
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

平成 16 年第６回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第６回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2004 年３月 23 日(火) 17:30～18:55 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）新たな成長・雇用機会の創出② 

－新産業創造戦略について 

（２）郵政民営化 

3．閉会 

（説明資料） 

○新産業創造戦略（中間報告）（中川議員提出資料） 

○郵政民営化にあたって（窓口ネットワーク事業、郵便事業）（有識者議員提出資料）

○郵政事業民営化（金融分野）に関する論点（麻生議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	それでは、ただいまから今年６回目の「経済財政諮問会議」を開催い

たします。 
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平成 16 年第６回 議事録 

○新たな成長・雇用機会の創出②－新産業創造戦略について

（竹中議員） 本日は、まず、新たな成長・雇用機会の創出の第２回目といたしまし

て、新産業創造戦略につきまして、中川大臣から御報告をいただきます。 


続いて、郵政民営化についての議論をさせていただきます。 


中川大臣、よろしくお願いします。 


（中川議員） お手元に「新産業創造戦略（中間報告）」ということで、５月か６月

を目途に新たな日本の技術、そしてそれを社会、人に生かす形でやっていきたい

ということで、今、鋭意やっているところでございます。 

念頭には、80年代、アメリカがちょっと停滞したときの産業競争力委員会、い

わゆるヤングレポートというのがございましたけれども、それを改めて読み返し

ましたけれども、20年経ったレポートでありますけれども、何となく置かれてい

る状況が、非常にダブって見えたものでございますから、何となくヤングレポー

ト日本版みたいな形で、今、作業を進めているところでございます。 

横長の紙に基づいて御説明を申し上げたいと思いますが、簡単に言うと、とに

かく技術力を昀大限集約して、そして製品化といいましょうか、アウトプットを

して、そしてこれからの時代のニーズに応えていきたいということでございます。

時代のニーズということはどういうことかというと、２ページ目のところに飛

びますけれども、グローバルの競争に何とか追いつき、追い越していきたいとい

うことでございますし、また、少子高齢化、あるいは環境問題、廃棄物問題、安

全問題といった、いい意味でも悪い意味でも与件のような与えられた条件という

ものをどうやってクリアーしていくかということを産学官を一体としてやってい

かなければならないということが必要だということでございます。 

そのときに、私の結論は一言で言えば、人に尽きるということに尽きてしまう

んですけれども、人といっても小さいときから、例えば物事に興味を持つ、自然

に興味を持つ、大変瑣末な例かもしれませんけれども、御飯粒を見たことないと

か、シャケは切り身でしか見たことないとか、そういう本物を知るところから、

小さいころから興味を持ち、そして能力を生かしていくというところが、どうも

行き着くところは、そこからスタートしていかなければならないのかなと思って

おります。 

具体的にどうしていったらいいのかということは、経済産業省だけでも限界が

ございますので、本当の意味での人材づくりというものになりますと、文字どお

り政府を挙げて、文科省も含めてやっていかなければならないということだろう

と思っておりますが、正直申し上げて、５月、６月までにより具体的な御提案が

できるかどうか、今、鋭意努力をしているところでございます。 

それから、知的財産権といいましょうか、そういう技術、あるいは知識、知恵

といったものでございますけれども、これが何といっても日本の生命線であろう

ということでございますが、その次に、新たに発見したりつくったりした財産、

知的財産を公開することによるメリットと、公開しないことによるメリットとい

うのが２つ大きくポイントとして出てくるんだろうというふうに思っております。
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平成 16 年第６回 議事録 

私どもとしては、全国北海道から九州まで200 社の工場、研究所等をずっと調

査をしてまいりましたけれども、むしろ外に出さないんだと、パテントも取らな

いんだといって頑張っているところがある。あるいは、また海外から逆に日本に

どんどん、昀近よく言われますけれども、シャープの亀山工場のように、人が入

ってくるときにも全部一人ひとりチェックするということによって、完全に秘密

にしておくことによって、他の技術の追随を許さないというようなところも出始

めてきているところでございます。 

海外への投資も、特にアジア市場なんかは、一説によると大体工場展開が一巡

化したということをおっしゃっているところもおりますので、逆に日本に戻って

来て、日本のよさというものでコアの部分を中心に、世界ナンバーワン、オンリ

ーワンというものを目指していくんだろうというふうに思っております。 

そういう意味で、昀後は人というものがポイントになるわけで、大変はばった

いんですが、昀近私はよく地方に行って申し上げるのは、人、ＨＩＴＯというの

は、ハートと、インテリジェンスと、テクノロジーと、それを結集するオーガナ

イゼーションであると、大変ちょっと生意気なことを言っておりますけれども、

それによって人というものが、やはり昀終、昀大の財産であり、それを活用する

ことが我が国の今後の新産業創造戦略というものの戦略中のコアの戦略だろうと

いうふうに思っております。 

いずれにいたしましても、現段階ではまだ部内で喧々諤々議論をしながら、い

ろんなところに打って出て、いろんな人の話を聞いたり、またいろいろ情報を集

めている昀中でございますので、とにかく小泉内閣としての昀大の戦略の１つが、

この知財の問題だろうと思いますので、途中段階で恐縮でございますけれども、

今、鋭意やっているということを、まず中間的に御報告をさせていただきたいと

いうことでございます。 

とりあえず、以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。どうぞ、御発言をいただきたいと思います。 

牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 今の点で、メキシコとのＥＰＡを無事成功させて大変ありがとうござ

いました。中川大臣に心から評価をしたいと思うし、また国際的な競争というも

のがあるためには、国際的なマーケットというものがないとだめなので、今後引

き続き、民間でもやりましたけれども、そういう機運をつくっておりますので、

是非お願いします。 

それから、コンテンツに関しては、ちょうど私も知財戦略本部の下でコンテン

ツ専門調査会の会長をしておりますので、先日案を出しました。 

それは、いわゆる人間の力を守るためには、業界の前近代性とか、実際人間に対

するインセンティブとか、人材の育成とか、海賊版対策と、いろいろとあります

けれども、日本のコンテンツは非常に力があるんです。しかし、仕組みがないた

めに、海外では『千と千尋の神隠し』でも余りお金になっていない。 

昀近の例を言いますと、一番残念なのは、黒澤明の『七人の侍』という映画が
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あったですね。あれの著作権、原作権というのは、アメリカで５万ドルで売って

いるんです。それでアメリカが『荒野の七人』という映画をつくりまして、それ

を日本が買ったのは10億円です。 

それから1996年に日本で大ヒットした『Shall we ダンス？』がありましたね、

あれの権利を3,000万円で売却して、今度はミラマックスというプロダクションが、

リチャード・ギアとジェニファー・ロペスで映画をつくるんですが、これも恐ら

く一説には10億から15億円で日本が購入することになるだろうと。 

（小泉議長） 『Shall we ダンス？』のリメイク。 

（牛尾議員） はい。 

（小泉議長） なんでそういうことになるんだよ。売ったんでしょう。 

（牛尾議員）  3,000万でリメイク権を売ったんですよ。普通ならそれは３億円ぐらい

で売るものなんですね。しかし、その周辺の仕組みがないから、個人の力でする

と、みんな貧しいから3,000万でも売ってしまうわけですね。 

私がこの例を出したのは、中身はいいのに、コンテンツを守る仕組みがないか

らこうなっていると。知財というのは、そういうことなんです。 

アメリカのヤングコミッティーというのは、一番大きな結論は、アメリカが日

本に勝つためには、知的所有権を世界中に確立することだといって、大統領が北

京に行っても知的所有権の確立を条件にするわけですから、そうやったら『Shall 

we ダンス？』でも３億円で売れるようになるわけです。 

（小泉議長） 原本を売って、リメイクを買うというのはどういうことなんだ。つく

る人と買う人は全然違う。 

（本間議員） 売上の一定割合をチャージすればいいんですけれども、定額で売りま

すから、そういうことが起こってしまう。3,000万円でアイデアを売って、そのア

イデアで向こうが映画をつくり直しても、その売上についてチャージは全然こっ

ちは取れない。 

（麻生議員） つくった日本人が金持ちのアメリカ人に売り、それを更にこっちの金

持ちの日本人が買ってまた映画にする。大体金の流れとしては、こんなものでし

ょう。 

（牛尾議員） それと、「七人の侍」なんかは、黒澤監督で東宝ですからね、貧乏じ

ゃないんですけれども、原作会社は相場を知らないわけです。原作権というもの

がそんなに価値のあるものだとは思わなかったんですね。『Shall we ダンス？』

なんて４年前の話ですね。3,000万で売っているわけですから。 

（小泉議長） あれをアメリカがリメークするのか。 

（牛尾議員） ええ、それで大体10億から15億ぐらいで競り合っていると。 

（小泉議長） 聞いただけでヒットしそうだな。 

（牛尾議員） そうですよ。 

（中川議員） 今の牛尾議員のお話に関連して、まさしく法律でがちがちになってい

るから、多分裁判をやったら日本は負けるのかもしれません。ですけれども、他

方、あえて国は言わなくても皆さん御存じだと思いますけれども、知的財産権制
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度がぐちゃぐちゃでできていない国もある。今後の日本のとってみれば、これは

日本だけではございません、きちんとルールはあるんですけれども、無断で取ら

れてしまう。向こうは法律でがちがちで固めて取るというか権利を取得するのと、

法律があるような、ないようなものでもって知財が流れていくのと、２つあるん

だろうというふうに思います。 

（竹中議員） 吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） ２点発言させていただきます。新産業創造戦略について、私も通産省

時代に産構審の部会長としていろいろと議論をした。基本的には、そうした議論

を深めていただいたものだと思いますので、支持したい。伝統的な産業政策とい

うのは、例えば鉄鋼産業など、個々の産業ごとに組み立てられていた。しかし、

大臣の資料の３ページ目にありますとおり、ここではニーズといいますか、健康

サービス、あるいは環境、ビジネス支援という形で、昀終的なニーズの方から入

っている。 

１つひとつのニーズには、従来の産業で言えば、幾つもの産業が関与する。言

ってみれば、産業に横串入れるような感じで、ニーズを言わば引っ張り役にして

産業経済を考えていくということです。ニーズというのはなぜ大事かというと、

これこそが経済の昀終目標だからです。経済の目的は生活を変えるということで

す。そういう意味で、構造改革が目指すものも結局は、我々の生活を変えていく

ところにあると思います。こうした戦略を是非進めていただきたい。それが１つ。 

２番目は、今日、大臣は人材のことを強調された。人材が大事だというのはそ

のとおりなんですが、現実の方は御承知のとおり、若年者の失業とか、無業者の

問題、あるいはフリーターの問題、現実はあるべき姿から遠いところにあるわけ

です。こうした問題は政府一体で取り組むということだと思うんですが、産業創

造戦略も含めてですが、やはり予算に関わるところは、是非とも政策群というも

のを生かす形で雇用対策、産業創出戦略というのを進めていただきたい。 

雇用対策について、もう少し言いますと、現在、雇用保険の対象外での雇用対

策というのが欠落しているわけです。そこをきちんと省庁横断的に詰めていただ

く、そのために政策群を活用していただきたい。 

（竹中議員） 本間議員、奥田議員の順番でどうぞ。 

（奥田議員） これからの日本経済をより活性化させるということですが、中川大臣

が冒頭書かれました三本柱の産業政策というのは、非常に重要であると、私も同

感であります。是非大臣には、この方向で進んでいただきまして、特に関係省庁

と連携を取りながら具体的なロードマップを示していただけたらと思います。 

また、この戦略を進める上で、４ページの下に書いてありますが「・共通基盤

的な政策課題についての今後の基本的な方向性を明確化する」と、こういうこと

が書いてありますが、この中で、今、牛尾議員からもありましたが、私はＥＰＡ、

地域経済といいますか、経済連携は非常に重要であると考えておりまして、メキ

シコとの交渉は中川大臣を始め、関係大臣の御尽力によって、やっと合意に達す

ることができたわけですが、今後も現在進められております、アジア諸国との連
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携協定を早期にとりまとめることが必要であると思いますし、専門技術人材への

在留資格要件の緩和とか、あるいは農業の競争力強化といったことで、経済連携

を進めるために必要措置を早急に進めて、政府としての取り組みを強化していた

だきたい。こういうふうにお願いしたいと思います。 

（本間議員） 先ほど、吉川議員の方から経済活性化に政策群のアイデアを使うべき

だというお話しがありましたけれども、私も基本的に大賛成であります。 

それに加えて、ここで１つの柱として、地域のコミュニティの再生、地域ブラ

ンド等の支援が掲げられておりますけれども、これをこれまでのように全国一律

で漠然とやるのでは効果がないということでございますので、是非、地域の優れ

た提案に対して支援する、そういったインセンティブを付けるようなスキームを

考えていただきたいというふうに思います。 

もう１つは、韓国や北欧の例を出すまでもなく、情報化やＩＴというのは国家

戦略として非常に重要な分野でありますけれども、ここが必ずしも我が国は進ん

でいないという現状を、私、この間ヒアリングいたしまして愕然といたしました。 

医療のＩＴ化と電子政府を突破口にして、どういう形できちんとしたものに仕

上げていくか。特に、医療のＩＴ化につきましては、ほとんど進んでいないのが

現状でございます。ここは厚生労働大臣等にもお話をすべきだろうと思いますけ

れども、例えば、オンライン請求がなされた場合には診療報酬の支払いを早期化

するといったインセンティブ付けも考えていく必要性があろうかと思います。是

非、よろしく御協力をお願いいたしたいと思います。 

以上です。 

（奥田議員） ４ページの知的財産のところで、知的財産の保護は、これは確かに企

業として十分やれるんですが、その後の営業秘密、あるいは技術情報の不正使用

防止と、このことについては、特に技術情報がシルバー人材がどんどん海外へ流

出して、その人達が、例えば中国とか韓国へ行ってものを教えると。これは、不

正使用ではないということだと私は思っていますけれども、それがどんどん進ん

でおりまして、やはり中国とか、韓国は途中で経済がおかしくなるんではないか

という話があったんですが、それを支えているのが、日本の企業から出ていった、

特にシルバー人材が非常に多いということで、この点については、我々民間の方

も一生懸命考えますので、是非大臣方もよろしくお願いします。 

（竹中議員） まとめて中川大臣から特にございますでしょうか。 

（中川議員） では１点だけ、今、４人の方からお話がありまして、どうも私のイメ

ージとしては、ニーズというお話がございましたが、どうも川下が川上を引っ張

るみたいなイメージをどうしても持ちがちなんです。ですから、ブランドの話も

出ましたけれども、ブランドというのは川上が決めるものではなくて、川下が決

めるものだと私は思っていますけれども、果たして川下が決めるという形でいい

のか、ひょっとしたら川上が川下を決める場合も、要するにバランスよく両方必

要なのかどうか、私自身、まだよくわからない部分があるんですけれども、その

辺、先生方はどういうふうにお考えになっていらっしゃいますか。 
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（吉川議員） それは両方だと思います。川上とおっしゃるのが、例えば素材産業と

いう意味なのか、あるいは一つの技術という意味なのか、技術から始まる場合も

あるでしょう。しかし、結局は必要は発明の母という言葉がありますけれども、

発明技術も、昀後は必要に引っ張られるわけです。ですから、昀後はどちらが勝

つかと言えば、私は昀終的にはニーズだと思います。けれども。まさに必要は発

明の母です。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。それでは、５月、６月を目途にということ

で大変だと思いますが、政策群の活用の問題なども含めて、一つ中川大臣によろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

○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。 

まず、前回までの議論の要約ということで、民間議員から紙が出ておりますの

で、お願いします。 

（本間議員） それでは、私の方から。これまで窓口ネットワーク事業、郵便事業に

ついて諮問会議で議論した点をとりまとめ的に民間議員４人の名前で出したのが、

お手元にお示ししておるペーパーであります。 

「検討に当たっての留意点」ということで、これは再三この場でも議論してい

ますけれども、「自由」、「自立」、そして「時間軸」と、この３つが非常に重

要だということを強調しております。「自由」というのは、新しい民間会社にな

っていく際には、できるだけ効率化し、事業の拡大等も積極的にできるような枠

組みをつくっていくということ。 

もう１つは、４つの機能を自立できるような形で確立し、「見えない国民負担」

というものを小さくする方向で改革を民営化につなげていくと。 

更には、「自由」と「自立」を設計するときには、必要な場合には十分時間を

かけていくということが大事でありますが、そのプロセスを、見える形で国民に

示しながら、困難な問題に適切に応えていく必要性があろうかと思います。 

その上で、これまで諮問会議として確認がなされた事項を踏まえて、今後、以

下の点において議論を深めていく必要性があろうかと思います。 

まず、窓口ネットワーク事業でございます。経営の自由度を付与し、多様なサ

ービスの提供やフランチャイズ化などを行えるようにする。 

ユニバーサルサービスの拠点として、すべての国民が活用できるようにする。 

郵便、郵貯、簡保の窓口として、それぞれのサービスを引き続き提供する。 

そして、郵便事業についてでありますけれども、郵便事業も昀大限効率化する。

ネットワーク機能の効率化であります。 

物流産業として、海外で特に成長が著しいアジアの物流市場への進出に積極的

に取り組む。 

民間企業との自由な連携や買収を可能にすることにより、総合的な郵便・物流

産業としての成長を目指す。 
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これが、これまでのここでの議論の方向の確認としておまとめした部分でござ

います。 

以上でございます。 

（竹中議員） これについては、また必要がありましたら戻っていただいて結構だと

思いますので、今日は、申し上げていますように、郵貯と簡保という大きな問題

を議論しなければいけません。 

それで、お手元に前回と同様、席上配付資料ということで、こういう項目につ

いて御議論いただいたらどうかというものをお配りしております。この論点メモ

を参考にしながら、一つ自由に御発言をいただきたいと思います。 

この郵貯、簡保につきまして、麻生大臣からペーパーが出ておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

（麻生議員） それでは、お手元に１枚紙に書いてあると思いますが、基本的な考え

方として、一応これだけ書いてありますが、その他も書いていくと、ちょっとき

りがないという感じになりますので、一応こういう形で書いてあります。 

目的としては、郵便という巨大な、40万人からなるどでかい組織というものを

民営化するというのは、これは手段であって、目的としては、従来、金を中央で

集めたものを一括全部中央で吸い上げて、特殊法人やら、財投やらに流れていく

という流に合わせているというところに多々問題ありということでありますので、

そういった意味では、この巨大な資金を有効に活用して日本という国の経済やら、

何やらを更に活性化していく、そして国際競争力を高めていくということという

のは大変大事なところだと思っておりますので、そういった意味では、郵貯、簡

保の改革ということと併せて、財投の改革とか、金融システムとかいろんなこと

につながっていくということが本来の目的なんだという前提に立って、以下ずら

っと書いてあります。 

１つは、国の財政政策とか、国債管理との関わりというのは、この話を自由化

するときに当たって、これは無視できないと思っております。自由ということは、

原則、民間と同じようにイコール・フッティングにするということは、国債を買

う、買わないと、持たせるという自由は何を意味するかというのはよく考えてお

いていただかないと、これは国家運営上非常に問題があるだろうなという感じが

しますので、財政改革というものと併せて、これは整合的にやらなければだめで

すよという点が１点です。 

２点目は「金融システム改革との関わり」と書きましたけれども、これは御存

じのように、今、政府は民間の銀行へ公的資金を投入しているから国有化してい

るわけですね。逆に、郵貯の方には民営化しろと言っているわけで、全然逆のこ

とをやっているということなんですけれども、これは基本的には民間の金融機関

の経営の健全化ということとの間に整合性を保たないと、おかしなことになりは

しませんかという点を、何となく忘れられているところですけれども、これは是

非頭に入れておいていただかなければいかぬ。 

２番目、今、１番目に言った財投の出口という話を書いてありますけれども、
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これは基本的には政策金融の改革というものと併せて、今の財投の話とやらを一

緒にしていかないと、これはここだけの民営化だけで話が行くと、財投の話と一

番昀初の国家の財政政策と重なっておりますけれども、特に政策金融というもの

は、御存じのように国民金融公庫等々、いろいろ政府の政策金融というものもこ

こから金が出ておるわけですから、そういった意味では大事なところではないか

と。今、民間がものすごく頼りにしている商工中金いろいろありますので。 

３番目として、民間の金融機関というものは、今、もうからぬとか、どんどん

閉めているという状態で、当然のこと収益性を重視する結果、金融サービスの地

域間格差というのは結構進んでいるという状態は、田舎におります者にとっては

結構深刻な話なんだと思っておりますので、そういった意味では、個人向けの金

融サービスというのは、貸し付けるという話ではなくて、預けるなり、出し入れ

するのを含めまして、そういったものに関しましては、郵貯の窓口等々、簡保の

役割というのは、引き続き極めて重要なものだと思っている点は、是非頭に入れ

ていただかないと。 

いわゆる、その次の（３）に関わってきますけれども、町村合併等々進みます

中で、これは非常に民間のサービスを維持する上で大変大事なところだと思って

おります。 

４番目、利用者によって、やはり金融商品としては、これはいわゆるサービス

というものがある程度市場の中で提供されていくというためには、民営化された

郵便貯金とか、簡易保険とか、いわゆる既存のいろいろな会社があるわけですけ

れども、そういった民間会社を含めて、適切な競争が促進されるということが前

提なのであって、競争がないと意味がないので、同じようなイコール・フッティ

ングとか、いろんな言葉がありますけれども、そういった意味では、この競争政

策というものが促進されるようにしておかなければいかぬということが大前提な

んだと思っております。 

その次に、地方との関わり合いと書きましたけれども、今、市町村合併という

のは、3,200ありました市町村が3,000を切るほどのところまでになってきていま

すので、1,000まではいかぬと思いますけれども、1,700～1,800まで事は進むだろ

うと思っております。 

そういった中で、これは基本的には行政手続がすべてオンライン化されていく

という2005年辺りになりますと、いろんな意味で、Ｐビジネスとか、いろんな表

現がありますけれども、ここが一番大きな要素として出てくるところだと思いま

すので、地方との間において、これはすごく窓口のサービスというものが、そこ

に住んでいる高齢者を含めまして、全人口の３割弱のところが非常に大きなとこ

ろかなと思っております。 

「その他」と書いて、ユニバーサルサービスなどと書いてありますが、これは

いろいろほかにもあるんですが、これは金融のユニバーサルサービスを国として

確保しておく必要があるというのは、町村合併等々関係いたしますので、これま

で郵貯とか、簡保とかいうのは、財政的支出というのが伴うことが全然ありませ
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んで、金融サービスを全国的に公平に提供する役割を果たしてきたところなんで

すが、それにつきましては、こういったものは非常に利用されておりますし、傍

ら、銀行の窓口は減っているしという意味で、郵便局のネットワークというのは

維持しつつ、事業を成立させるというビジネスモデルが構築されなければいかぬ

ところなんだと思いますが、そういった意味では、国民負担というものを伴うこ

となく、引き続きこういった金融のユニバーサルサービスが提供されるというこ

とが、ユニバーサルサービスのところにおいて非常に大事なので、新たな財政的

支出ということを行うことについて、これは慎重な検討が必要なんだと思ってお

りますので、そういった意味では、利用者の利便というものを下げないようにし

なければいかぬということなんだと思います。 

民間会社ということになるわけですから、租税負担の話やら、イコール・フッ

ティングの話等々、いろいろなことについて考える必要がありますので、同じよ

うな民間会社、当然ながら自由というのは原則なんだと思いますけれども、どの

ような業務、それからサービス、新しい仕事を行うことにつきましては、これは

経営者の自由な経営判断によらぬと、民間会社になって縛るという意味では話に

ならぬと思いますので、そういった意味では、そこが大事なんだと思っておりま

す。 

何となく、よくナローバンクとか、いろいろ話が出ますけれども、経営が成り

立つという話にしないと話にならぬのだと、基本的にはそう思っていますので、

そういったようなことを考えていただきたい。 

先ほど時間の話も出ておりましたけれども、先ほど本間先生のところにありま

したけれども、民営化の成果というものを実現する上で、必須な事項を幾つかざ

っと言ってみたんですけれども、2007年までにやるのは、民営化ということをや

ってしまうわけですが、それが終わった後の、いろんな意味で本当は段階的に時

間をかけて、もっとこんなことができる、あんなことができるというのは、その

後に経営をやられる方が自由に、そんなことやれるといったって、私はもうから

ないからやらないとか、やるとかいう判断は、そちらの方で決めていただかない

と、我々政治家がどうのこうという種類の話ではないのではないかと、基本的に

はそう思いますので、経過的な形態とか、経過処置をどう考えるというのは十分

に検討しておかなければいかぬところだと思いますので、何となく２段階とか、

３段階とかいろんな表現があると思いますけれども、一発で全部が全部して、そ

のときの経営者がどなたかよくわからぬのに、こちらから差し出がましく、あれ

やれ、これやれというのはいかがなものかということで、基本的に経営は民営化

する、それだけになるべくフリーハンドは渡す、選択はその経営者が基本的に選

べるというふうにして、あとはその方になさっていただくというのが一番。 

ただし、先ほど一番昀初に申し上げましたように、国債の話というのは避けて

通れる話ではありませんので、その点を無視して何となくというのは、国家経営

としては極めて危険なことになりますので、その点は十分に、そこの点は枠をは

めておいていただく必要があろうかという感じが、私自身いたしておるというこ
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とでございます。 

（竹中議員） どうぞ谷垣大臣。 

（谷垣議員） 今、麻生大臣から国債管理政策との関わりでお話がございまして、当

分、借換債とか、いろんな形で大量な国債発行を続けていかざるを得ないし、そ

れから政策金融の見直しという観点もおっしゃいましたけれども、これも財投債

と言っておりますけれども国債ですから、大量の国債をどう安定的に消化して、

マーケットを不測の混乱に陥らせないように済むかというのは、私にとっては一

大の関心事なんです。 

これは結局、民営化が進んでいくに従って、どういうシステムをつくるかとい

うのは、我々も本当に汗をかいて工夫しなければいけないわけですね。ただ、ま

だ今の段階では、どういう姿になるのかがわかりませんので、まだ十分描き切れ

ないわけですけれども、あるいはこの前も申し上げたかもしれないけれども、現

段階で申し上げておきたいことは、やはりでき上がった姿の絵だけではなくて、

移行期の過程というものも十分事前に、こういうふうに移行していきますよとい

うことを明らかにして、透明にしていただいて、そして市場の安定を確保しなが

ら進めていくということ、現段階で言えることは、そういうことではないかと思

います。 

そういう意味では、お四方のペーパーにまとめていただいたように、時間軸を

どう考えるかということが、私は相当大きな問題になってくるのではないかと思

います。 

それから、まとめ方の方は細かなことを申し上げて強縮ですが、窓口ネットワ

ーク事業が目指すべき方向で、郵貯、簡保の窓口として、引き続きサービスを提

供すると、郵貯、簡保は今日やるんではなかったのかなと、ちょっとまとめが早

いんではないかという感じがしないでもないので、これは短い時間で議論してい

ますから、恐らく窓口ネットワークに載せるものとしての議論と、郵貯、簡保の

具体的な在り方は、今日議論するというふうに理解をいたしますけれども、細か

に言うとそういうことがあるかなと。 

それから、この前に福井総裁がおっしゃったリスクを遮断するというのは、多

分制度設計に当たっては基本的な問題ではないかと、非常に大事なところではな

いかと思いますが、ああいうことも、このまとめに入れていただいた方がよかっ

たのかなと思いますが、それは言わば具体的な制度設計の問題なんだと、機能論

ではないんだということで外されたのかと、それならそれで理解いたしますが、

ちょっとそういう感じがいたしました。 

（竹中議員） 今のお話は、中間とりまとめの際に十分考慮して反映させるように努

めたいと思います。 

吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） 先ほどの総務大臣、財務大臣の国債市場への影響について、１つコメ

ントさせていただきたい。 

今回の郵政改革、国債市場への影響を十分考えなければいけないという大臣方
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の御発言はそのとおりであって、全く異論はありません。ただ、この点について

世の中の議論では、若干誇張されている面があると思います。 

どういうことかというと、麻生大臣がおっしゃったように、民営化されると国

債以外の資産を自由に持てるということになるんだというところの意味するとこ

ろは、国債からほかの資産に流れる可能性があるということですね。 

ということは、国債よりも魅力のある資産、仮にそれをＡという資産とします。

それにもし流出すれば、国債価格は下がる、金利は上がるということになるわけ

です。 

しかし、このＡという資産は、今でも存在するわけです。国民は郵貯を持つ義

務はないわけです。つまりＡという資産を持つオプションは持っているわけです

が、にもかかわらず、郵貯という資産を持っている。したがって、国債が競争す

べき資産Ａは、郵貯よりは魅力のない資産です。その郵貯が間接的に国債を保有

している。その郵貯が回り回って国債に行っているということであるわけです。 

こういうことを考え合わせると、移行期の問題がないとまでは言いませんが、

現在、郵貯が大量に保有している国債が国債よりも魅力のある資産、Ａという資

産に流れる可能性、可能性は確かに否定できないですが、やや誇張されている。 

したがって、民営化に伴って国債市場に極めてネガティブな影響が出るという、

その論理は必ずしも正しくないんではないかと思います。移行期の問題が存在し

ないとは言っていません。移行期の問題は厳然として存在しますし、このことは

気をつけなければいけないということに関しては、全く異論はありません。しか

しながら、国際市場に郵政民営化が与えるかもしれないマイナスの影響はやや誇

張されているかもしれないと、私は思っております。 

（竹中議員） 麻生大臣どうぞ。 

（麻生議員）  今、これだけ金利が安くて、1,000万円預けて1,000円しか付かないと

いう今の条件、よくて2,000円、0.001～0.002ぐらいというような状況を前提に考

えておられるのと、景気がよくなって、経済成長が名目成長で２％ぐらい上昇す

ると全然違うと思うんです。 

だから、そういった意味で、そのときにこの金が安定したものがあるか、ない

かというのは国家経営上、非常に大きな問題だと思いますので、そこはある程度

の枠をかけておくという必要は、これは絶対に必要だと思います。 

（谷垣議員） 私は、ネガティブな影響が必ずあると思っているわけではございませ

んで、記憶にありますのは、小渕内閣のときに６兆円減税をして、うんと国債を

発行しました。あのとき、宮澤大臣が何かおっしゃった途端に、国債長期金利が

ぴんと跳ね上がったことが、いまだに念頭に去りませんで、要するに不測の影響

を与えるような持って行き方をするといけないから十分そこを慎重に時間もかけ

て検討していただきたいということを申し上げているわけです。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） 今の点でございますけれども、確かに郵政公社民営化に伴って、経営

の安定性の問題、あるいは収益性の向上の問題と、それから国家全体として、あ
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るいはマーケットとしてのランダムなショックに伴うリスク、これをどのように

両立させながらうまく運ぶかということは非常に重要なポイントだろうと思いま

す。 

そして、その上で、恐らく景気回復局面がより鮮明になってまいりますと、資

金が官から民へ流れると、その結果、国債に対する一般的な需要の低下が起きる

可能性がある。その両者をどういう形で、我々が見極めながらプロセスづくりを

していくか。ここはバッファーとして、吉川議員のおっしゃった、底堅い安定機

能になるんだろうと思いますけれども、しかし政策的なメッセージなどに関わっ

てくる問題ですから、そこはやはり十分に検討しなければならないポイントだろ

うと思います。 

もう１つ、日銀総裁が前回、４機能を分けたときに、ネットワーク機能の、言

わば公共財的な側面を何が何でも他のところで完全にコスト負担をするというよ

うなスキームというのは、これは全体としてのファイア・ウオールという点で、

経営の実績からみて非常にも含めて危いものがあるんではないかという論点があ

ったと思います。そこもまた、やはりモラル・ハザードの問題も含めて、きちん

とした管理というものは当然やっていかなければならないテーマだと思います。

組織上どうするのか、ファイア・ウオールをどういう具合につくっていくかとい

うことは、これは具体の組織のデザインの中で検討すべき問題ではないかという

ふうに考えてございます。 

（竹中議員） 福井総裁どうぞ。 

（福井議員） ２つか３つばかりの論点に絞って申し上げさせていただきたいと思い

ますが、１つは民間金融システムへのソフトランディング、あるいは今日有識者

議員から出されましたペーパーの中で、民営化の昀終形態への移行までに十分時

間をかけると。ある意味で時間軸を置くという意味も含めてソフトランディング

というふうに考えれば、移行プロセスを慎重に、大事にということだと思うんで

すけれども、１つだけ注意を要することは、民営化の基本設計をするときに、か

んぬきになるような項目、例えば政府保証がなくなるんだと、それから市場メカ

ニズムには合わない商品は見直していくんだと、あるいは先ほどから出ておりま

すリスク遮断というのはしっかりやるんだとか、こういうかんぬきになるような

ことはやはり早く設計をして、その上で十分競争力を持つ新郵政のビジネスモデ

ルというのを、優れた経営者がつくっていくと。 

そういうかんぬきを前提にしていいモデルに到達するまでに、今のネットワー

ク、今の人員構成等々についても、ある程度合理的な修正を加えながらソフトラ

ンディングを図っていくということでしょうから、時間軸の置き方と基本設計の

かんぬきということは、ちょっと切り離して考えないと。かんぬきをうんと後か

ら入れるんだということになると、例えば政府保証が付いたままずっとビジネス

だけが展開して、言ってみれば民間との競争のイコール・フッティングがいつに

なったら実現するかわからないままで民営化の昀終形態へのプロセスが続く、と

いうのはよくないだろうという点が１つでございます。 
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もう一つは、今の国債の消化メカニズムとの関係ですけれども、私は、郵貯の

民営化というものは本物だ、それから来年春の民間金融機関におけるペイオフの

全面解禁、これも本当に実行されるということになりますと、我々庶民と言いま

すか、一人ひとり個人の金融に関するリスク感覚というのは非常に磨かれていく。

したがって今まで郵便貯金に、ちょっと言葉悪いですけれども、漫然と置いてい

た人も、これからはある程度リスク選好しながら異なる金融商品に向かっていく

という部分は、ある程度あるだろうと思います。しかしやはり個人個人を取って

みれば、リスクフリーな商品へのコアの指向は残るわけで、郵便貯金が姿を変え

ても、今度は国の国債管理政策でそうしたリスクフリーな商品を求める個人に対

して、どういう国債を発行していくかということは、かなりポジティブな姿勢で

望まれるというか、何かこの移行で大きな問題が起こりそうだというフィヤーを

前提にしないで、そのニーズに積極的に応えていくという国債管理政策をあてが

っていけば、吉川議員のおっしゃるとおり問題は相当程度吸収可能ではないかと

いうふうに思うわけでございます。 

２つ、３つと申し上げましたけれども、差し当たりそのことを申し上げます。 

（竹中議員） 牛尾議員、どうぞ。 

（牛尾議員）  前回にも申し上げたんですが、2007年に民営化したときには、今、皆

さんがおっしゃっているように、郵貯の90年代の高金利定額預金の元金償還がど

っと出てくると。民営化による資金流出の可能性というのは、十分あり得るわけ

です。しかし、こういう議論というのはともすれば今ある組織や機関を軸にして

議論しがちであって、利用者の立場から見てどうかという議論が怠りがちになる

んです。利用者は何かというと、今、福井さんおっしゃったように、安心して預

けていたと、漫然と預けていたと、漫然というのは昀高の政治力であって、安心

して置いておけるというのは、一番うまくいっている証拠で、その庶民がどうし

ようかと思うわけですから、やはりそのときにまでに、余り時間かけられないで

すね。そのときまでもう３年しかないですから、３年の間にその金が急にリスク

感覚が醸成されるわけではございませんから、そういう金をどういうふうに吸収

するかという新しい金融システムについて積極的に、これはプロフェッショナル

な仕事ですから、金融の専門分野が討議をする必要があると。それはあくまでも

利用者の視点に立って討議をする必要があると。今あるものがこうだからこうだ

という便法ではなくて、やはりこれまでは安心し切っていた利用者、しかも今、

吉川さん言ったように、これまでは特別な便宜を図っていたから、結果としては

多くの人が郵便貯金に預金をしたけれども、何人も強制していたわけじゃないん

です。郵貯を選んだわけですから、それはやはりいろんな国家公務で政府保証も

あり、高い金利で、いろんな便宜があったからしたんですね。それが今度は全部

外れてしまうわけですから、しかしある程度安定したものがないと困る。これは

やはり工夫をしてシステムを考えないといけないわけです。 

私は、国際的な金融システムまでいろいろと考えれば、政府が何らかの若干の

援助をすることによって、少しでもここに預金をしたいと思わせる。どなたかも
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言ったように、田中直毅さんが言われていたのかな、急に政府保証がなくなって

も、長年郵貯に貯金してきた惰性が急に減るもんじゃないという心理状態もある

と思うので、2007年までに利用者の視点に立って、預金がそう散らばらないよう

な金融システムを真剣に考える必要があると。もう一つは、麻生さんが言ったこ

とに全く同感なんですが、７年から10年ぐらいの間の時間軸になると思うんです

けれども、昀後にされたというのは12年から17年の間の新たなる民間経営者の気

持ちによって、できるだけ多様な経営者が多様なことをやった方がいいと思うん

です。それだから姿は選べない、方向性は決められても、昀終の姿は民間経営が

決めるんです。そこを余り間違えたらだめだと思うんです。方向は民営化であり、

自由な利用者の選択であり、国際的にもオープンにされたものでないとまずいわ

けです。 

しかし、片方では国家命題として、国債とか財投債をちゃんと引き取ってくれ

るものは必要だけれども、これもある程度は前よりも市場性の中で、魅力ある財

投債、国債でないと買ってくれないという緊張感を持たないと、今みたいに何で

も発行すれば黙っていても売れるんだという甘さが現在の財政破綻を生んでいる

わけですから、ある程度の緊張感はあっていいと、しかし前と同じようなかんぬ

きを入れたんじゃ、民営化したことにならないわけですから、その辺のさじ加減

を７年から12年の過渡期には十分考える必要があるけれども、12年から後の方の

５年間は、魅力のある商品をつくるような努力をしないといけないと、お金はど

こかに動いていくわけですから、また政府も魅力ある債券を出さないと、今みた

いな債券では、割引債も嫌、個人向けも嫌、もう一番発行しやすいものしか発行

しないというならそれは買わなくなる可能性が高い。 

（谷垣議員） おっしゃるとおりだと思います。別に個人向け国債は嫌なんて言って

おりませんで、今は一生懸命魅力的な市場のニーズをとらえて工夫しております

ので、そっちの方も相当、それは牛尾さんのおっしゃるように緊張感を持ってや

らないといけないと思います。それはおっしゃるとおりだと思います。 

（牛尾議員） 特にこういう改革のときには、現状にある組織や機能のことばかり考

えて、利用者の目というのを忘れるんですね。やはり市場経済で民営化するとい

うことは、一番重要視すべきものは市場者の選択なんです。利益者のね。それに

ふさわしく改革していく精神を忘れてはだめですよということを申し上げたいと

思います。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 先ほどのことをもう一回繰り返しますが、私は国債管理政策が必要な

いということを申し上げているつもりは全然ないんです。これは常に大切なんで

す、今のような財政状況では。ただ、世の中で郵貯が大量の国債を持っているた

めに、民営化されると、あたかもその国債が売りに出されて、国債市場が暴落と

言うとちょっと問題ですけれども、下落するかのように議論されているのは正し

くない。もう既に何人かの方がおっしゃったように、要するに政府としては、国

民がどういう資産を求めているか、現在郵貯持っているわけですから、どういう

 15




 

 

    

    

    

    

    

平成 16 年第６回 議事録 

資産を求めているか、そのニーズに応えるような資産を発行すれば問題ない。そ

ういうことです。 

もうあと幾つか発言させていただきますが、麻生大臣の提出された紙の（２）

の中に、「銀行への公的支援、税投入を行う政策との整合性」という問題提起が

ありますが、これは民間の銀行への公的資金の投入というのは、御存じのとおり、

金融システムの安定を図るための危機対応の政策ですから、これと郵貯の民営化

というのは基本的に別の問題と考えるべきだと私は思います。これが１つ。 

あとまとめて発言させていただきますが、配布資料の論点メモに幾つかありま

す。今後郵政改革民営化ということを考える上で、公社のリソースの吟味という

ことがありますが、例えば金融に関係したところでは、与信に関わる審査の能力

というもの、これを高める必要がある。あるいは、審査能力をどれだけ持ってい

るか、見極める必要があるだろう。あるいは、リスク管理能力、これが民間と比

べてどれぐらいあるのか、これも見定める必要があるだろう。いずれにしてもビ

ジネスモデルを確立しなければいけない。この論点メモにあります雇用への配慮

ということ、これは前回の会議でも私、発言したと思うんですが、雇用を長期的

に維持するためには、民営化後の会社が収益を上げていなければいけないわけで

す。それが雇用維持の昀大のポイントになるわけで、収益性のあるビジネスモデ

ルを確立する必要がある。そのためにも与信能力とか、あるいはリスク管理能力

というのを高める必要もあるでしょうし、それを民間と比べて見定めていく必要

があると考えます。 

（竹中議員） 麻生大臣、どうぞ。 

（麻生議員） 誠にありがとうございました。幾つかいただいたんですが、先ほど本

間先生に言われた分の、いろいろな４事業の話を福井総裁も言われていましたが、

これは簡単に言えば事業部制ですよ、極端なことを言えば、２人局、３人局がた

くさんあるというんでしたら、そこで各事業に１人ずつなんてやっていたらとて

もできませんから、これは事業部制でやって勘定区分で分けると、そこのところ

はいろいろやり方はあると思います。それでやっていかなければいかぬと思いま

す。 

それから、福井総裁に言われた、これがかんぬきになるものを早めにというの

は、誠におっしゃるとおりであって、これ早めに出しておかぬと引き受ける経営

者はそんなことでは俺はやれないと言うかもしれないし、そこのところは早めに

出しておくということは、大変大事なことだと思っております。 

それから、お上というのは、それほど信用ができるほど立派な人ばかりいると

はとても思えませんけれども、やはり民間はお上というのは信用があるんです。

この国は。だから、国債が暴落する、暴落すると、十何年言っても全然暴落しな

いんです。あれうそですね。明らかに暴落する、暴落するとみんな言ったじゃな

いですか。やはり信用されているんですよ。私はそう思いますね。信用がなかっ

たら売っちゃいますからね。 

それで、国が信用されないなら、今度は国の郵便局に預けるのも同じ国ですか
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らおかしいのに、郵便局に預けるのも両方ともお国という意識がないのか、それ

とも郵便局とお国とは別と思っているのか、よくわからないですけれども、そう

いった意味では信用がある、この信用はいい意味で利用しなければいかぬのであ

って、牛尾さん言われましたように、そこのところはうまくライアビリティーの

あるものに何とかしていくというのは、私は全くそうだと思っております。 

満期の中に、ずっと10年、いわゆる定額貯金というものが満期になってずっと

減ってくるというのは、これをどうするかといえば、これは民間銀行でも今、定

額預金に近いような商品が今、出ていますので、それを新しい経営者はやるのか、

やらないのか、それはやれるかもしらぬし、低金利だからもたないかもしれない。

それは自分で決めればいい話なんだと思うんです。 

（牛尾議員） たくさん預金持っていないと困るわけです。それはやってもらわない

と困るわけです。 

（麻生議員） だから、これは利用者の視点に立ってやりたくなるようにしてもらわ

なければいかぬのだと思っております。 

それから、今、ビジネスモデルで吉川先生が言われた、与信能力ということが

あったんですけれども、これはもう確かに貸すときには一番大事なんですが、こ

れは幾つか洗ってみましたけれども、結構有能な信用金庫のリタイアしたばかり

の者は、世の中にいっぱい余っています。もうはっきり申し上げて、これやるな

ら是非アルバイトで行きますという人は、実は能力を余らせて、体力も余らせて

いる人は世の中にいっぱいいますので、そういった人は地方に行けば行くほど、

結構教示もしっかりている、志もある、資質能力もしっかりしている人が結構い

るような感じがしますので、これはスカウトして引き抜いてくるんじゃなくて、

なまじ大銀行から引き抜いてくるより、よほどそっちの方がかたいと思いますし、

やります対象は地方の中小金融、商工ローンということをやっていくことになろ

うと思いますので、信用金庫とか地銀、第二地銀辺りの優秀な者でリタイアして

いる人たちというのは、年金の関係もありますが、20万円も出せば喜んでやりま

すという方は、実はもう何人も当たり付けましたので、世の中にいるんだなとい

うのはわかりましたので、そこのところは考えなければいかぬと思っております。

雇用というものを維持するためには、収益なければもたぬというのは、誠に正

しいので、収益の出ない民間会社なんて意味がありませんから、そういった意味

ではどうやって収益を出すかというところが一番、この間から窓販として通販の

話やら何やらいろいろ出ましたけれども、ああいったようなものが大変大事なも

のだと思っております。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 話をまた蒸し返して、細かい点に入って申し訳ないですけれども、幾

つかお聞きしたいことがあるですが、いわゆる来年からペイオフが始まるという

ことで、個人の預金限度額の問題です。1,000万円とした場合に、本当に名寄せと

いうのができるのか、できないのか、いろいろ聞いて回っているんですけれども、

できるという人と、できないという人と、それから郵政公社でもできないし、銀
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行もペイオフをやるやると言っているけれども、銀行もそういう名寄せみたいな

ことはやれないと、そういう話が出ておるんですけれども、これは一番預金の基

になるものなんですけれども、それは本当にどうなのかということ、一度だれか

に調べてもらえたらいいと思うんです。 

今日、新聞読んだら、郵政公社の方でだれか限度オーバーしている人に対して、

国債に振り替えさせたという話が出ておりましたけれども、あれはああいうのが

今後10年続いていくのでしょうか。そうではなくて何か抜け道があるような話も

聞いたんですけれども。 

（麻生議員） このペイオフは私の担当ではないので、私は基本的にはペイオフをど

うしてもやるというんであれば、４大銀行だけおやりになればよろしいので、別

に地方のローカル銀行は、そこまで国際的に求められてはいけないんではないか

と、私は基本的にはそう思っていますよ、ただこういうことは政調会長のときは

言えたんですけれども、総務大臣になりますとなかなか、他省庁のことなのでな

かなか言いにくいと思っております。 

ただ、基本的に２％、私どもの方で言えば今の郵便貯金が仮に200兆ぐらいにな

ったといたしまして、国際的な事業に出ていくとなれば８％で、16兆の自己資本

がなければできないということになるんです。今は1.3兆円ですから、それから行

くとその間は明らかに過少資本なんです。そうすると、その上に予算を保険機構

にやってくれますかと、200兆の預金を保険機構に対応できるか、預金保険にはあ

りませんから、そういった意味ではその点ももう一個考えなければいかぬところ

なんで、ここのところは一番根幹に触れるところだと思いますので、すごく大事

なところだと思います。 

（竹中議員） 牛尾議員、どうぞ。 

（牛尾議員） 大変に問題が多いと思うんです。だから、今、麻生さんが発言された

ことでも、2007年までにやることと、７年から12年ぐらいの間にやることと、12

年以降の問題を明確にしないと、例えば個人融資なんかでいろんな人が持ってく

るけれども、2007年よりもはるかに前、今年ぐらいから持ってきて、仕事はしな

いけれども、中で人材を訓練して、外から50人、中で1,000人そういう者が訓練さ

れてでき上がっているという状態を2007年までつくらないとだめなわけです。そ

ういう時間的な準備作業というのものが、私は例えば前回出た国際的な物流にし

ても、ドイツポストに勉強に行くことにしても、これからもっとグローバルだか

ら、余りグローバルな印象を持ってない郵政公社が英語をしゃべる人を2,000人ぐ

らいにするとか、どんどん留学させた方がいいんです。だから、本年度の秋ぐら

いから２年半の間に、相当な人材の教育プログラムを、総務省も協力して人材を

どうやってつくっていくか、今、中川大臣おっしゃったように、経済の活性化は

基本的にはしょせん必要なんですから、だからそれが全く競争と無縁なところに

いた人を競争にさらす訓練をしてやらなければいけないと。そのために、今のう

ちに外部から人間を入れて接触させないといけないという、７年の準備期間まで

にやらなければいけない問題は人材の教育に尽きると思うんです。教育も中だけ

 18




 

 

    

    

    

    

平成 16 年第６回 議事録 

じゃなくて外へ持って行く、他の人を入れ込んでくるということを今やらないと、

体制が取れないんじゃないかと。 

しかも、そういう問題と2007年から2012年の間にやらなければいけない問題を

はっきり区別していかないといけないんです。７年から12年は運営するルールと

方向性は決めるけれども、決断は民営化された経営者がすることだと思います。

その経営者は、どんなタイプの経営者が一番似合うかわからないから、初めのス

タートはできるだけ多くの人がいいと。だんだんこれが集約されて合併されてい

てって、こういう人がいいという人が10人ぐらいか５人ぐらいになるということ

を頭に入れる必要があるだろうと。 

それから、そういうことをやり始めると、いろんなことが世の中に知れ渡りま

すから、郵政公社というのは魅力ある職場だといういい印象を与えれば、人材に

信頼ができれば預金も集まるんです。そういうパブリシティー戦略というものを、

既存の既得権対改革の争いにするんではなくて、新しいマーケットにチャレンジ

するための改革にする必要があるということを申し上げたいわけです。 

（竹中議員） 本間議員、手短にお願いします。 

（本間議員） 先ほどから郵政公社が民営化に至る際の資金の供給が変わることによ

る、マーケットへの影響に対するという御議論がございますけれども、資金の流

れの構造改革に関する議論というのは、昨年の１月に問題提起しまして、その後

財務省理財局に公的債務管理政策に関する研究会というものをつくって、私が座

長をつとめました。そこでの検討等を通じて私としては、どの程度の金利の高騰、

あるいは国債価格の下落というものが生じたときに、金融システム全体、あるい

は財投システム等に影響するかについては、かなりショックには強い体質を持っ

ているのではないかと考えております。したがって、その辺は余り強調するのは、

私は適当ではないのではないかということが第１点です。 

もう１つは、今までの議論は純粋に財政の受け皿としての議論ですけれども、

財投機関、政策金融機関の改革の問題、組織の見直しの問題とこの問題は連動し

ております。2007年度に至る間に、その問題の議論を開始しなければならないと

いう問題がございます。今、部分的には財投機関債という形で、市場と直接リン

クするようなパイプをつくっておりますけれども、ここは郵政公社の民営化の問

題と、政策金融機関、あるいは政策金融への資金の供給の問題、ここら辺は連携

しながら議論を詰めていく必要性があるんだろうと思います。 

そこで、公社が民営化する際の制約も大きな問題だ。利益相反がございます。

先ほどの民営化された会社の内部の利益相反と同時に、財投機関と民営化された

公社との間の関係については、非常に微妙な問題がございますので、この辺のと

ころも十分論点としては検討しなければいけないだろうと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員）  おっしゃるとおりだと思いますが、今、例えばよく巷間うわさされる、

ナローバンクなどという人がいるが、あれをやったら資金は回りませんから、そ

うすると大量売却することになると。だから、そこらのところもちゃんと自由に
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しなければだめですよということを申し上げているんであって、縛られた上で何

もするなと言われたらもちません。ということを申し上げているんです。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） ちょっと話は金融の分野から離れるんですが、今日の新聞とか、この

２、３日見ていると、郵便事業で100億か120億の利益が上がったと書いてありま

したけれども、郵便事業はなかなかもうからないということで、御苦労されてい

るということを聞いたんですけれども。 

（麻生議員） 郵便事業ですね。 

（奥田議員） 郵便事業ですね。それは偶然出てしまったのか、そこのところはどう

いうふうに出たのか。 

（麻生議員） それはもう、高橋副総裁以下、トヨタで鍛え上げられた人が越谷郵便

局に入り、コストカットがあれだけで20％いっているんですから、それはすさま

じい勢いでいろいろやった努力というのも、それがすべてではありませんけれど

もね。 

（奥田議員） 私が聞いたのは、100億のうち10億ぐらいだと聞いたんですけれども。

（麻生議員） 正確な数字知らないんですが、これは生田さんに、いやいやそんなに

行ってないという話しか聞いていませんので、私は新聞の話は話半分にしか聞い

ていませんので、どれぐらいだか正確な数字を伺ったわけではありません。ただ、

非常な勢いで変わってきていることは確かだと思います。 

ちなみに郵便局というのを、入られるとわかると思いますが、それはもう４人

並んでいることはありませんね。銀行行ったらざっと並んでいますけれども、郵

便局で並んでいることはまずないです。４人並んだらぱっと隣の窓口が開きます

から、今すごいですよ、生田というのはすごい人ですよ、私はすごい人だなと、

今あそこはすごいです。それが正直な実感ですから、感じとしては随分変わって

きているのかなと思いますけれども、100億と言われたときに、私もちょっと100

億は出過ぎじゃないかという感じが正直な実感だったんですけれども、実数を知

りませんので、次回までにお答え申し上げます。 

（奥田議員） そう聞いたものですから、認識を改めなければいかぬのかなと思って。 

（麻生議員） 高橋さんに対する、認識を改める。 

（奥田議員） そうじゃなくて。郵便事業について。 

（竹中議員） もうとりまとめたいと思いますので、郵貯・簡保について発言があり

ましたら、お願いいたします。 

（牛尾議員） やはり今、年金問題で、将来不安というのが国民の間にあるんです。

ということは、生保の利用者から見れば、生保というものはいいものをつくれば

すぐ売れるはずなんです。だから、もう生保はほとんど一律ですから、今やると

競争条件が違うと言われるけれども、今、郵政公社はこういう形の新しい生保を

やっているとか、そういうのを流して、そうかそういうのが出るのかという安心

感を、生保の新製品をリークする、今みたいな市場のマーケティングな見地から

言って、チャンスはないですよ。国民はそういうものを求めているわけだから、
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だからそういうものを今、発行すると政府保証がどうだという議論はありますが、

それが2007年４月から販売を開始するんだということを、そのためにはどんどん

研修生をいろいろなところに出さないとだめですね。それを是非申し上げたいと

思います。 

（本間議員） 今後の議論の進め方にも関わるわけでありますけれども、民営化のビ

ジネスモデルを考えていく際に、私は資金の制約と人の制約があるんだろうと思

います。資金の制約というのは、これは恐らく民営化ということがどの程度影響

するかどうかはともかくとして、簡易保険については、満期が来るものが多うご

ざいますし、定額貯金についても減少傾向が続きそうだ。資金がどんどん減少し

ていく中で、民営化のビジネスモデルをつくっていかなければならないという問

題。 

それから、配慮性の原則ということで、雇用の問題がございます。これも人的

な効率化、配置も含めて進めていくときに、１つの大きな制約になるんだろうと。

人と金の制約を置きながら、どのように時間軸をきちんと明確化して、まず昀初

に日銀総裁がおっしゃったとおり、かんぬきにかける部分と、経営者の裁量性に

任せる部分を仕分けしながら、ビジネスモデルを前向きにつくっていくかという

ことだろうと思います。 

その上で、先ほどの財投改革等の周辺の制度設計の部分が、これに絡んでまい

りますから、それをそれぞれのプロセスの中で明示的にきちんと織り込んで、縦

と横との関係をきちんと整理しながら、段階的な昀終形態をつくっていくという

ことだろうと思います。以上です。 

（竹中議員） 福井総裁。 

（福井議員） 今日は郵便貯金というか、金融の話と保険の話ということでございま

すが、これを民営化していくときに、別に水をかけるわけじゃないですけれども、

非常に冷静に考えなければいけない点は、今、郵貯のスケールがこんなに大きい、

保険の規模もこんなに大きい、こういう形になっているんですけれども、大きな

スケールの金融ビジネス、保険ビジネスが、そのままスケールを維持しながらソ

フトランディングのプロセスさえ組めば、よい経営者を得れば、完全に民営化で

きますと本当に考えられるかどうか、といったことがある。国鉄の場合とは非常

に違う。国鉄の場合は、昀高の技術があり、そして実際電車が走っていて、マネ

ージメントを変えるという話だったと思うんですけれども、郵貯と保険の場合は

よく考えてみると、例えば、郵貯の方は、一番大事な運用能力というものが、ほ

とんど今ないということですし、資金調達能力も政府保証という前提を外してみ

ますと、非常に限られたものであるかもしれない。保険の方も同様なことが言え

るかもしれない。そうだとすると、どんな優れた経営者を持ってきても、あるい

は優れた経営者であればあるほど、スタートはスケールは非常に小さなところか

らスタートしたいということもあるかもしれない。東京都の銀行であるとか、あ

るいは木村剛さんの銀行とか、いろいろ新しく出てきている新銀行に比べると、

郵貯の民営化は、新銀行、これより更に後発して出ていくわけですので、ビジネ
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スモデルを発見してつくっていくこと自体、非常に難しい話だということをしっ

かりとらえておく必要があると思います。ですから、郵政の人たちの中で優秀な

人を、少人数で小さなモデルからスタートするというぐらいの発想でないと、ひ

ょっとしたら成功確率が低いかもしれないというぐらいに冷静に考えた方がいい

のではないかという気さえするんです。ここのところは何とも言えないですけれ

ども。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。それでは、前回同様、私なりに議

論をとりまとめますので、もし御異論等々ありましたら御指摘をいただきたいと

思います。 

今日は、郵貯・簡保の民営化を御議論いただいたわけですけれども、言うまで

もありませんけれども、今日は機能について御議論いただいているわけで、組織・

体制の議論ではないと思っております。これはやはり機能の部分をしっかりと検

討しなければ、どうも世間の議論というのは非常にすぐ具体的な形の議論から入

っていきますので、これはやはり全体のソリューション、解を見切ることはでき

ない。そこはしっかりと機能・方向を議論しなければいけないというのが大前提

だと思います。 

その上で、この論点メモを出させていただきましたけれども、民間金融システ

ムへのソフトランディングに関しましては、やはりこの民営化というのは事業展

開の自由度を付すものであると。この自由度と、民間市場でのイコール・フッテ

ィング、それとの調和を取ることが重要であるというのが、これはコインの両面

であるというのが基本だと思います。 

更には、地域貢献の要請というのが一方であると同時に、地域に存在する機関

の共存と、調和を考えなければいけない。これは難しい問題ではあるけれども、

やはり重要な検討課題であると思います。 

それと金融改革、現に金融改革を進めているわけでありますけれども、それと

の整合性、麻生大臣は競争政策という言葉を使いましたけれども、やはりそこは

競争的に全体をしていく中で、この郵政の民営化が整合的な形で入ってこなけれ

ばいけないということなのではないかと思います。 

それと整合性との関係では、財政構造改革との調和が大変重要になると思いま

すが、財投制度の混乱を回避しながらこれをやっていかなければいけないという

ことだと思います。とりわけ、これも麻生メモにありましたように、政策金融に

代表される財投の出口改革としっかりと整合的にしなければいけないと。これは

本間先生も指摘されたことだと思います。 

また、国債の安定消化をしっかりしなければいけない。ただし、その場合建設

的な意味での国債管理政策、国債をしっかり管理していくということと両輪にな

って、この国債の安定消化の仕組みをしっかりと維持、サポートしていかなけれ

ばいけないということだと思います。 

これは同時に、郵政・郵貯を１つの銀行と例えるならば、資産・負債の管理、

ＡＬＭの自由度といかに両立させるかという問題であろうかと思います。 
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更には前回議論しましたように、そうした改革を行うに当たって、国民負担の昀

小化、これは見えない国民負担も含めて、国民負担の昀小化をしっかりと考えな

ければいけないということであろうかと思います。 

利便性、国民の利益、利用者のニーズがどこにあるかということをしっかりと

踏まえなければいけない。麻生大臣提出資料にありましたように、金融サービス

に地域間格差が広がっている。個人の金融サービスについてのユニバーサル・サ

ービスは、何とか視点にしっかり入れなければいけないのではないかという御指

摘があったと思います。 

それと、今ある預金、つまり民営化前の政府保証の付いた預金、負債、それと

国債を中心とした資産の運用、そのバランスシートの部分をいかにしっかりとう

まく運用していくのか。同時にこの部分が今の郵政の雇用の有用な収益源になっ

ているわけでありますから、これがやはり一定の収益を上げる貢献につながるよ

うな仕組みはしっかりとつくっていか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。 

民営化後の預金・保険は、民間と同様の保護ということになる。これは政府保

証を外すという、福井総裁の発言等々ございましたけれども、民営化前について

は、これは政府が保証した、約束したものでございますから、その部分はその部

分としてきっちりとやっていくということなのだと思います。 

公社のリソースの活用、資源活用という観点から言いますと、やはり与信にか

かる審査の能力をしっかり見極めなければいけないということになると思います。

それで実力に合った、資産・負債の管理、ＡＬＭを実施していくということだと

思います。 

更に能力を見極めて、それを発展させていくということなのではないかと思い

ます。これとの関連で、福井総裁が言われましたように、資産・負債の管理能力、

それとの関連で大きなスケールのままでどのようにやっていけるのかという、そ

のスケールの問題もその中ではしっかりと議論されていく必要があるということ

だと思います。 

ただ、いずれにしましても公社職員の雇用に支障を来さないように、しっかり

と収益を上げて経営が成り立つような仕組みを考えていくということが、基本線

であろうかと思います。 

それと今後の問題として、どういうふうに民営化が具体化できるかというビジ

ネスモデルを考えていくわけでありますけれども、その中で考慮すべき条件とし

ては、郵貯とか簡保資金が、今後90年代の高金利の時代の満期償還が来るという

ことで、どのように変化していくのかというを、きちっと見据えようではないか

と。民営化によって、それがどのように資金が変わっていくかということも、ち

ゃんと視野に入れておこうではないかと。 

それと、組織そのものにつきましても、従業員数は、これは生田総裁がおっし

ゃっておられましたけれども、10年で７万人ぐらいが退職すると。これも規模問

題にも関連するわけでありますけれども、規模がこういうことで人員面でも変化
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していくということではないかと思います。したがって、長期の視点でもってや

っていくと、ただしここでは長期の視点は重要だけれども、福井総裁の言葉で言

うとかんぬき、基本設計の部分はしっかりとやっておくと。その基本設計のため

に、既に５つの原則を掲げているわけですけれども、その原則の具体的な中身に

ついては、もう少し具体的にしっかりと議論する必要があるということなのかも

しれません。 

今後の方向性としましては、しっかりとどのようなビジネスの仕組みが成り立

つかということを議論していきましょう。 

2007年の民営化の時点、それとそれを示す昀終形態、10年ぐらいなのかどうか、

昀終形態を実現する段階に応じて、自由度とイコールフッティングの度合いが違

ってくるということを議論の視野に入れる。その2007年から昀終形態に至る過程、

プロセスの管理を是非しっかりとやっていこうではないか。その上では、やはり

経営が自由度を持てるようにしていけるのではないかということだと思います。 

あと昀後に牛尾議員からありましたように、2007年までの準備期間についても、

これはしっかりと実はプロセスの中に入れていって、国際化の準備をするならす

ると、そういうことも視野に入れていこうではないかと。そのような点ではなか

ったかと思います。もし補足する点等々ございましたら。よろしゅうございます

でしょうか。 

それでは、総理、どうぞ。 

（小泉議長） しっかりやって欲しい。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

どうもありがとうございました。それでは、次回またよろしくお願いいたしま

す。 

（以 上） 
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