
 

平成 16 年第５回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

 

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

（概要） 
○竹中内閣府特命担当大臣（経済財政政策）から本日の議事の紹介が行われた。 
 
○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）  本日は最初に「新たな成長・雇用機会の創出」というタイトルのもと、

「経済活性化のための工程表」について内閣府より報告をさせていただく。 
（小平政策統括官） 「経済活性化のための改革工程表」はこれまでに、こういう政策

を講じると決まっていることについて、その工程を明らかにし、確実に実施される
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ようにすることが最大の目的である。 
   政策の項目としては全部で 50 あり、政策事項は 663 に及ぶ。これまでも工程表

をつくってきたが、それにより、大部分の政策が実行されてきている。 
   最初の資料をご覧頂きたい。これまで４つの改革を中心に構造改革を進めてきて

おり、その結果出てきた芽をさらに大きな木にする必要があるということである。

改革の成果を地域、中小企業、暮らしへとさらに浸透させる必要があり、資料上段

の５項目について、工程表をまとめている。この分野については平成 17 年度に向

かって、更に政策の検討を進めていくことになる。 
   ２つ目の資料は、一番左の「起業の促進と中小企業等の資金調達の円滑化」欄の

一番上がこれまでの対応である。その成果だが、最低資本金規制の特例措置により、

設立済の会社が２月末で 9,408 件ある。今後の対応は、個人保証の適正化の関係で、

包括根保証について限度額や期限等を設定し、していないものは無効にするという

法案を検討する。同様に幾つかの例についてまとめてある。 
（小泉議長） この資料の絵はもう芽ではなく、大きな木になっている。 
（麻生議員） ６月の骨太のときまでに、さらに詳しいものを出すのか。 
（小平政策統括官） 本年の骨太は６月の例年より早い時期に決定したいと思っており、

その作成作業の中で平成 17 年度に向かって政策を検討し、盛り込んでいきたい。

ただ今御話した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を

まとめてある。 
（竹中議員） これまでの基本方針に示されたもの、昨年来の大臣イニシアティブで出

されたものを具体的な工程に示したものと御理解いただきたい。 
（本間議員） 私共も大きな成果が上がっていると認識している。しかし、集中調整期

間が残り１年程度になってきたので、日本経済再生の基礎固めをきちんと仕上げて

いくことが必要だと思う。地方経済の現状については懸念されるので、経済特区や

地方再生など、さらに加速化し努力する必要があるだろう。 
   また構造改革を進めるなかで、企業に関しては、個人保証の見直しが十分な法制

上の手続がなされておらず、グローバルな関係についてはＦＴＡがメキシコの間で

かなり進展しているようだが、韓国、マレーシア、タイ、フィリピン等の交渉中の

ものも含めて積極的に推進していただきたい。 
   先ほどの地方再生とも関係するが、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ケースもある。雇用政策に関するアウトカム目標をきちん

と設定し、達成していくという手法のイノベーションが必要だ。 
全体としては、今の構造改革のペースを加速し、成果が国民に認知されるようお

願いしたい。 
（竹中議員） 改革工程表をまとめたということでしっかり実施していきたい。さらに、

この中で加速・拡大すべき項目を諮問会議で引き続き議論し、いわゆる平成 16 年

度版の骨太につなげていきたい。その際、本間議員が言われたように、地方の再生、

ＦＴＡ、雇用のアウトカムなどを念頭に置いて御議論いただきたい。 
次に竹島委員長から公正取引委員会の取組み等を中心に、競争政策について説明

していただく。 
（竹島公正取引委員会委員長） 資料に沿って説明する。資料１の１ページは、これま

での経緯等についてお示ししている。資料２ページはそれまでの議論や私的研究会

での議論等を経て、公正取引委員会としての法律改正の大綱をイメージしたもので

ある。 
   次ページ以降にその柱をお示しした。１つは、実効性確保の観点からの課徴金制
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度の見直しである。具体的には、課徴金の算定率引上げや適用範囲の拡大、課徴金

制度に措置減免制度を取り入れることである。強制調査権限である犯則調査権限の

導入、審判手続の規定整備がいわゆる措置体系の見直しとして規制改革推進３か年

計画等においても記載されている。 
   独占・寡占規制の見直しについては、不可欠施設等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場合に、迅速に排除命令が出せるようにするとの提案

をしたが、その後の調整や意見を踏まえた結果、今回は見送らせていただきたい。

法律的な話や知的財産権に係わる問題もあり、なお時間を要するためである。 
   資料２に移る。私は競争政策の強化が構造改革の推進の一翼を担う重要な政策で

あると思っている。小泉総理の「構造改革なくして成長なし」というフレーズにあ

やかれば、「競争なくして成長なし」と言えるだろう。そこに強者の論理というデ

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考えている。 
   公共調達の場合は談合やカルテルが税金の無駄遣いになっており、平成 16 年度

予算編成時に行われた議論とも平仄が合う改正である。 
さらに、グローバル化された時代においては欧米の競争法のレベル等をにらみ、

日本も考えていかなければならない。 
   以上の基本的考え方に立ち、その中でも特に重要な具体的改正事項を２点記載し

た。１点目、競争法を定着させるには、独禁法違反事件が割に合わないものである

と企業が感じる水準でなければならず、そうでなければ実効性が上がらないという

ことである。そのためには、課徴金の算定率の引上げが必要だろう。また、現在の

課徴金制度は入札談合と価格水準のカルテルだけが対象であるが、シェアカルテル、

取引先の制限カルテル、同じような価格引上げ効果がある私的独占なども同様に課

徴金の対象にすべきである。 
   ２点目は措置減免制度の導入である。カルテル、談合は典型的な企業犯罪と言わ

れているが、その特性は密室で、かつ証拠を残さないことである。各国ではそれを

摘発するのに大変苦労し、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措置減免制度が導入されている。国際カルテルの摘発

等に大変な効果を上げている。疑わしきは罰せずという下で、日本はきちんとした

対応ができていないので、事件の発掘のための端緒として非常に有効である。 
   また、課徴金の算定率の引上げと措置減免制度の導入は一体である必要があり、

片方だけでは効果がないということも記載している。 
   措置減免制度は司法取引ではないかという話がよくあるが、司法取引は容疑者に

なった段階で罪を認める代わり罰を軽くしてください、という個別取引であり、措

置減免制度はあらかじめ要件を明らかにし、そもそも当局が分からないときに報告

すれば、罰金はかけないというものである。予測可能性を与えるところに特徴があ

り、司法取引国でないヨーロッパにおいても導入されている。 
今まで各方面と議論してきて、いま１つ公取が考えていることの具体性が見えな

いというコメントをいただいた。内閣法制局とも調整し、改正の具体的な事柄につ

いて整理したので、その説明をさせていただく。 
   まず、課徴金の算定率の引上げについて、現行は大企業が６％、中小企業がその

半分の３％になっているが、その考え方は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きて６％というように擬制したのが現行

制度である。これに対し、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。その上で、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ことが必要である。
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１％、２％の引上げでは、抑止力として十分ではないと考えざるをえないので、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るとい

うことである。それは「行政上の制裁」であると観念される。 
   従来は、不当利得の剥奪にとどまっていて制裁性が弱い。判例では、制裁として

の効果もあるとしているが、これは付随的な説明とされ、基本的には、不当利得の

剥奪にとどまるので、憲法の二重処罰の禁止規定に触れないという説明をしてきた

が、今回は行政上の制裁であることをはっきりとさせたいと考えている。 
   そうすると、二重処罰の問題がなお更出てくるではないかという話になる。その

点に関して、「課徴金と法人に対する刑事罰との間の調整規定」を設けることとす

る。この規定は現在ない。独禁法違反事件というのは、ほとんど公正取引委員会の

行政処分でこと済んでいる。その中で時々非常に悪質で、社会的な影響も大きいと

いうものについて、公取が持っている専属告発権に基づいて刑事告発をし、その結

果、罰金が科される。その時に、改正後の課徴金は制裁金的になり、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くるので、こ

れについては、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

には、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という

規定を設けるというものである。何で半分なのかについては、刑事罰には懲罰機能

と予防効果という２つの機能があり、予防効果という面に着目すると、これは行政

措置である課徴金の排除措置、これも抑止措置なので、機能が共通する面もあると

いうことに着目して半分の減額にする、丸々減額すると罰金の意味がなくなるので

半分の調整をする。 
   それから、措置減免制度については、欧米の例を参考にして、細かいところまで

詰めているところである。現在のところ法制局との間ではっきりしているのは、一

番初め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、公取が専属告発権を持っているので、そういう方針を明らかにし、

検察当局とその点の協議をした上で進めていくということである。 
   ２番目以降の企業をどうするかについて、今、細目を詰めている。公取としては、

２番目以降の企業も、ヨーロッパ、アメリカのように、全くだめではなく何割かの

減額を認めた方がいいという考え方に基づいて、今まさにやっているところで、

近々、答えが出る。この点が１つもやもやした点であるが、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う。 
   犯則調査権限については、現在、任意調査権限しか持ってないが、それについて

色々な批判もあって、任意調査なのに資料を持っていくのではないかとの批判もあ

る。したがって、任意調査と強制調査をはっきりさせるということで、国税当局や

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付

与し、場合によっては、検察と合同で調査をするということにする。これについて

は、特に問題視されていないと理解している。 
   最後に、審判手続についてである。現在は、公取がいろいろな情報をもとに調査

し、クロだと思った行為について、独禁法違反であるからやめなさいという勧告を

する。勧告に対してその企業が応諾しないという場合は、審判手続に入る。その結

果、審決が出る。審決が公取の正式の意思表示ということで、それに対して不服が

あるものは高等裁判所に行くということになっているが、それを変え、これからは

事前手続を設け、企業に意見の申述・証拠の提出の機会を与え、公取も証拠を示す

ということをやった上で、勧告ではなく、行政処分である公取の排除措置命令を出

すことに切りかえたい。あわせて、今は本体が決まってから課徴金納付命令という
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２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。現在の制度

では、ごね得を許すことになっている。不服申立があれば、課徴金は失効する。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。そういうことでは、物事の公平性に

もとると考え、これからは、不服がある場合は審判になるが、その場合、強制徴収

はしないが、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。逆に公取が負けた場合には、利子をつけてお返しをするということにする。 
   デュープロセスについては、公取は六百何十人の規模でやっているが、法曹資格

者をさらに増やすべきであるという意見が多い。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いるが、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る判事、検事をさらに増やしたい。 
    それから、審判官も公取の職員ではないかという指摘もある。現在もファイアウ

ォールが存在するが、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したい。 
    問題になるのは、最初に申し上げた通り、課徴金の算定率をどこまで引き上げる

かという点である。参考１の資料は、現実に公取が調査し、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ある。 
   資料の分布図をみると、十数％というところに黒い山がたくさんある。大きいも

のは 20、30％、要するに不当利得が発生しているというデータである。こういう

ものを見ると、やり得を許さないためには、現在の点線にある６％ではいかにも弱

い。２倍程度に引上げなければ、抑止力としては十分ではない。 
    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

になっていることも参考にする必要がある。 
    それから参考の２は、最近の主要国際カルテル事件の例である。これはＥＣが公

表しているもので、日本企業がＥＣによって摘発され、制裁金を科された例である。

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとあるのは日本企業である。 
   これはなぜかというと、措置減免制度が使われているからである。日本の企業も、

例えば、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。

食品防腐剤事件についても、Ｌ社が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、措置減免制度を使って軽減してもらっている。

日本だけが国際カルテルを摘発できないというのは、権衡を逸する状況だと思う。 
（吉川議員） 前回の会議でも発言したが、今回も発言させていただく。先ほど竹島委

員長が説明されたように、独禁法というのは競争政策の１つの大きな柱である。さ

らに、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。先程の資料の「将来への投資」というところに「貿易・対日直

接投資」というものがある。対日直接投資の促進、つまり、外国からの投資をただ

脅威と受け取らず、むしろ日本経済を活性化してくれるものと考えることが、小泉

内閣の基本的な考え方だと理解しているが、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見えなければ誰が入ってくるかということになる。スポー

ツでも、ルールがはっきりしなければ、誰がそういうチームと競争するだろうか。

やはり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である。これは当たり前の話だ。 
   現在公取が提案しているものは、全体として見れば公正なものではないかと前回

 5



 

の会議でも申し上げた。細部においては、いろいろ詰めなければならないところが

当然あるだろう。しかし、私のように学界にいる人間から見れば、大きく見て、や

はり改正した方がいいし、公取が提案しているのは、方向として正しいと思う。そ

ういう大きな立場に立って、関係者、つまり公取、財界、政治家がよく話し合い、

ぜひともこれを進めていただきたい。それが日本の経済社会の将来にとって大変重

要だと思う。 
（奥田議員） 前回の会議で、私は反対とだけ申し上げたが、もうちょっと詳しく申し

上げないと誤解を生ずるので、一言申し上げたい。 
   経済界と公取とで率直な議論を重ねてきた中で、不可欠施設を有する者に関する

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したい。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、なお問題が残されて

いる、と考えている。 
 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等

に対し、今回の独禁法改正案についていろいろ聞いてみたが、非常に強い反対があ

る、ということについても考えなければならない。 
   さらに、法的な適正さが保たれる公取の組織のあり方、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未解決であると思う。自由経済の基本法として独禁法の役

割を尊重し、違反事件をなくすため、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だが、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、と思う。 
   経済界として決して協力を惜しむものではない。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提出を行うことは若干拙速ではないかと思う。 
（中川議員） きちんとしたルールの下で競争して日本経済が成長していくという竹島

委員長の冒頭の発言は全くそのとおりであり、方向として私も反対しない。 
   独禁法そのものの議論から、若干外れるかもしれないが、外国貿易の様々な問題

を扱っていると、アメリカ、ヨーロッパ、韓国等でこういうルールがある。竹島委

員長が説明されたように、アメリカでは何十億ドルとられるが、日本は違うという

のは、不公平だと私も思う。悪い方に合わせるのではなく、いい方に合わせるとい

う方向もそのとおりだと思う。 
   他方、アメリカは堂々とダンピングのため、ＷＴＯ上違法と判定されているよう

なことを行い、法律も現に存在している。例えば、バード修正法という法律は、ア

ンチダンピング法だが、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

してもいいとか、1916 年ダンピング法というのは、課徴金の３倍までとっていい

とか、これはＷＴＯ上、クロ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

ことになると、今ＷＴＯの議論をやっているから、まさにデュープロセスという意

味で、そっちの方のルールも直してもらわないといけない。通商政策の立場から申

し上げると、日本だけ厳しいルールを適用して、相手国で適正さを欠く法律が残っ

ているということも考慮にいれながら、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、日本も直さなければいけないところがあるが、アメリカや

ヨーロッパも適正さを欠く法律、通商法がある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。 
（麻生議員） 基本的に賛成であるが２つ質問がある。１つは、独占・寡占の規制の見
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直しを「今回やめた」というのは「将来やる」という意味なのか。 
（竹島委員長） 近い将来にどうこうすることは今考えていない。ただ、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 条というのがあり、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る。いろいろ構成要件があり手

間暇かかるが、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、私どもは今具体的に、いつだったらやるということは考えていな

い。 
（麻生議員） なぜそんなことを聞くかというと、ＮＴＴが世界最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。幾ら法律がつくられたって当事者にその気

がなかったら、話にならない。これは大前提だと思う。 
   ２つ目。今、新聞というのは、独占禁止法に引っかかるのか。 
（竹島委員長） 新聞のほか、レコード、雑誌などの出版については、独占禁止法にお

いて再販価格維持は法律で適用除外になっている。かつての公正取引委員会はそう

いうものをどんどん縮小しようとしてきて、多くの適用除外カルテルはなくなって

きた。今残っているものの中で有名なものが、新聞、出版物の再販価格維持であり、

これは独占禁止法の原則に反するが、法律上、適用除外になっているという問題が

ある。 
   それから、前者のＮＴＴの話は、私どもの問題意識は、ＩＴ戦略本部でも議論が

あったように、総務省がいわば非対称規制までかけて部分的、段階的に自由化し、

そこに新規参入を促すことによって、光ファイバーを普及させようとしている。と

ころが、私の知る限り、まだ光ファイバーは１割しか使われていない状況で、それ

を普及させるため、いい意味の競争が行われるべきである。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

いきたい。 
（麻生議員） 最後に、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？ 
（竹島委員長） 我々はこの新しい規定でそういうことをやろうとは考えていない。ど

うするかは、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。 
（吉川議員） 中川議員、麻生議員の御発言を受けて再度発言したい。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ったが、それと日本の競

争政策とは、基本的に独立だと私は思う。今のような世界経済の中では、日本の競

争政策は国際的な側面も持つが、基本的には、競争政策は国内の問題が一番大きい。

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。 
（中川議員） 竹島委員長が冒頭おっしゃったグローバル化も視点に入れ、アメリカ、

ヨーロッパの制度も十分勘案するべきだと、というお話しがあったので、これは竹

島委員長の御担当ではないことを前提にして、日本の通商政策、産業政策の観点か

ら、そういういろいろな法律も海外にはあるということを申し上げたかった。 
（竹中議員）  競争政策については、独占禁止法の見直し、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ことだと思う。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。大前提とし

て、競争政策の積極的な展開が求められることについては、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う。だた、方向としては反対はないが、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。引き続き竹島委員

長におかれては、21 世紀にふさわしい競争政策の拡充に向けて取り組んでいただ
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きたい。 
（小泉議長） どちらも今議論がある。基本的にはいい方向なので、あとは各論、幅広

く今日みたいな意見も当然今までやってきた議論であるし、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。 
（竹島委員長 退室） 

○郵政民営化 
（竹中議員）  郵政民営化の議題に移る。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」についてである。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。 
（本間議員） 郵政民営化に向けての基本的な考え方について、この郵政民営化は、明

治以来の大改革である。それは、規模だけではなく、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。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る。この

民営化の意義を踏まえ、諸外国で幾つかの先行事例があるし、そして、この民営化

に当たって５原則を既に明らかにしているので、経験に学び、かつ原則に基づいて

きちんと仕上げていくことが重要である。 
   民営化の意義をポイントとして挙げると、これまでの議論の中で明らかにされて

きたとおり、今、郵政公社が持っている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、国民の利便性を最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う。 
   さらに、郵政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存在

するが、これを最小限にすることも重要な意義だと思う。さらには、その資金の使

われ方は主に公的分野への資金の流入につながっているけれども、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ると思う。 
   その意義を認めた上で、現在、郵政民営化が目指すべき方向である。４つの機能

は、今はミックスし総体として経営が成り立っているが、まずは、それぞれを機能

的に分離して、効率化と収益性を充実させることによって、全体としての機能強化

につなげていくことが民営化の目指すべき１つの方向である。 
   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る。競争政策の

用語でいえば、エッセンシャル・ファシリティーズである。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ことが非常に重要であ

る。これについては、当然のことながら市場との整合性を十分配慮していくことが

重要であり、その点でイコールフッティングを確保すると同時に、経営の自由度を

付与していく、このような両論が矛盾なく実現していくことが必要だと思う。 
   そして、当然ながら、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、よかったと実感していただくことが目指すべき方向の最大のポ

イントである。 
（麻生議員） 私からは６つ挙げさせていただいた。資料の「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」について、１つの例であるが、郵便局は、距

離的には 1.1 ㎞に１局ある。国公立病院が４㎞に１施設、保健所は 7.2 ㎞、消防

署も 2.3 ㎞に１施設である。基本的には、市町村合併など進む中で、地方では、

セーフティという意味において非常に大きいという点を頭に入れておいていただ
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きたい。 
   今ある２万 4,799 の郵便局を維持していくとき、縦割りだと４つの事業を行うに

は４人要るという計算になるが、効率的ではない。同じ会社の中で事業部制を取っ

ている会社もたくさんあり、やり方は幾らでもあると思う。国民共通の財産として、

これが維持できるようにすることが大事である。 
   また、特定郵便局と簡易郵便局とでは、扱っている商品や職員の仕事に対する矜

持が違うということを頭にいれておいていただきたい。 
   それから、職員の雇用に関しては、28 万人、アルバイト 12 万人、合計 40 万人

の職員の雇用問題を考えておかなければいけない。全逓と全郵政とこれまで何度か

話したけれども、大分意識を変えてくるところまできたと思っている。これは生田

総裁の努力が大きかったのだと思う。私どもも丁寧に今、地方などで説明をさせて

いただいている。次の「郵便」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」というのも同じことだと思う。 
   それから次の「経営の自由度」については、国際的に展開していくという方向は

間違っていないと思っている。いろんな分野で、様々な海外の会社が入ってきてい

る中で、国際的な事業展開等の経営の自由度については、今後ともいろいろ知恵を

出さないといけないところだと思う。 
   「健全経営のための工夫」について、ドイツも独占が撤廃される 2008 年以降基

金をつくったり、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

聞いており、いろいろ努力している。 
民営化した結果、「こんなによくなるのか」ということにしないといけないこと

が一番肝心なところである。 
民営化をするに当たっては、このような点などを幅広く考えて運営していけば、

つぶれちゃうような話は違うのではないかということを、いろいろな方々とお話し

させていただいているのが現状である。 
（牛尾議員） 今、麻生議員からお話があったように、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。経済同友会の会合でヤマト運輸の会長が、「今の生

田総裁は大きな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」

と仰っていた。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、この生産性の向上が続くとかなりいいところまでいくのではないかという

話だった。 

   生田総裁自身も現在の約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発言されていた。我々は大いに

希望を言って、2007 年までにやるべきことと、2007 年以降になってからやるべき

ことの区別をつけ、よく整理してきちんと参入することが非常に大事。 

   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

機能があるが、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

プサービスが有効だという考え方と、そうじゃないという説がある。同じように、

窓口ネットワークを 2007 年に民営化しても、経営者のタイプによっては当然違っ

てくると思う。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 にもならないという。

その辺は民間経営の器量の問題。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。ここの持っている膨大な含み資産

は、構想は 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う。そういうことも事前に整理する必要がある。 
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 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 年以降は郵貯や簡易保険の政府保証がなく

なるから、例えば８年間ぐらいで簡易保険の満期が来たあと、そのお金はどこに行

くかということ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する。 

   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。私は 2012 年ぐらいまでの間にど

ういう時間軸で考えていくか、７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くる。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、その点では、いろいろな情報が出てくるだろうと

思う。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

なると私は思っている。 

（福井議員） 窓口ネットワークの概念について整理をさせていただきたいと思う。今

まで私は、郵便あるいは郵便貯金、それから簡易保険、これはビジネスであり、一

方、郵便局の窓口とか、あるいはオンライン・ネットワークは、こういったビジネ

スを支える機能、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・ネットワークが働くよう支えることにより、それら

のビジネスの有用性を高めるための１つの機能だと、こういうふうに理解していた。

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た。今、牛尾議員が触れられた点であるが、生田総裁

がネットワークを磨いているということは、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とかと思っていた。 

一方、３つのビジネスと同列に窓口ネットワークを並べた場合に別の整理もあり

得る。つまりこれを独立のビジネスと考え、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。また逆に、とりあえず、オンライン・ネットワ

ークがあり、店舗もあるので、この上で郵政自身がどんどんビジネスを開発し、ネ

ットワークが生きるようにしていく、こういう概念もあると思う。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ちらか、ということをお伺いしたい。 

（吉川議員） 我々は「４つの機能」という言葉を使っているわけだが、福井議員の整

理で言うと、後者の方だと思う。 

（福井議員） 私は、３つのビジネスと１つの機能ではないかと思っていた。 

（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

結びつけられがちだが、我々の理解からすると、３事業にはとらわれずに、そもそ

も新会社が３事業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、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

つの機能ということだと思う。 

（本間議員） もう少し敷衍させていただきたいと思うが、福井議員がおっしゃるとお

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
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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、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

口販売も含めて、いろいろな形で活用し得る可能性があると思う。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あるが、

少し視野を拡大しながら、既存のこれらの分野でどれだけ稼げるかという部分と、

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

いうことである。それを４つの部分にまずは仕分けてみて、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ある。 

（谷垣議員） 本間議員、お出しいただいたペーパーの読み方だが、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のか。 

（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いる。 

（谷垣議員） そうすると、この「郵政公社に対する国民の負担を最小限に止める」と

書いてある部分だが、曲がりなりにも、公社は今まで３事業独立でやってきて、国

民負担というものは、そこにはなかった。それを民営化するに当たって、最小限と

いう表現によって、例えば補助金に類したものを入れるということを意味するので

あれば、国民の理解が得られないのではないかということをこれまで何回か申し上

げてきた。それが１点。 

   それからもう１つは、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

しれないが、先ほど牛尾議員のおっしゃった新しい金融ビジネス、金融システムが

大きく変化しているが、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」とある。ここのところは多分、牛尾議員がおっしゃっ

たところ。私は、中に書いてあることに違和感があるというわけではないが、ここ

は合意するほど、実はまだ議論があまりできていないのではないかと思う。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思う。 

（本間議員） 谷垣議員の御質問であるが、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ないが、ここで書いているのは、

例えば財投との関係でいうと、国債金利＋0.2％ というような形で預金金利が設定

されるのは、潜在的には国民負担と関係がある。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。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と、こういう考え方であり、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。新たに財

政負担が発じるので、それを最小化に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、こういう考えである。

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、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、こういう考えである。 

（麻生議員） これは財務省の考える話で、余計なことを言わない方がいいと思いなが

ら聞いていたが、本間議員、これは基本的には表現の意味がわかるし、そうだと思

うが、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、関係ないよと仮に言ったとすると、それはえら

いことになる。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
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な方向というのは、1,000 万円超えたら国債にしなさいと。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という話、簡単に言えば。窓口

販売というのはそういうものだと思うが、そこのところをきちんとやらないと、今

のところ、少なくとも大きな借金を抱えていて、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。 

（本間議員） 麻生議員がおっしゃるとおり、非常に重要なポイントだと思う。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う。今は、公社であるから、

例えば政府保証があるし、運用利回りである預託金利でも潜在的に国民負担がある

が、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

担を小さくするという考え方だ。 

（吉川議員） 先ほど牛尾議員からも時間軸の問題が出たが、５原則の中で雇用に配慮

するという問題と密接に関係する。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。この点に十分配慮し

ながら工程表を組む必要があると考える。 

（牛尾議員） 雇用の問題だが、窓口ネットワークが新しいビジネ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。朝の９時から５時ではダメで、むし

ろニーズがあるのは夜とか早朝であるため、窓口業務の雇用は非常に増えてくると

思う。 
   もう１つは、国鉄改革の時もそうだったが、年齢構成を勘案すれば、10 年位で雇

用者の数は相当減る。国鉄改革の時は減り過ぎて、寧ろ年金等をどう支払うかが大

問題になった。減り過ぎるのも問題だ。この点について、2007 年までにきちんと

精緻な計算をやる必要がある。要するに、雇用問題が、年齢構成からどう推移して

いくかをきちんと把握する必要があるということ。 
   それから、勤務時間が倍になるということは、窓口業務の雇用が倍になるという

こと。フルタイムで働きたい人もいれば、高齢のため５～６時間にしたいという人

もいるし、子供ができたから、と、それぞれに適した多様な雇用形態をつくる。ま

た、アンケートを行い、職員の意識・好みも聞いておく。そういうことが非常に大

切だと思う。 
   生田総裁の下でどこまで進んでいるか把握していないが、ネットワーク資産が営

業権として将来非常に価値あるものとなるために、1.1 ㎞の間に３局ある郵便局の

内の２局を別の場所に配置し直す、というような作業は、今やるべきだ。しかし、

やり過ぎると流通業の民業圧迫となるため、新しいサービス業務を行うのは民営化

後になる。ただ、サービスの角度を多様に広げることは非常におもしろいことだし、

特に農村部において食べ物や花などの商売を行っている者は、新たなチェーンとし

てネットワークを使おうという気持ちがあるだろう。オールジャパンでなくても、

地域の中での流通というものが非常に多くなってきているため、そういう点から、

検討チームはつくるべきだと思う。主催は日本郵政公社だろうが、他業種の人が参

加して議論をすれば、相当明るい展望が出る。明るい展望が出ることで、国民が民

営化を支持する一つの流れをつくることに繋がるため、そういう明るさをどのよう

につくるかが非常に大切だと思う。 
   経済財政諮問会議における次回の郵政民営化議論において、今回の議論のバック

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

ば上手く行くか、分かり易く見ていく。その議論においても、郵便局が金融商品等
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を販売する大きな窓口になることで国民生活が変わっていく姿を描く。このことが、

郵貯民営化における最も重要な点だと思う。 
（奥田議員） 雇用の問題だが、高橋副総裁に聞いたところ、高齢者が多いために、１

年間に約 7,000 人が定年退職になる。10 年間では累計７万人の計算になるが、全

部減るのではなく、徐々に減らしていくということでよいか。 
（麻生議員） 直接聞いて確認したわけではないが、ＩＴ化が進むと減らせる余地があ

ることも確かだ。それがどの程度の規模かは、まだ分からない。ただ、市町村合併

により、以前は 3,200 団体あったものが、もうすぐ 3,000 団体を切るところまで来

ているため、行政事務所が閉鎖されるところでは、郵便局が住民の行政サービスを

代行する。大きな利益にはならないが、民間会社であるから、もちろんその手数料

は頂く。そうすると、その為の人が必要になってくる。先ほど牛尾議員が提案され

たように、夜間業務もやればいいのではないかということになると、夜は手数料を

高く取ればいいではないかということにもなる。それらによって、減らされた分の

雇用をどれだけ吸収できるかを考えると、むしろ新たに雇う必要が出てくるかもし

れない。 
（福井議員） 次回行う予定の郵便貯金等の金融機能に関する論点ではあるが、窓口ネ

ットワークと関連があるために言及しておく。窓口ネットワークが郵便貯金を中心

とする金融ビジネスなどのインフラであると同時に、先ほどのお話では、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ということであったが、その場合に

は、金融と商業の間のリスク遮断を明確にする必要がある。つまり、ネットワーク

の上に花が咲いたビジネスが万一おかしくなった時に、金融の方にリスクがそのま

ま来てしまうということでは、金融システムにとっては重大なシステミックリスク

の源になる。ファイナンスとコマースの分離は金融における大鉄則であるため、リ

スク遮断のあり方に相当工夫を凝らさないと、日本の金融システムにとって非常に

危ないものになってしまう。 
（竹中議員） ありがとうございました。それでは、今回議論したこと、前回議論した

ことを踏まえ、簡単に整理をさせて頂く。何かあれば遠慮なく御意見を頂きたい。 
   まず、公社形態では何が問題か、について。もっと経営の自由度があるべきであ

り、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、そういう形態にすべきなのではないか。しかし、

当然のことながら、そこで、自由度とイコールフッティングの問題がコインの両面

の問題として出てくる。ということであったと思う。 
   民営化の意義、最終的に実現すべき目標、等について。見えない国民負担を含め

て最小化することが重要であり、そのためにも、４つの重要な機能をそれぞれ効率

化することにより、市場の中で自立させ、日本の市場経済に吸収統合していくこと

が最終的な目指すべき姿である。ということであったと思う。 
   民営化の最終的な姿までの時間の問題、について。例えば日本郵政公社だけでも

今後 10 年間で７万人の定年退職者が出ること、また、ドイツポストの場合、10 年、

15 年という期間をかけて民営化を実現したこと、も視野に入れながら、総理から

ご指示頂いている 2007 年の民営化を一つの重要な区切りとし、さらにその後のこ

とも含め、しっかりとプランニングをしなければならない。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か。ということであったと思う。 
   窓口ネットワーク、について。これは国民にとって一番分かり易いものである。

1.1 ㎞に１カ所あるわけであるから、これを重要な資産と位置付けることが大変重

要。窓口ネットワークの議論をする場合の問題点は、全国民がアクセスできなけれ
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ばならないことであり、正にそこにユニバーサルサービスの意味がある。そのため、

さらに効率化していくということが必要だ。ということであったと思う。この概念

については、福井議員と本間議員との間で議論がなされたが、概念としては概ねご

納得頂けていると思う。しかし、麻生議員のペーパーにもあるように、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ほどなのかと

いうことについて、しっかり検証しなければならない。ただ、牛尾議員からメッセ

ージが出された通り、この議論において、国民生活が変わるという明るい展望を持

ってもらうことが重要だ。 
   将来の望ましい姿、望ましい将来像、について。例えば、ネットワークの取扱商

品を多様化していくことは当然の方向だと思う。ドイツポストは 24 種類扱ってい

る。日本のように３つだけではない。さらには、これは前回の議論で出されたが、

ドイツポストのように、フランチャイズなど経営タイプの多様化があるのではない

か。牛尾議員が指摘されたように、経営者のタイプもいろいろ出てくるだろうが、

同時に、福井議員が指摘された通り、リスク遮断の問題はきちんとやらなければな

らない。また、便利な使い方をもっと工夫しようではないか。例えば、長時間オー

プンということになると、新たな雇用増加の問題も出てくるため、その工夫をしっ

かりしよう。このようなことであったと思う。 
   郵便事業について。郵便事業といっても信書と小包と物流とでそれぞれ異なるた

め、それぞ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ならないのでは

ないか。その意味でのコストの削減等も、やはり出てくるのではないか。逆に、今

回は必ずしも議論できなかったが、実は郵便事業こそラストワンマイルを持ってい

る。例えば、別の宅配業者が郵便ネットワークのラストワンマイルを利用する、と

いうような可能性もあるため、そうしたことも積極的に考える。ということではな

いかと思う。 
また、望ましい将来像について、前回の議論において、アジアの物流部門が大変

重要であり、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

この分野で日本を代表する企業になって頂こうではないか、という趣旨のご発言が

あった。 
   最後に、複数の議員から、やはり郵貯の問題が重要だ、というご意見が出された

ため、次回にしっかりと議論したい。 
   以上の取りまとめで、ご意見がございましたら、どうぞ。よろしいでしょうか。 
（小泉議長） いろいろな可能性を持った民営化であるが、まず、今年大切なのは、民

営化の法案作りだ。2007 年に民営化し、移行期を経て完全民営化する。当面、今

年は民営化の法案作りに全力を尽くすため、よろしくお願いしたい。 
（竹中議員） それでは、次回もよろしくお願いする。ありがとうございました。 
 

（以 上）  


