういう意味で事件の発掘のための端緒として、これは非

常に有効である。 

申し上げたいのは、課徴金の算定率の引上げとリーニエンシーの導入が一体で

ある必要がある。片方だけではワークしない。算定率の十分な引上げがなければ

効果がないということを書かせていただいております。 

それから１点、これは司法取引ではないかというお話がよくあるわけでござい

ますが、これは司法取引の国であるアメリカで開発されたものではありますけれ

ども、司法取引は御案内のように、容疑者になった段階で罪を認めます、そのか

わり罰を軽くしてください、という個別取引でありまして、リーニエンシーはそ

うではなくて、そもそも当局がわからないときに報告してきたら、罰金はかけま

せんよ、というものでございます。あらかじめその要件は明らかにしておく、予

測可能性を与えると、こういったところに特徴がございまして、司法取引の国で

ないヨーロッパにおいても、これは導入されているということでございます。 

早口で恐縮でございますが、２ページをお開きいただきたいと思います。今ま

でいろいろ各方面と議論してまいりましたけれども、いま一つ公取が考えている

ことの具体性が見えないというコメントもいただいてまいりました。内閣法制局

とも調整をいたしまして、今日現在、この２ページにございますように、改正の

具体的な事柄について私どもとしては整理をさせていただいたつもりでございま

して、既に関係先のところに御説明に入らせていただいているという状態にござ

います。 

まず１点、課徴金の算定率の引上げでございますが、現行は大企業が６％、中

小企業がその半分の３％になっておりますが、ものの考え方は、その下にござい

ますように、不当利得の剥奪である。具体的には、売上高営業利益率の当時の平

均値をもってまいりまして、６％というふうに擬制をいたしましたというのが現

行制度でございます。これに対しまして、割に合わないものにする、やはり違反

行為を思いとどまらせるに十分な抑止力を与えるという意味で、現行の６％、３％

に対して２倍程度に引き上げる。その上に、さらに繰り返し違反行為を行うもの

に対しては５割程度の加算をするということが必要である。１％、２％の引き上

げでは、抑止力として十分ではないと申し上げざるを得ないわけでございます。

それに伴いまして、その根拠は、したがって不当利得相当額以上の金銭を徴収す

る措置に法律的な性格をはっきりと変えます、ということでございます。それは
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括弧にありますように、「行政上の制裁」であるというふうに観念します、とい

うことでございます。 

従来は、不当利得の剥奪にとどまっており、制裁性が弱い。ただ判決では、制

裁的効果もあるとはありますけれども、これは付随的として説明をされてまいり

ました。圧倒的に不当利得の剥奪にとどまる。よって憲法の二重処罰の禁止規定

に触れないという説明を従来してまいったわけでございますけれども、今回は行

政上の制裁になるということをはっきりとさせていただきたいと思っております。

そうしますと、二重処罰の問題が更に出てくるではないかというお話になりま

す。その点に関しまして、次に「課徴金と法人に対する刑事罰との間の調整規定」

というのがございます。これは現在はもちろんありません。これについて１つ申

し上げておかなければなりませんのは、圧倒的に独禁法違反事件というのは、公

正取引委員会の行政処分で事済んでおります。その中で時々非常に悪質である、

社会的な影響も大きいというものについて、公取が持っております専属告発権に

基づきまして刑事告発をいたします。その結果、罰金が科されるということがご

ざいます。そのときに、改正後の課徴金は制裁金的になりますので、それと罰金

というものが同じ行為に対して２つかかるではないかという問題が出てまいりま

すので、これについては、念には念を入れて憲法上の疑義を差し挟まれないよう

に調整規定を設けたい。具体的な調整規定は法制局と協議した結果、罰金の相当

額の半分を課徴金額から減額する、そういう調整規定を設けるというものでござ

います。何で半分なのかということにつきましては、刑事罰には２つの機能があ

る。懲罰機能と予防効果、してはいけませんよと、させないようなための抑止効

果があるわけですが、抑止効果、予防効果という面に着目しますと、これは行政

措置である課徴金の排除措置、これも抑止措置でございますので、そういう意味

で機能が共通する面もあるということに着目しまして半分の減額にする。丸々減

額してしまったのでは罰金の意味がなくなるということにもなります。そういう

ことで半分の調整をするということをいたしまして、二重処罰問題については、

こういう回答をさせていただいているわけでございます。 

それから、措置減免制度につきましては、現在もちろんないわけでございます

が、これにつきましては、欧米の例を十分に参考にいたしまして、我々細かいと

ころまで詰めておるわけでございますが、法制局との間ではっきりしていますこ

とは、いの一番に来た企業については100％課徴金を免ずる。刑事告発もしない。

刑事告発もしないのは、我々が専属告発権を持っておりますので、そういう方針

を明らかにして、検察当局とその点の協議をした上で進めていくというふうに考

えております。 

２番目以降の企業をどうするかについて、今、細目を詰めております。私ども

としては、２番目以降の企業も、ヨーロッパ、アメリカでそうであるように、ゼ

ロといいますか、全くだめということではなくて、何割かの減額を認めた方がい

いという考え方に基づきまして、今まさにやっているところでございまして、近々、

答えが出る。この点が１つもやもやした点として、申し訳ございませんが残って
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おりますが、全体としては今申し上げたことでクリアになっていると思います。 

犯則調査権限につきましては、現在、任意調査権限しか持っておりませんが、

それについて、いろいろ御批判もございまして、任意調査なのに資料を持ってい

くじゃないかとかいろいろの御批判もあります。したがって、そこは任意調査と

強制調査をはっきりさせるということで、国税当局が持っている、あるいは証券

取引等監視委員会が持っている犯則調査権限と同様の権限を公取に新たに与えて

いただきまして、場合によっては、検察と合同で調査をするということにさせて

いただきたい。これについては、特に問題視されていないというふうに理解して

おります。 

それから昀後、審判手続でございますが、現在は違反行為、我々がいろいろな

情報をもとに、これは黒だなと思ったものについて、これは独禁法違反のおそれ

があるからやめなさいという勧告をいたします。勧告に対して、その企業が応諾

しないという場合には、審判手続に入ります。その結果、審決が出ます。審決が

公取の正式の意思表示ということでございまして、それに対して不服があるもの

は、東京高等裁判所に行くということになっておりますが、それを変えまして、

これからは事前手続を設けまして、企業に意見の申述・証拠の提出の機会を与え

まして、公正取引委員会も証拠を示すということをやった上で、勧告ではなくて、

行政処分である公正取引委員会の排除措置命令というものを出すことに切りかえ

たい。あわせて、今は先ず本体が決まった後で課徴金納付命令という二段階処理

になっているものを、課徴金の納付命令も同時に出したいと。それはどうしてか

と申しますと、はっきり申し上げてごね得を許すことになっている。審判になれ

ば、課徴金納付命令は失効してしまい、とれないわけでございます。１年も２年

もそれで粘って、その上で決まって、ようやく払うわけですが、利子も払わなく

てもいいということに今はなっている。そういうことで、物事の公平性にもとる

というふうに考えますので、これからは、その次にございますように、強制徴収

はいたしません。不服がある場合には審判になりますが、強制徴収はいたしませ

んけれども、公取の言うとおりになった場合は利子をつけて課徴金を払っていた

だく。逆に公正取引委員会が負けた場合には、利子をつけてお返しをするという

ことにさせていただきたい。 

それから、デュープロセスのことでございますが、公正取引委員会は六百何十

人の規模でやっているわけでございますが、法曹資格者をさらに増やした方がい

い、増やすべきであるという御注文も多々受けております。私ども既に任期付採

用ということで、民間からの弁護士も採用しておりますが、これもさらに増やし

ていきたい。それから事情が許せば、今既に来ていただいています判事、検事を

さらに増やしたいというふうに思っております。 

それから、審判官というのが同じ公取の職員ではないのかということがありま

す。これはファイアウォールがあるわけでございますが、今回の改正で審判官の

権限をはっきりさせて、独立性をもって仕事ができるということの証になるよう

な改正をさせていただきたい、こういうふうに思っております。 
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早口で恐縮でございますが、問題になるのは、昀初に申し上げました課徴金の

算定率をどこまで引き上げるかという問題でございます。参考１の資料をご覧い

ただきたいと思いますけれども、これは現実に公取が調査して、その後、落札価

格がどのぐらい下がったか、それから、カルテルで価格がどのぐらい上がったか

というものを調査したものでございます。 

２枚目以降にそのバックデータがございますけれども、この１枚目の分布図を

ご覧いただきますとわかりますとおり、要するに十何％というところに黒い山が

たくさんあります。大きいものは20、30％、要するにこのように不当利得が発生

しているというデータでございます。こういうものをにらみますと、やり得を認

めないためには、現在の点線にあります６％ではいかにも弱い。２倍程度まで引

上げなければ、抑止力としては十分ではないということが言えると思います。 

それから、欧米においては、売上高の20％というのがベースになる罰金額の算

定になっているということも参考にする必要がある。 

それから参考２は、これで終わりますけれども、先ほどちょっと申し上げた国

際カルテル、アメリカもリーニエンシーやっておりますが、これは公表しており

ません。ここに載っておりますのは、ＥＣが公表しているもので、その中で日本

企業がＥＣによって摘発をされまして、制裁金を科されているものでございます。

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとあるのは日本の企業でございます。 

これはどうしてこうなっているかというと、リーニエンシーが使われているか

らでございます。日本の企業も、例えば次のページでございますが、２ページ目

にあるところでは、Ｊ社と書いてありますが、Ｊ社は一番目に決定的な証拠を提

出し、制裁金が全額免除になっている。それから、その次の昀後の食品防腐剤事

件につきましても、これはＬ社、一番目に決定的な証拠を提出し、全額免除にな

っている。日本企業が国際カルテルにかかわって、つかまって、制裁金を科され

る、アメリカでは罰金を科されるときに、リーエンシーを使って勘弁してもらっ

ているということでございます。したがって、これを入れませんと、日本だけが

国際カルテルを摘発できないという現状は、あまりにも権衡を逸するということ

だと思っておりまして、この点を御説明させていただきました。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それではどうぞ御発言いただきたいと思い

ます。吉川議員。 

（吉川議員） この問題は前回の会議でも発言しましたので、続けてもう一言発言さ

せていただきます。先ほど竹島委員長がおっしゃったように、独禁法というのは

競争政策の１つの大きな柱であるわけです。それともう１つ、競争政策、独禁法

というのは国内だけでなくて、国際的な次元でも重要な役割を果たしているとい

うことも指摘できます。先ほど改革行程表の図の説明がありましたけれども、「将

来への投資」というところに、「貿易・対日直接投資」というのがあります。政

府は現在、対日直接投資を促進しよう、外国からの投資をただ脅威と受け取らな

いで、むしろ、日本経済を活性化してくれるようなものだと考えようじゃないか
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と言っている。これが小泉内閣の基本的な考え方だと理解していますが、外国か

ら日本経済を見たときに、公正な競争がなされているというふうに見えなければ、

誰が入ってくるかということだと思います。スポーツでも、ルールがはっきりし

なければ、誰も参加しない。ルールがしっかりしているということは、外国の企

業が日本に投資をしよう、日本で経済活動をしようと考えるときの当然の要件だ

と思います。これは難しいことではなくて、当たり前のことだと思います。 

現在公取が提案している提案というのは、全体として見れば公正なものじゃな

いかと前回の会議でも申し上げた。もちろん細部においては、いろいろ詰めなけ

ればいけないところが当然あるだろうと思います。しかし、私のように学界にい

る人間から見れば、大きく考えれば、ただいまお話ししたとおり、やはり改正し

た方がいいし、公取が提案しているのは、方向としては私は正しい方向だと思い

ます。そういう大きな立場に立って、関係した方々、つまり公取、財界の方々、

それから国政を預かる政治家の方々がよく話し合って、ぜひともこれを進めてい

ただきたい。これは日本の経済社会の将来にとって大変重要なことだと考えてお

ります。 

（竹中議員） ほかに。奥田議員。 

（奥田議員） 前回、私は反対というふうに、それだけ申し上げたものですから、も

うちょっと詳しく申し上げておかないと誤解を生ずると思いますので、一言申し

上げたいと思います。 

経済界と公正取引委員会とで率直な議論を重ねてきた中で、今、竹島さんから

お話がありました、不可欠施設を理由とする新たな規制を取り下げて、また、課

徴金を制裁であると、そういうふうに認められているのは多いに評価をいたした

いと思います。課徴金だけをとっても、引上げの根拠、あるいは刑事罰との調整

方法など、制裁にふさわしい制度設計について、なお私は問題が残されている、

こういうふうに考えております。 

業界でございますが、日本商工会議所をはじめ個別の団体や業界、特に地方の

小さいゼネコンの団体ですね、こういう団体の中で、今回の独禁法改正の案その

ものについていろいろ聞いてみましたが、非常に強い反対があるということを考

えておかなきゃいかん、そういうふうに考えております。 

さらに、法的な適正さが保たれる公正取引委員会の組織のあり方、あるいは、

いわゆる官製であるかないかは別にして、談合をなくすためには一体どうすれば

よいのか、こういった措置体系全体にわたる問題はまだ未解決であると思います。

自由経済の基本法として独禁法の役割を尊重して、違反事件をなくしていくため

に、総理が施政方針演説で述べられた21世紀にふさわしい競争政策を確立するこ

とということは当然必要でありますが、そのためにはよりオープンな議論を行っ

て、広くコンセンサスを得るべき状況ではないか、こんなふうに考えております。 

経済界として決して協力を惜しむものではございません。ただ、以上のような

論点を残したまま、例えば今国会への法案を提出を行うというようなことは、若

干拙速ではないかと、そういうふうに我々は思っている次第でございます。以上
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です。 

（竹中議員） ありがとうございました。時間の関係もありますが、よろしゅうござ

いますでしょうか。どうぞ。 

（中川議員） 私の立場からは、もちろん、きちんとしたルールの下で競争をもって

日本経済が前進していく、成長していくという竹島委員長の冒頭の御発言は全く

そのとおりですから、私も方向としては、基本的な考え方としては、もちろん反

対をするものではございません。 

この独禁法そのものの議論から、ちょっとずれるかもしれませんけれども、我々、

外国貿易のいろんな問題を扱っていますと、確かにこういうルールというのは、

諸外国、アメリカ、ヨーロッパ、韓国では、あります。委員長がおっしゃったよ

うに、アメリカでは何十億ドルとられるけれども、日本では違いますね。これは

不公平なことだと私も思います。悪い方に合わせるんじゃなくて、良い方に合わ

せるという方向もそのとおりだと思います。 

他方、全体としての貿易の中で、アメリカは堂々とダンピングのための違法と

いうか、ＷＴＯ上違法と判定されているようなことを現に行い、これからも法律

が現として存在している。例えば、バード修正法という法律は、これはアンチダ

ンピング法ですけれども、要するに課徴金としてとったものは、関係業界では山

分けしてもいいぞとか、1916年ダンピング法なんていうのは、課徴金の３倍まで

とっていいぞとか、これはＷＴＯ上、黒だということが決定しているにもかかわ

らず、現に頑として存在をし、アメリカ政府の本音は別にして、それを廃止する

動きがないということになりますと、今ＷＴＯの議論をやっておりますから、そ

の中でルール、まさにデュープロセスとおっしゃる意味で、そっちの方も直して

もらわないと、こっちの方だけ厳しい方に合わせて、向こうではめちゃくちゃな

法律が残っているということは、竹島委員長の御担当ではないのかもしれません

けれども、日本だけ厳しいルールを適用して、相手の方は、何かめちゃくちゃな

ルールだけが残ってしまっているというのも、私の貿易政策、通商政策の立場か

らは、そこもちょっと頭に入れながらこれから議論を進めていただきたい。つま

り、性悪説的な考えと、それから私から見れば、日本も直さなければいけないと

ころがありますけれども、アメリカやヨーロッパだってひどい法律、通商法があ

るじゃないかということも念頭に入れながら、ぜひ議論を進めていただきたいと

いうふうに思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 基本的に賛成です。アメリカの場合はふざけた話いっぱいありますか

ら。ちょっと２つ。１つは、竹島さん、独占・寡占の規制の見直しを今回やめた

というのは将来やるという意味ですか。 

（竹島公正取引委員会委員長） それは近い将来にどうこうするということは今考え

ておりません。ただ、我々は、そういうことについて何もしないというのではな

くて、現行独禁法で３条とか、19条というのがございまして、私的独占であると

か、不公正な取引方法というのは禁止されています。いろいろ構成要件があるわ
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けでございまして手間暇かかるわけでございますが、それはいとわずに、そうい

う問題についてはやっていきたい。法律改正については、いろいろこれからの世

の中のテンポも早いですし、本当に、こういったものが競争法で手当てしなけれ

ばいかんというようなことに、また、それこそ世論がなってくるということもあ

り得ると思いますが、私どもは今具体的に、いつだったらもう一回やりますとい

うことは考えておりません。 

（麻生議員） なぜそんなことを聞くかというと、電気通信事業法というのをやって、

嫌われ者だったＮＴＴがどうなったかと言えば、結果論としては、世界昀速のブ

ロードバンドを世界一安く提供できるようになった。この法律が今なくても、間

違いなく施設は全部持っていても、きちんとした法律をやれば、ちゃんと世界一

安く、世界一早くなっているというふうに、実態も忘れてもらっては困るのであ

って、幾ら法律がつくられたってやっている者がその気がなかったら、話になら

ないわけで、これは大前提だと思います。 

２つ目。今、新聞というのは、独占禁止法に引っかかると思っておられますか、

おられませんか。そこを教えてください。 

（竹島公正取引委員会委員長） まず新聞の方からお答え申し上げますと、新聞は、

ほかの出版もそうでございます、雑誌もそうでございます、レコードもそうでご

ざいますが、これは独禁法において再販価格維持は適用除外として認められてい

るわけです。かつての公取はそういうものをどんどん縮小しようという努力をし

てまいりまして、多くの適用除外カルテルが廃止されてまいりました。今残って

いるものの有名なものが、新聞、出版物の再販価格維持でございまして、これは

独禁法の原則に反するものでありますが、法律上、ちゃんと適用除外になってお

るという問題がございます。 

それから、前者のＮＴＴの話は大臣のおっしゃるとおりでございますが、私ど

もの問題意識は、せっかく総務省がいわば非対称規制までからめて自由化を部分

的に、段階的にされているわけです。そこには新規参入を促すことによって、せ

っかくつくった光ファイバーをみんなで使ってもらおう。ＩＴ戦略本部でも議論

がありましたように。ところが、私の知る限り、まだ光ファイバーの９割は使わ

れていない、１割しか使われていないというときに、どうやって早くそれを普及

させるか、ラスト１マイルの話になるわけですが、そこでいい意味の競争が行わ

れるべきである。それで接続義務が課されているわけですが、そこにおいて、確

かに安くなって世界一になってはいるんでしょうけれども、本当に新規参入者に

対する排除的な行為がなされていないのかどうかということは、これからもよく

見ていかなきゃいかん。そこの実が上がって初めて有効利用されるのであろうと

いうことだと思います。そこはまさに事業法で決めておられる非対称規制だとい

うこと。光ファイバーが非対称規制でなくなれば話は別でございます。私有財産

ですから、どう使おうが自由だということになりますけれども、非対称規制にな

っているということは、大変大きなことであって、これは独禁法が決めているわ

けではなくて、そういうことを反映して、本当の競争が起きているかどうかとい

 12




 

 

 

   

平成 16 年第５回 議事録 

うことに我々は問題意識を持っております。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 延々とこれだけやっていると、ずっとやっていられる自信もあるんだ

けれども、そんな気もないので、昀後に、そうやった結果、カルフォルニアはブ

ラックアウトしたのか。 

（竹島公正取引委員会委員長） ですから、大臣、我々はこの新しい規定ですね、今、

引っ込めましたけれども、規定でそういうことをやろうということは考えていな

いわけです。それはどういうふうにすればいいかは、それぞれの所管大臣がお考

えになることで、自由化された分野において、新規参入妨害行為がないかどうか

ということを我々は見ているということでございます。 

（竹中議員） それでは、時間がありますので、吉川議員に御発言をいただいて、昀

後、竹島委員長に受けていただきます。 

（吉川議員） 中川大臣、麻生大臣の御発言を受けて、もう一言発言したい。 

１つは、先ほど海外でもアンフェアな慣行とか法律があるというお話がありま

した。それと日本の競争政策をどう考えるかということは、基本的に独立だと私

は思います。先ほど私は対日直投のことを話に出しましたが、それは今のような

世界の経済の中では、日本の競争政策は国際的な側面も持つということであって、

基本的には、競争政策というのは国内の問題が一番大きいわけです。競争政策が

正しく行われないために、一番不利益を受けるのは日本の消費者だと思います。

国際的な側面も持つわけですが、我々として正しい競争政策を行うべき昀大の理

由は、何よりも我々日本人にとってそれが、利益をもたらすからです。 

（中川議員） 一言。別に吉川先生に反論するつもりはございません。ただ、国際的

な側面もというのはわかりますけれども、竹島委員長が冒頭おっしゃったグロー

バル化ということも視点に入れ、アメリカ、ヨーロッパの制度も十分勘案しない

と、ということがあったので、これは竹島委員長の御担当ではないということを

前提にして、日本の通商政策、産業政策からいうと、そういうめちゃくちゃな法

律も海外にはありますねということを申し上げたかった。 

（竹中議員） それでは昀後に、竹島委員長、もし今のでございましたら、よろしゅ

うございますでしょうか。 

（竹島公正取引委員会委員長） ございません。ありがとうございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。競争政策については、独禁法の見直し、課徴

金制度の見直し、それと措置減免制度の導入など幾つかの重要な論点があるとい

うことだと思います。今日、竹島委員長がおっしゃった言葉の中で、21世紀にふ

さわしい競争政策が必要だということ、競争なくして成長なしと、幾つかの重要

な御指摘があったと思います。大前提としましては、競争政策の積極的な展開が

求められるということについては、基本的な合意があると申し上げていいのでは

ないかと思います。さらに、方向としては反対はない、しかし、制度設計につい

て、より幅広くオープンな議論をという御指摘があったかと思います。引き続き

竹島委員長におかれましては、21世紀にふさわしい競争政策の拡充に向けて取り
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組んでいただくということかと存じます。総理。 

（小泉議長） どちらも今議論があるものです。基本的にはいい方向なんですから、

あとは各論ね、幅広く今日みたいな意見も当然今までやってきた議論だし、あと

各党、自民党内、関係方面によく聞いて、国会提出に向ける努力というのはこれ

から続けていく必要がある。じっくり関係方面に話してください。 

（竹中議員） 竹島委員長どうもありがとうございました。 

（竹島公正取引委員会委員長退室） 

○郵政民営化

（竹中議員） それでは、郵政民営化の議題に移りたいと思います。先ほど申し上げ

ましたように、４つの機能のうちの「窓口ネットワークの機能」と「郵便事業の

機能」についてでございます。 

まず、有識者議員から主な論点についての問題提起をしていただくことになっ

ております。 

（本間議員） それでは、私の方から郵政民営化に向けての基本的な考え方について

御説明させていただきたいと思います。 

この郵政民営化は、やはり明治以来の大改革であります。それは量が単に大き

い、規模が大きいということだけではなく、金融、物流、財政など広範囲に国民

生活に影響を及ぼす分野であるということであります。しかし、健全な市場経済

の確立のために、民営化という問題を避けて通ることはできないという認識であ

ります。この民営化の意義を踏まえ、これまで諸外国で幾つかの先行事例がござ

います、そして、我々この民営化に当たって５原則を既に明らかにしておるわけ

でありますから、経験に学び、かつ原則に基づいてきちんと仕上げていくという

ことが重要だろうと思います。 

民営化の意義をポイントとして挙げますと、これまでの議論の中で明らかにさ

れてまいりましたとおり、今、公社が持っている４つの重要な機能、すなわち窓

口ネットワーク、郵便、郵貯、簡保、それぞれが市場で自立できるということを

通じて、各機能が十分に効率的に活用され、国民の利便性を昀大限向上させると

いう、そのような意義をしっかり受けとめるべきだろうと思います。 

さらに、公社という位置付けの中で、国民の負担が現実には様々な形で行われ

ているわけでありますけれども、これを昀小限にとめるということも重要な意義

だろうと思います。さらには、その資金の使われ方。これは主に公的分野への資

金の流入につながっているわけでありますけれども、官から民への小泉構造改革

の流れに即して、国民の貯蓄を経済活性化につなげていく。しかも、それが財政

の健全化を促すという意義を十分に認識していく必要があろうと思います。 

その意義を認めた上で、郵政民営化が目指すべき方向であります。４つの機能

については、今はミックスして、総体として経営が成り立っておるわけでありま

すが、それぞれの機能というものを、まずは分離して、それぞれの効率化と収益

性というものを充実させることによって、全体としての機能の強化につなげてい
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くということが民営化の目指すべき１つの方向であろう思います。 

それからもう１つは、郵便局の窓口ネットワークは国民の貴重な財産でありま

す。これは、先ほどの競争政策に結びつけますと、エッセンシャル・ファシリテ

ィーズの問題ではあります。したがって、窓口ネットワークの開放等も含めて、

すべての国民や企業が活用できるようにするということが非常に重要であろうか

と思います。これについては、当然のことながら市場との整合性というものを十

分配慮していくということが重要でありまして、その点でイコールフッティング

を確保すると同時に、経営の自由度というものを付与していく、このような両論

が矛盾なく実現をしていくということが必要だろうと思います。 

そして、これは当然のことでありますけれども、民営化がトータルで国民にウ

ェルフェア、あるいは利益の増大につながって、よかったということを実感して

いただくということが目指すべき方向の昀大のポイントであろうと思います。 

以上であります。 

（竹中議員） 続きまして、麻生大臣にお願いします。 

（麻生議員） 私のは簡単に６つ挙げさせていただいている。この「ユニバーサルサ

ービスを含む多様なサービスを提供する基盤」というのは、先ほどの本間先生の

話と基本的には同じなんだと思いますが、１つの例ですけれども、郵便局という

のは、一体どれくらいに１個ずつあるかというと、距離的には1.1キロメートルに

１個あると思ってください。大体、国公立病院が４キロです。保健所は7.2キロ、

消防署も2.3キロとか、大体そういうものですから、基本的には、市町村合併やら

何やら進む中にあって、これは非常に大きな点だということだけは、何となく郵

便局というと、都会にいると埋没して見えないところですけれども、これは地方

においては、セーフティという意味において非常に大きいというところを、ぜひ

頭に入れておいていただきたいなと思って、昀初に窓口ネットワークということ

で書かせていただいております。 

   今、２万4,799ということになっているんですが、これを維持していくときには、

同じ会社の中で事業部制をとっている会社っていっぱいありますから、やり方は

幾らでもあるんだと思いますが、簡単に言うと、役人の頭で割るというと、１人

１局になっちゃうんですよ。それはとてもじゃないけれども効率が合いませんか

ら、お役人の頭というのは縦割りになっていますので、４つの事業というのは、

４人要るという計算になりますので、それは全然違いますと。これは役所にも、

事業部制というように理解すればいいんだという話はしてあります。 

そういった意味では、こういった点は、これだけでかいユニバーサルサービス

というのは、ちょっとほかにありませんから、国民共通の利益、財産と言われま

したか、財産としては、すごくでかい組織だと思いますので、これが維持できる

ようにするということが大事なんだと思うんです。 

私どもが一番恐れますのは、もうからないからやめるというところが出ること

なんです。簡易郵便局というのは簡単にそうなりますから、そこのところはちょ

っと違うんですと。特定郵便局というのは、今の郵便局長会会長さんは、多分、

 15




 

 

   

   

   

   

   

平成 16 年第５回 議事録 

トヨタ自販の元社員、この方は４代目です。お父さんも郵便局長、おじいちゃん

も、ひいおじいさんもという人が今いるんですよ。そういうような人たちという

のは、これは何があってもやめられないという人が、浜松だったか、どこかにい

らっしゃるんです。特定郵便局というものと簡易郵便局というのは、何となく一

緒にされるんですけれども、勤めている従業員の意識というか、仕事に対する矜

持が全く違う、全くなんて言うと簡易郵便局が怒るかもしれないけれども、かな

り違うという点を、ひとつ頭に入れておいていただければと思っております。 

それから、簡易郵便局と特定郵便局とで扱える商品というのはかなり差があり

ますので、こっちは、例えば自動車保険を扱えないとか、簡易郵便局は預けだけ

しかできませんとか、内容はかなり差がありますので、そこのところもちょっと

頭に入れておいていただければと思っております。 

それから、こっちの中にも書いてありますので、職員の雇用に関しましては、

28万人、アルバイト、ゆうメイトと言うですが、このパートを入れて12万人、合

計40万人の職員というのは、これはかなり大きな箱ですから、これの組合対策を

考えておいていただかなきゃいかん。一番昀初に申し上げて、全逓と全郵政と２

つあるんですが、これはかなり難しいところであります。これまで何回か話しま

したけれども、何となく俺たちの首を全部切られるというんじゃないんだ、うま

いことをやればもうかるんだという話で、大分意識を変えてくるところまで行っ

たと思っておりますし、これは生田総裁の努力がものすごく大きかったんだと思

います。私どもも何回かやらせていただきましたけれども、かなり意識として、

将来展望が真っ暗なものですから、何となく全部反対ということになって、いや、

違うというので、結構丁寧に今、地方でも説明させていただいているという実態

であります。 

次、「郵便」ということで、この「ユニバーサルサービスの維持の必要性とそ

のための措置」というのは同じところだと思います。 

それから、次の「経営の自由度」というところは、この間、生田総裁も言われ

ましたけれども、例の国際的に展開していくという話は、あの方はもともと郵船

というところ、三井におられたからああいう発想になられるんだと思いますけれ

ども、あの方向は決して間違っていないと思っております。いろんな意味で、今

随分いろんな海外の会社が入ってきておりますので、こういったところは、今後

ともいろいろ知恵を出さなきゃいかんところだと思います。既に向こうに勉強に

随分出しておられるようですし、私ども行ってみたいと思っております。 

また、昀後になりますけれども、今この中で世界を見ましたけれども、ドイツ

やら何やら見ても、モーゲージからローンからクレジットから、ありとあらゆる

ことをやっていますものね、全部見ていますと。年金から投信から給与の支払い

も全部ドイツはオーケーしている形になっているんですが、いろんな意味でなか

なか紆余曲折、結構難しいところもあるみたいで、いよいよドイツも独占が撤廃

される2008年以降基金をつくって、金を入れないととても民営はできないという

ことになってきて、2008年以降予算を入れて基金をつくったり、イギリスは2003
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年からだったか、金を入れなきゃいかんのじゃないかという話になった。いろい

ろみんな努力しているんだと思いますけれども、イギリスでは４憶5,000万ポンド

の財政支出を３年間で出すということを決めている。そういった意味でみんな努

力をして大いにやっております。 

民営化した結果、みんなが潤わないと話にならない。やってよかったというの

ですけれども、正直言って、これはあんまり国民は関心がない。政治家は意外と

関心があるんですが、国民は今のサービスが維持できれば別に文句ないので、こ

んなによくなるのかということにしないといけないというところが一番肝心なと

ころなのです。いろんな意味で都会の一人住まいというのは、近くの郵便局の局

止めですべて物を送らせて、自分で夜中取りにいって、自分で持ってくるという

のが、今郵便局の利用の仕方としては非常に普及してきておりまして、必ず郵便

局には誰か一人おりますから、郵便局の２階というのは空いていますので、そう

いった意味では極めて使い分の多いところだと思います。 

いろんな意味で民営化をするに当たっては、こういった点を幅広く考えて運営

していけば、結構みんなが、これをやったら、つぶれちゃうような話は違うので

はないかというところで、今いろんな方々と少しずつですけれども、一番抵抗の

多そうなところからスタートさせていただいているというのが現状であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 今、麻生大臣からお話がありましたように、やはり国民から見て一番

目につくのは窓口ネットワークだと思うんですね。経済同友会の会合でヤマト運

輸の会長が「今の生田総裁はおそるべき存在になりつつある」と、「生田総裁は

大変生産性を上げている」とおっしゃっていた。現段階では、ヤマト運輸の方が

はかるかに人件費率なんか少ないけれども、これが続くと、かなりいいところま

でいくんじゃないかということを言っていました。戦線恐々たるものがあります。

生田総裁自身も現在の２万4,000の郵便の窓口をもっと合理的に、全体としての

生産性を高める方向で配置替えも考えてみたいと言っていました。我々は大いに

希望を言って、2007年までにやるべきことと、民間経営になってからやるべきこ

との区別をつける必要があるんです。07年までならやりやすいけれども、07年以

降でないとできないこと、また、07年までにやると民業圧迫になるけれども、後

でする分には問題ない、その辺をよく整理して、きちんと参入することが非常に

大事だという気がいたします。 

ドイツポストは24ぐらい機能がある。よくもここまでやるものだというぐらい

機能があるんですけれども、これは意見が２つあって、小さな町、いわゆる地方

ではワンストップサービスというのが有効だという考え方と、そうじゃない、都

会の中の郊外なんかは非常に有効だという説もあって、田中直毅さんなんかは都

会の中の郵便局はあんまり魅力がないと言う。やり方なんですね。同じように、

窓口ネットワークを2007年に民営化しても、やっぱり経営者のタイプというのは

当然違ってくるだろうと思います。これは100ぐらいの可能性があるという平均的

な見通しから、やり様によっては1,000までやれる。しかし下手にすると10にもな
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らないという、その辺は民間経営の器量の問題なんですね。そこのところを膨ら

ませて、いい人材を配置するということが2007年までの一番の大きな役割だし、

ここの持っている膨大な含み資産は、絵は2007年までに描くけれども、実際に売

って現金にするのは民営化後にやるべきだと私は思います。そういうことも事前

に整理する必要があるという気がします。 

もう１つは、公社形態では何が問題で、何のために民営化するかということが

まだ国民に伝わっていない。特に2007年後は政府保証の郵貯や簡易保険がなくな

りますから、旧勘定がなくなると、当然、そのお金は保険なんかの場合だと８年

間ぐらいで簡易保険は満期がきますから、そのお金はどこに行くかというところ

を準備しないといけない。これは郵便の問題ではないけれども、金融政策として、

このお金がどこに魅力的に流れるか、胸がときめくような気持ちで新しい流れが

始まらないといけない、そういう意味では、郵貯問題というのは、同時に新たな

金融システムの問題でもある。特に庶民にとってのお金の流れの受け皿をつくる

ということを積極的に考える必要があるのではないかという気がします。 

それからもう１つ大事なのは、今2007年に民営化するぞという小泉総理の話だ

けが時間軸であって、その後の時間軸がないんですね。私は2012年ぐらいまでの

間に、これから８年ぐらいの間に、とりあえず、どういう時間軸で考えていくか、

07年までと10年までと10年以降ぐらい、３つぐらいに分けて段階的に絵を描く必

要がある。その絵を描くことのガイダンスがあれば、こういうものの経営に関心

を持つ人が増えてきますから、仕組みが変わるんだなということになると、経営

というのは変化に対する即応が能力の上下を決めるわけであって、そういう点で

は、そういうものに対するいろんな情報が出てくるだろうと思うんです。その辺

を今ある郵便に関することばかりを考えていると暗いイメージになって、むしろ、

周辺の環境をどういうふうにつくっていくかということは、かなり大きな作業に

なると私は思っております。 

以上でございます。 

（竹中議員） 金融庁の話は次回やらせていただきますので。福井総裁、谷垣大臣の

順序でお願いします。 

（福井議員） 昀初に本間議員から御説明のありました有識者議員のペーパーに窓口

ネットワークというのがあるわけなんですが、ちょっと恐縮ですが、概念整理を

させていただきたいと思います。私、今までの理解は、郵便あるいは郵便貯金、

それから簡易保険、これはビジネスとして私は理解しておりまして、郵便局の窓

口とか、あるいはハイテクのオンライン・ネットワークですね、こういったビジ

ネスを支える、つまりエコノミー・オブ・スケール、エコノミー・オブ・スコー

プ、さらにエコノミー・オブ・ネットワークという、そのビジネスの有用性をエ

ンフォースするための１つの機能だと、こういうふうに理解していました。 

私の理解でいけば、ビジネスの種類とそういうビジネスの効用を高めるための

機能とはちょっと別のものかなと思って整理していましたけれども、今、牛尾さ

んからありましたような現生田総裁がネットワークを磨いておられるというのは、
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多分、私の理解では、そういうふうに職員の意識を高め、ネットワークの有用性

を高めるという、こういうことかなと思っておりました。 

一方、ビジネスと並べてもう一つ窓口ネットワークを並べた場合に、別の整理

もあり得るわけですね。つまり独立のビジネスと考える。店舗網を利用して、一

種の貸間業的にこれを使ってください、そして手数料をいただきますよというよ

うな、そういう１つのビジネスとしても理解できるし、さらに言えば、エコノミ

ー・オブ・ネットワークの逆立ちといいますか、とりあえず、オンライン・ネッ

トワークがあります、店もあります、この上でかつまた自分が、つまり郵政自身

がどんどんビジネスを開発して、逆に、このネットワークが生きるところまでビ

ジネスをつくっちゃう、こういう概念もあると思いますね。 

この有識者議員の提出資料に郵便、郵貯等と並べて示されている窓口ネットワ

ークというのは、そのうちの概念整理としてはどれかということをお伺いしたい

んですが。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 我々の「４つの機能」という言葉を使っているわけですけれども、総

裁の整理で言うと、後者だろうと思います。 

（福井議員） 私の整理だと、３つのビジネスと１つの機能じゃないかと……。 

（吉川議員） そうではない。ネットワークというのは、とかく従来の郵政の３事業

と結びつけて考えられがちですが、我々の理解からすると、３にはとらわれずに、

そもそも新会社が３よりもはるかに大きな種類の事業を展開する場としてのネッ

トワークだ。ですから、従来の３事業とは独立の４つ目のビジネス、あるいは機

能ということで４つの機能という言葉を使っている。 

（福井議員） すごく極端なことを言えば、従来の郵便貯金、簡易保険、あるいは場

合によっては郵便までやめても、独立のビジネスというのは概念的にはあり得る、

そういうことですか。 

（吉川議員） 頭の体操としては、そういうこともあり得るということです。概念的

にはですね。 

（福井議員） そういう４つ目のビジネスとして理解しておられる。 

（吉川議員） はい、概念としては、そういうものとして理解しています。 

（本間議員） もう少し敷衍させていただきたいと思いますけれども、総裁がおっし

ゃるとおり、窓口ネットワークには、郵便、郵貯、簡保の基本的インフラ、公共

財的な側面は必ず存在する。したがって、その公共財的な側面の部分のところは

維持することを前提にしながら、しかし、今現在扱っている窓口のサービスとい

うものが国債や、投信の窓販も含めて、いろいろな形で活用し得る可能性がある

のではないか。いわばエッセンシャル・ファシリティーズとしての機能を発揮す

ることによって、新しい分野からの受け皿としてのサービス強化ということもで

きるのではないか。今の使われ方というのは占有的に郵便、郵貯、簡保の公共財

的な側面だけを扱っているのですが、それを少し視野を拡大し、ビジネスのスコ

ープを拡大しながら、既存のこれらの分野でどれだけ稼げるかという部分と、そ
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れから、エッセンシャルな資本としての、公共財としての側面をこれまで以上に

発揮するということです。それを４つ部分について、まずは仕分けしてみて、そ

して総合力を高めていこうというのが我々民間議員の基本的な考え方です。 

（竹中議員） 谷垣大臣、先に。 

（谷垣議員） 本間先生、お出しいただいたペーパーの読み方ですけど、これまでの

議論から以下のような点について合意が得られたと書いてあるのは、この経済財

政諮問会議で合意が得られたというふうに読むわけですよね。 

（本間議員） 今までの議論の流れの中で、民間議員としては、大体これについては

合意が得られたのではないかという形で整理をしておるということです。 

（谷垣議員） ですから、この全体がそういうのではないかという御認識ですね。 

（本間議員） はい、そうです。 

（谷垣議員） そうしますと、この「郵政公社に対する国民の負担を昀小限に止める」

と書いてある点は、私、何回が発言させていただきましたけど、潜在的負担とい

うような考え方はあるにせよ、曲がりなりにも、公社、あるいは今まで３事業独

立でやってきて、国民負担というものは、そこはなかったわけですね。それを民

営化するに当たって、昀小限という表現にややこだわるんですけれども、やはり

そこは、例えば補助金に類したものを入れるとかいうのは、やはり民営化という

ことで国民の理解が得られないのではないかということを申し上げてまいりまし

て、今すぐ撤回する必要はあんまり感じていないんですけどね、それが１点です。 

それからもう１つは、先ほど牛尾さんのおっしゃった新しい金融ビジネスとい

うか、金融システムそのものが大きく変化、これは貯金のところでむしろ主とし

て議論すべきことかもしれませんが、そこに郵政民営化の意義というところで、

「公的部門への資金の流入を縮小させ云々」の、ここのところは多分、牛尾さん

がおっしゃったところですよね。私は、中に書いてあることが違和感があるとい

うわけではないんですけれども、あんまりここを要約するほど、実はまだ合意の

議論ができていないんじゃないかと思うんですよ、ここでも。やはり、これは金

融システムの全体をにらんでもうちょっといろんな議論をさせていただかないと

いけない点ではないかというふうに思います。 

（本間議員） 谷垣大臣の御質問ですが、資料の文章をそのまま読むと、確かに追加

的に財政負担を発生させるように読めるかもしれませんが、ここで書いているの

は、例えば財投との関係でいいますと、国債金利＋0.2％というような形で預託金

利が設定されるのは、潜在的には国民負担と関係がございます。あるいは、税金

についても今は免除をしている。これもインプリシットな国民負担です。このよ

うなところも民営化に当たっては小さくしていきましょうよ、こういう考え方で

ございまして、民営化に当たって追加的に財政負担が増えるので、それを抑え込

む、こういう趣旨ではないということでございます。 

（竹中議員） 麻生大臣お待たせしました。どうぞ。 

（麻生議員） ちょっと今、昀後のところもう一回言ってください。 

（竹中議員） 追加支出が何か必要になって、それを小さくすると、そういう趣旨で
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はないということだったと思います。 

（本間議員） 新たに財政負担が生じるので、それを昀小化するということではなく、

現在の潜在的な負担を、自立というコンセプトの中で、より小さくしていこう、

こういう考えでございます。 

（麻生議員） 我々というのは郵政局が……、「我々」の定義は。 

（本間議員） それが現実には財政の改善を通じてほかのところに使えるお金が増え

る、というものが自由度が増すという意味で、国民のウェルフェアを高めると、

こういう考えでございます。 

（麻生議員） これは財務省の考える話で、私の考える話じゃないので、余計なこと

を言わない方がいいのかなと思いながら聞いていたんですけれども、本間先生、

これは基本的には表現の意味がわかりますし、そうだと思いますが、現実問題と

して、かなり財政の部分というのは、正直、真剣に考えないと。例えば民営化さ

れた公社が、国債、関係ないよといって仮に言ったとしますか。それはえらいこ

とになるんです。私はそう思うんですね。その意味では、国債をいろんな形で個

人の人たちに売っていくような方向というのは、1,000万円超えたら国債になさい

と、郵便局に預けて普通預金だって0.001しかつかないんだから、1,000万円ある

ときは100円ですよと。国債買ったら１％つくんだから、少なくともそっちの方が

大きいでしょうがという話ですよね、簡単に言えば。窓販というのはそういうも

のなんだと思うんですが、そこのところをきちんとやらないと、今のところ、少

なくともどでかい借金を抱えていて、その借金をうまいこと回している部分とい

うのは、預かる方からいくと、そこのところはきちんとしたやり方をうまいこと

考えてやらないと。財務省だけがそこだけ持っていっちゃって、何だ今までと変

わらないじゃないか。このところはきちんとよほどうまくやらないといかんとこ

ろかなと。 

（本間議員） 大臣がおっしゃるとおり、非常に重要なポイントだと思います。経営

の自由度が高まるので、収益性を高めていただきたいと思います。今は、公社で

あるので、例えば政府保証があるとか、運用利回りである預託金利でも潜在的に

国民負担がありますが、こういう問題とか、今の金利の問題、こういう問題は自

分でカバーをしていただく。そういう努力というものを商品設計においても、マ

ネジメントにおいてしていただきたい。その努力が潜在的な負担を小さくするこ

とになる、こういう考え方です。 

（竹中議員） ほかによろしゅうございますでしょうか。 

（吉川議員） 先ほど牛尾議員からも時間軸の問題が出ましたけれども、５原則の中

に雇用に配慮するという問題がありますが、これと密接に関係すると思います。

この問題を考えるときには、今働いている方々の年齢構成というのが、非常に重

要なポイントになってくる。雇用に十分配慮する、というのは当然の原則ですが、

年齢構成等もよく考えながら適切な時間軸、工程表を組む必要があると考えます。

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 雇用の問題を考えるとき、窓口ネットワークがいわゆる新しいビジネ
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ス機能として動き始めれば、18時間ぐらいの営業になると思うんですね。朝の９

時から５時じゃ困る。むしろニーズがあるのは夜とか早朝ですから、窓口の雇用

は非常に増えてくると思うんです。 

それからもう一つは、国鉄のときもそうでしたが、年齢構成からいうと10年ぐ

らいで雇用者の数は相当減るんですね。国鉄のときは減り過ぎて、むしろ逆に年

金とか、そういう方向の問題で、それをどうやって払うんだと大問題になったわ

けです。減り過ぎるのも困るんですね。その辺はきちんとした精緻な計算を、こ

れは07年までにやるべきです。要するに、雇用問題というものが年齢的にどうな

っていくかということをきちんとわきまえる必要がある。 

それから、勤務時間が倍になるということは、窓口の雇用が倍になるわけです

から、それが選択性でフルタイムで働きたい人もあれば、年をとっているから、

５、６時間にしたいという人もあるし、子どもができたからと、そういういろい

ろな多様な雇用形態をつくる。そういうものをアンケートして、職員の意識・好

みも聞いておく。そういうことが非常に大事だと思います。 

生田総裁がどこまでやっていらっしゃるのか、僕はまだ聞いていないんだけど、

とにかく、郵便局の場所が1.1キロの間に３軒あったのが、２軒はしょって、こっ

ちに持ってくるという作業が、当然、在任中ならできるわけですから、それが将

来の営業権として非常に資産になってくるという配置は今やるべきだと思うんで

す。余りきちんと整然とやると、流通業から民業圧迫だということになるんです。

そういう仕事をするのは民営化後になるわけです。だから、その辺では、そうい

う角度というものを多様に広げることは非常におもしろいことだし、特に農村部

で食べ物や花や、そういうことをやっているところは、新たなチェーンとして、

それを使おうという気持ちがあるだろうし、ネットワークだからオールジャパン

でなくても、地域の中での流通というのは非常に多い時期ですから、そういう点

では、検討チームはつくるべきだと思うんです。主催は当然、郵政公社ですが、

参加するのは他業種の人が入って議論すれば、相当明るい展望が出る。明るい展

望が出ることが、国民が民営化を支持する一つの流れをつくることになるわけで

すから、そういう明るさをどうつくるかということが非常に大事だと思います。 

次回に、バックアップとして、新しい金融システムについて、今後はどういう

ところにお金を出せばうまくいくかということをわかりやすく見ていけばいいわ

けです。ここでも郵便局が、そういうものを販売する大きな窓口になるというこ

と、国民生活が変わっていく姿を描くことが、郵貯民営化の一番大きな問題であ

ろうと思います。 

以上です。 

（竹中議員） それでは奥田議員。 

（奥田議員） 雇用問題ですが、高橋副総裁に私も聞いたんですけど、高齢者が多く

て、１年間に大体7,000人ぐらい定年退職になる。10年間で７万人の計算になるが、

全部減るわけじゃないですから、徐々に減らしていくということでいいんですか。

（麻生議員） 直接伺っているわけではないんですが、ＩＴ化が進みますと、結構減
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らせる部分があるということも確かなんだそうです。それがどれぐらいかは、ま

だちょっとわかりませんけれども、全然充足しないところは、丸々充足するとい

うわけでもない。まず、ＩＴ化の進み次第で、現実問題としてかなりの部分、市

町村合併というのは、昔は3,200といいましたが、もうすぐ3,000切りますから、

そこまで来ている。閉鎖したところは、全部郵便局が住民の行政サービスを引き

受ける……。 

（牛尾議員） 代行するわけですか。 

（麻生議員） 代行するわけです。その代行はもちろん、手数料はいただくんですよ、

民間としては。大した上がりじゃありませんけど、民間だから、たくさんかけた

ら、たくさん儲かるとは思いますけれども、とにかく、持っていくということに

していくと、その分は人が要るんじゃないかというのが出てくるわけです。それ

が先ほど牛尾さんが言われたように、役所と違うんだから、夜もやれと。夜間業

務だけ取ればいいじゃないかということになると、どのみち誰か１人要るんだっ

たら、その分だけ高く取ればいいじゃないか。昼間行ったら200円が、夜行ったら

400円だったといって、昼間はどのみち行けないから、400円払ってもいいさとい

う方もいる。需要と供給のことになりますので、やり方はいろいろとあると思い

ますので、人数はどれぐらい埋まるかと言えば、むしろ、雇わなきゃいけないか

なという部分があります。 

（福井議員） 郵便貯金というか、金融の話は次回ということですので、その中身と

は別なんですけれども、ただ、この窓口ネットワークとの関連というのがあると

思いまして、つまり、窓口ネットワークというのが郵便貯金を中心とすると金融

ビジネスのインフラであると同時に、先ほどのお話ですと、このネットワークの

上に新しいビジネス展開があり得る、こういう場合には、やはりリスク遮断とい

うことを明確にする必要があるというふうに思います。つまり、ネットワークの

上に花が咲いたビジネスがおかしくなったときに、金融の方にリスクがそのまま

来ちゃうということでは、重大なシステミックリスクの源になると思います。つ

まり、ファイナンスとコマースとの分離ということは大鉄則なわけですので、リ

スク遮断措置に相当工夫を凝らさないと非常に危ないシステムになっていくわけ

です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、一応簡単に整理をさせて

いただきます。今日、議論したこと、前回議論したことを踏まえまして、ちょっ

と私なりに整理をさせていただきますので、ちょっとそこは違うぞということが

ありましたら、どうぞ、御遠慮なく御意見をください。 

まず、公社形態では何が問題かということに関しては、やはり、もっと経営の

自由度があるべきである。経営の自由度を駆使することによって、既存の事業を

効率化するとともに、新たな成長分野にも参入できるような、そういう形態に入

っていくべきなのではないか。当然のことながら、自由度とイコールフッティン

グというのが、そこでコインの両面のような問題として出てくるんだということ

であったかと思います。 
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民営化の意義、昀終的に実現すべき目標等々について言うならば、これは谷垣

大臣から若干のコメントがございましたが、見えない国民負担を含めて昀小化す

るということがやはり重要なのであって、そのためにも４つの重要な機能を、そ

れぞれ効率化することによって、市場の中で自立していく、日本の市場経済に吸

収統合していくということが、やはり重要な昀終的な目指すべき姿であるという

ことなんだと思います。 

民営化の昀終的な姿までの時間の問題でございますが、これは麻生大臣の資料

にもありますように、今後、例えば郵政公社の場合、10年間で７万人の定年退職

が出る。そういうことも視野に置きながら、また、ドイツの場合、10年、15年と

いう期間をかけて民営化を実現したということも視野に入れながら、総理がおっ

しゃいますように、2007年の民営化というのを一つの重要な区切りにしながら、

その後のことも含めて、しっかりとプランニングをしなければいけないというこ

となのではないかと思います。そうすることによって、雇用問題との整合性もし

っかりとれるのではないだろうか。吉川議員、牛尾議員等々の御発言があったと

おりだと思います。 

窓口ネットワーク。これは国民にとって一番わかりやすいものである。麻生大

臣がおっしゃるように、1.1キロメートルに１か所あるわけでありますから、これ

を重要な資産と位置付けることは大変重要である。窓口ネットワークの議論をす

る場合の問題点は、これは全国民がアクセスできなければいけない。まさに、そ

こにユニバーサルサービスの意味があるということ。そこで、さらに効率化して

いくということが必要なのだと思います。この概念につきましては、福井総裁、

本間先生との間で御議論がございましたけれども、概念としては、おおむね御納

得、御議論いただけているのではないかと思います。ただし、麻生大臣のペーパ

ーにもありますように、ネットワークを活用する場合に、ビジネスとしてのフィ

ージビリティが一体どれぐらいなのかということ、これはしっかりやらなければ

いけない。しかし、ここで明るい展望を持ってもらうことが、国民生活が変わる

ということが重要なんだ、牛尾議員のメッセージであったかと思います。 

将来の望ましい姿、望ましい将来像はどういうことかということになりますと、

例えば、ネットワークの取り扱い商品を多様化していくということは当然の方向

だと思います。ドイツでは24種類扱っている。日本のように３つだけではないん

だということ。さらには、これは前回出たかと思いますが、これもドイツの場合、

フランチャイズとか、経営のタイプについても多様化があるのではないかと思い

ます。牛尾議員は経営者のタイプもいろいろ出てくるだろうというふうにおっし

ゃいました。同時に福井総裁もおっしゃいましたように、しかし、そこはリスク

遮断の問題はちゃんとやらなければいけないということだと思います。 

その他の問題としては、やはり、これも麻生ペーパーにありますように、便利

な使い方をもっと工夫しようではないか。牛尾議員は、例えば長時間のオープン

ということになると、そこで雇用の問題、新たな雇用増加の問題も出てくるわけ

だし、その工夫をしっかりしようということであったかと思います。 
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郵便事業につきましては、今日は出ませんでしたけれども、前回、少し出たか

と思われるのは、郵便事業といっても信書と小包と物流とそれぞれ違うんだから、

それにふさわしい効率的なネットワークをつくらなければいけないのではないだ

ろうか。その意味でのコストの削減等々も、やはり出てくるのではないだろうか。

逆に、今日、必ずしも議論できなかった問題としては、郵便事業こそ、実はラス

トワンマイルを持っているわけで、例えばでありますけれども、別の事業で宅配

しているところが、郵便のネットワークのラストマイルを使ってというような可

能性もあるわけでありますから、そうしたことも積極的に考えるということでは

ないかと思います。 

望ましい将来像はどのような姿か。これは前回、アジアの物流部門というのが

大変重要であって、これに関しては、むしろ産業政策的な観点を入れてでも、し

っかりとこの分野に、日本を代表する企業になっていただこうではないか。その

ような御発言があったかと思います。 

あとは牛尾議員、谷垣大臣、麻生大臣、そして福井総裁から、やはり郵貯の問題

が重要だということでございますので、これは次回、しっかりと議論をしたいと

思います。 

以上の取りまとめについて、もし御意見がございましたら、どうぞ。 

よろしゅうございますでしょうか。 

（小泉議長） いろいろ可能性を持った民営化ですから、まず、今年大事なのは、民

営化の法案化づくり、07年に民営化しますけれども、それから移行期、それから

完全に民営化。当面、民営化の法案づくりに今年は全力を尽くしますから、よろ

しくお願いします。 

（竹中議員） それでは、また次回よろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

（以 上） 
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