
 

平成 16 年第６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 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） 

 

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

（概要） 

○竹中経済財政政策担当大臣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回目として、新産業創

造戦略について、中川議員から御報告をいただく。 

（中川議員）  「新産業創造戦略（中間報告）」は、５月か６月を目途にとりまとめるこ

とを目指し、新たな日本の技術を社会、人に生かすということで、鋭意検討している

ところである。 

    80 年代、アメリカが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

があるが、置かれている状況が、非常に重なって見えたために、ヤングレポート日本

版のような形で作業を進めている。 
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    資料に沿って説明したい。簡単に言うと、とにかく技術力を最大限集約し、製品化・

アウトプットをして、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ある。 

    資料２ページ、時代のニーズとは、グローバル競争に追いつき、追い越していくこ

とであり、また、少子高齢化、環境、廃棄物、安全問題など良い意味でも悪い意味で

も与えられた条件をどうやってクリアしていくかということに、産学官一体となって、

取組む必要がある。 

    私の結論を一言で言えば、人に尽きるということである。小さいころから物事に興

味を持ち、能力を生かすことからスタートしていかなければならないと思っている。

具体的にどうしていけばいいのかとなると、経済産業省だけでも限界があり、本当の

意味での人材づくりは政府を挙げて、文科省も含めてやっていかなければならないと

思う。５、６月まで具体的な提案ができるよう、努力をしているところ。 

    また、知的財産権は日本の生命線であり、新たに発見したり、つくったりした知的

財産を公開するメリットと、公開しないメリットが２つの大きなポイントとして出て

くると思う。北海道から九州まで 200 社の工場、研究所等を調査してきたが、知的

財産を外に出さないよう頑張っている所が存在する。また、シャープの亀山工場のよ

うに、人が入ってくるときに全部チェックし、完全な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ところも出始めてきている。アジア市場など海外投

資も一巡化したという話もある。日本に戻り、日本のよさをコア部分に生かし、世界

ナンバーワン、オンリーワンを目指していくこととなると思う。 

    そういう意味で、最後は人がポイントになる。最近、私はよく地方に行って、人は

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「HITO」であると申し上げている。人は最終、最大の財産であり、それを活用

することが我が国の今後の新産業創造のコアの戦略だろうと思っている。 

    現在はまだ部間で議論しながら情報収集をしている最中であるが、小泉内閣の最大

の戦略の１つが、この知財の問題だと思うので、途中段階ではあるが報告させていた

だいた。 

（牛尾議員）  メキシコとのＥＰＡを成功させていただき、大変感謝している。心から評

価したいと思う。国際的競争には国際的なマーケットが必要であり、引き続きＥＰＡ

への取組もお願いしたい。 

    コンテンツに関しては、私も知財戦略で本部の下でコンテンツ専門調査会の会長を

しており、先日案を出した。いわゆる人間の力を守るためには、業界の前近代性、現

場の人々に対するインセンティブ、人材育成、海賊版対策などがある。日本のコンテ

ンツは非常に力があるが、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。 

    黒澤明の『七人の侍』や 1996 年に日本で大ヒットした『Shall we  ダンス？』と

いう映画の著作権、原作権を、アメリカに低価格で売っており、それを基にして、リ

メイクしたアメリカの映画を日本が高額で買い入れるといったことが起こっている。

原作権をその周辺の仕組みがないためにかなり安価で売ってしまう。中身はよいが、

コンテンツを守る仕組みがないからこうなっている。アメリカのヤング委員会は、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が必要だといって、

大統領が北京に行って知的所有権の確立の話をしている。 

（小泉議長）  原作権を売って、リメイクされた映画を買うというのはどういうことなの

か。 

（本間議員）  売上の一定割合をチャージすればよいが、定額で売るので、そういうこと
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が起こってしまう。アイデアを売って、それを基に向こうが映画をつくり直しても、

その売上についてのチャージは全然取れない。 

（麻生議員）  つくった日本人がアメリカに売り、それをアメリカ人が買って金持ちの日

本人に売る。それが大体の金の流れだろう。 

（牛尾議員）  「七人の侍」の原作会社は相場を知らずに、原作権がそんなに価値のある

ものだと思っていなかった。「Shall we ダンス？」も最近の例だが同じ。 

（中川議員）  今の話に関連するが、知的財産権制度が確立されていない国では、無断で

権利侵害されてしまう。法律で固めて権利を取得するのと、法律があるような、ない

ような状況下で知財が流れていくという、２つの流れがあると思う。 

（吉川議員）  新産業創造戦略については、かつての産業構造審議会での議論を深めたも

のとして評価する。伝統的な産業政策は、鉄鋼産業など１つ１つの産業ごとに組み立

てられていた。これに対して新産業創造戦略では健康サービス、環境、ビジネス支援

という最終的なニーズの方から入っている。 

    １つ１つのニーズには、幾つもの産業が関与するわけであり、産業に横串を入れる

感じでニーズを基に産業経済を考えていく。ニーズがなぜ大事かというと、これこそ

が経済の最終目標だからだ。経済の目的は生活を変えることであり、構造改革の目指

すものも我々の生活を変えていくところにあると思う。新産業創造戦略を是非進めて

いただきたい。 

    また、人材が大事だというのはそのとおりだが、若年者の失業、無業者の問題、フ

リーターの問題と現実はあるべき姿から遠いところにある。こうした問題には政府一

体で取り組むべきだが、予算に関わるところは政策群を生かす形で雇用対策、産業創

出戦略を進めていただきたい。また、雇用保険対象外の雇用対策については、政策的

に穴が空いている。そこを省庁横断的に詰めていただくためにも、政策群を活用して

いただきたい。 

（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、資料にある三本柱

の産業政策は、非常に重要である。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う。 

    また、資料４ページに「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」とある。この中にもあるが、私も経済連携は非常に重要であると考えて

おり、今後も現在進められているアジア諸国との連携協定を早期にとりまとめる必要

があると思っている。専門技術人材への在留資格要件の緩和や、農業の競争力強化な

ど経済連携を進めるための必要措置を早急に進め、政府としての取り組みを強化して

いただきたい。 

（本間議員）  経済活性化に政策群のアイデアを使うことは、私も大賛成である。それに

加えて、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

られているが、従来のように全国一律で漠然とやるのでなく、地域の優れた提案に対

して支援すると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。 

    また、韓国や北欧の例に見られるように情報化やＩＴは国家戦略として非常に重要

な分野であるが、必ずしも我が国は進んでいないという現状を知り、愕然とした。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。医療のＩＴ化は、ほとんど進んでいないのが現状。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る必要

があろうかと思う。 
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（奥田議員）  知的財産の保護は企業として行えるが、その後の営業秘密、あるいは技術

情報の不正使用防止も考えなければいけない。シルバー人材がどんどん海外へ流出し

て、教えるということがある。これは、不正使用ではないと私は思っているが、この

ようなことがどんどん進んでおり、この点については、我々民間も一生懸命考えるの

で、是非政府にもお願いしたい。 

（中川議員）  ニーズについての話だが、どうも川下が川上を引っ張るというようなイメ

ージを持ってしまう。ブランドは川上ではなく川下が決めるものだと私は思っている

が、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

というように、バランスよく両方が必要なのかどうか、まだよくわからない部分があ

る。 

（吉川議員）  それは両方だと思う。川上も例えば素材産業ととらえるか、あるいは一つ

の技術ともとらえられる。技術から始まる場合もあるだろう。しかし、「必要は発明

の母」という言葉があるように、最後はどちらが勝つかと言えば、私は最終的にはニ

ーズだと思う。 

（竹中議員）  ５月、６月目途にとりまとめということで大変だと思うが、政策群の活用

なども含め、よろしくお願いしたい。 

 

○郵政民営化 
（本間議員）  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について

のとりまとめ的なペーパーを、民間議員４人の名前で提出させて頂いている。 
    検討に当たっての留意点については、「自由」、「自立」、そして「時間軸」の３つが

重要である。「自由」とは、新しい民間会社になる際には、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。 
    「自立」については、４つの機能（窓口ネットワーク、郵便、郵貯、簡保）を自立

できるような形で確立し、「見えない国民負担」を小さくする方向で民営化につなげ

ていくということ。 
    「時間軸」については、「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ことが大事であるが、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う。 
    その上で、これまで諮問会議で確認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があると思う。 
    まず、窓口ネットワーク事業については、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。 
    郵便事業については、郵便事業も最大限効率化、つまりネットワーク機能の効率化

を行う。また、物流産業として、海外、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。さらに、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。以上が、ここでの議論の

方向の確認としてまとめたものだ。 
（竹中議員）  引き続き郵貯、簡保について、麻生議員からご説明を頂く。 
（麻生議員）  それでは、「郵政事業民営化（金融分野）に関する論点」について、基本

的な考え方をお話ししたい。郵政事業という大きな組織を民営化することは、あく

までも手段であり、目的としては、郵貯、簡保が集めた巨大な資金を有効に活用し
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て、日本の経済を更に活性化していく、そして国際競争力を高めていくことが大事

であり、郵貯、簡保の改革と併せて、財投の改革や、金融システム改革などにつな

がっていくことが本来の目的である。その前提に立って、以下の資料に書いてある。 
    １つは、「国家の財政政策、国債管理政策との関わり」について。これは、郵政事

業を自由化するときには無視できない。自由化、つまり、原則民間とイコール・フ

ッティングにするということは、国債を買う、買わない、という自由を持つという

こと。この自由が何を意味するかをよく考えないと、国家運営上問題があると思う

ので、財政改革と併せて、整合的にやらなければいけないという点が１点。 
    ２点目は「金融システム改革との関わり」について。政府は民間の銀行へ公的資金

を投入して国有化する一方、郵貯を民営化する、という全然逆のことをやっている

ということなる。基本的には民間金融機関の経営の健全化との間に整合性を保たな

いといけないのではないか、ということである。 
    「②財投の出口、特に政策金融の見直し」について。基本的には政策金融の改革と

併せて、財投の話等を一緒にしておく必要がある。郵政の民営化だけで話が進むと、

特に政策金融は、国民金融公庫等々、ここから金が出ていることから、この２つの

関係は重要である。 
    「③民間が店舗撤退する中で、個人向け金融サービスの確保、向上」について。民

間の金融機関は、厳しい状況の中で収益性を重視する結果、地方の支店が減少し、

金融サービスの地域間格差が拡大しつつある状態であり、地方に住んでいる人にと

っては結構深刻な話となっていると思う。その意味では、個人向けの金融サービス

に関し、貸し付けるという話だけではなく、預ける、出し入れするのを含めて、郵

貯、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。市町村合

併等が進む中で、これは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

ている。 
    「④民間の競争促進策が前提」について。金融商品として、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ためには、民間会社を含めて、適切な競争が促

進されることが前提である。イコール・フッティングといわれるが、競争がないと

意味がないので、この競争政策というものが促進されるようにしておくことが大前

提だと思っている。 
    その次に、「（３）地方改革との関わり」について。今、市町村合併については、3,200

団体あった市町村が 3,000 団体を切るほどのところまでにきていて、今後 1,700～
1,800 団体まで進むだろうと思っている。 

    その中で、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

りになると、地方との間において、窓口のサービスというものが、非常に大きな要

素として出てくると思う。 
    その他、「ユニバーサルサービス等」について。これまで郵貯、簡保などは、財政

的支出を伴うことなく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

ところである。それについては、郵便局のネットワークは維持しつつ、事業を成立

させるというビジネスモデルが構築されるべきところだと思う。そういった意味で

は、国民負担を伴うことなく、引き続き金融のユニバーサルサービスが提供される

ことは非常に大事で、新たな財政的支出ということを行うことについては、慎重な

検討が必要だと思っている。利用者の利便性を下げないようにしなければいけない

ということだと思う。 
    また、民間会社になるので、租税負担の話や、イコール・フッティングの話等、い
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ろいろなことについて考える必要がある。当然ながら自由というのが原則だと思う

が、どのような業務、サービス、新しい仕事を行うかということについては、これ

は経営者の自由な経営判断によることが大事である。よく、ナローバンクとか、い

ろいろ話が出るけれども、経営が成り立つということでないと話にならないと思う。 
    先ほど時間軸の話も出ていたが、2007 年に民営化が終わった後の経営に関する判

断は、経営者の方で決めていただくということだと思う。経過的な形態、経過措置

は十分に検討しなければならず、何となく２段階、３段階といった話もあるが、一

発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ようにして、あとはその方に任せるのが一番で

あろう。ただし、国債の話は避けて通れないので、その点を無視するのは国家経営

としては極めて危険なことになる。その点は十分に、枠をはめておいていただく必

要があろうかと思う。 
（谷垣議員）  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

いようにするかというのは、大きな関心事である。 
    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。ただ、まだ今の段階ではどういう姿にな

るのかがわからないので、十分描き切れてないが、やはりでき上がった姿の絵だけ

ではなく、移行期の過程も事前に明らかにし、透明にして、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ではないかと思う。 
    そういう意味では、有識者議員提出資料のように、時間軸をどう考えるかというこ

とが、相当大きな問題になってくるのではないかと思う。 
    また、有識者議員提出資料の中に、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」とあるが、郵貯、簡

保の具体的な在り方は、今日議論すると理解をしている。 
    それから、前回福井総裁がおっしゃった「リスクを遮断する」というのは、制度

設計に当たっては基本的な問題であり、非常に大事なところではないかと思う。そ

れについても、このまとめに入れていただいた方がよいのではないか。 
（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努めたい。 
（吉川議員）  先ほどの麻生議員、谷垣議員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。 

    今回の郵政改革にあたって、国債市場への影響を十分考えなければいけないという

御発言はそのとおりであって、全く異論はない。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う。麻生議員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は、国債からほかの資産に流

れる可能性があると。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

いう資産にする。それにもし、流出すれば国債価格は下がり、金利は上がるという

ことになる。 

    しかし、このＡという資産は、今でも存在する。国民は郵貯を持つ義務はない。郵

貯を持たずにＡという資産を持つオプションは持っているにもかかわらず、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

ない資産だ。その郵貯が間接的に国債を保有している。こういうことを考え合わせ

ると、現在郵貯が大量に保有している国債が資産Ａに流される可能性は誇張されて

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論理
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は必ずしも正しくないと思う。移行期の問題は厳然として存在するし、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ない。しかし、郵政民営化が国債

市場に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

私は思っている。 

（麻生議員）  現在の低金利、1,000 万円預けて 1,000 円、よくて 2,000 円、しかつかな

いというような状況を前提に考えるのと、景気がよくなって経済成長が名目成長で

２％ぐらい上昇する場合とは全然違うと思う。そのときに郵貯、簡保のこの金が安

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うの

で、そこにある程度の枠をかけておくということは絶対に必要だと思う。 

（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ない。ただ小渕

内閣のときに６兆円減税をして、国債を大量に発行した。あのとき、宮澤大臣が何

か発言した途端に、国債長期金利がぴんと跳ね上がったことが、いまだに記憶にあ

る。要するに不測の影響を与えるようなものに持っていくことにならないよう、十

分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。 

（本間議員）  今の点であるが、確かに郵政公社民営化に伴って、経営の安定性や収益性

の向上の問題と、国家全体として、あ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、これをどう両立させながらうまく運ぶかということは、非常に重

要なポイントだと思う。その上で、恐らく景気回復局面がより鮮明になってくると、

資金が官から民へ流れる。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。吉川議員のおっしゃった点は、底堅い安定機能になると思うが、政策的

なメッセージなどに関わってくる問題であるので、やはり十分に検討しなければな

らないポイントだと思う。 

    もう１つ、福井議員が前回、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は、

これは全体としてのファイア・ウオールという点で、非常に危ないものがあるので

はないか、という論点があったと思う。そこもまた、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のは当然やっていかなければならないテーマだと思

う。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、具体的な組織のデザインの中で検討すべき問題ではないかと考える。 

（福井議員）  ２、３の論点に絞って申し上げさせていただく。まず１つめは、民間金融

システムへのソフトランディングについて。今日有識者議員から出されたペーパー

の中では、民営化の最終形態への移行までに十分時間をかけるとある。そうした意

味も含めて考えればソフトランディングは、移行プロセスを慎重に、大事にという

ことだと思う。その際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、例えば政府保証の廃止や、市場メカニズムに合わない商品の

見直し、あるいは先ほどから出ているリスク遮断といった、こういう項目はやはり

早く設計をしなければならないということである。その上で、十分競争力を持つ新

しい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いうことで

あり、そういうかんぬきになる項目を前提にして、いいモデルに到達するよう、今

のネットワークや人員構成等々について、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あろう。そうしたかんぬきは、後から入

れる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を展開する

ということになると、いつになったら民間との競争のイコール・フッティングが実
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現するかわからないままで、民営化の最終形態への移行までのプロセスが続くこと

になり、よくないと思う。 

もう１つは、今、話があった国債消化のメカニズムとの関係について。郵貯の民

営化の実現や来年春に予定されているペイオフの全面解禁の実施ということを一人

ひとりが強く意識するようになると、個人の金融に関するリスク感覚というのは非

常に磨かれていくだろうと思う。この場合、今まで郵便貯金に、やや言葉は悪いが、

漫然とお金を置いていた人も、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ことがある程度はあるだろうと思う。しかし、個々人を

とってみれば、リスクフリーな商品へのコアの指向は残るわけで、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、

国が国債管理政策として積極的に取り組まれるのではないか。郵政公社の移行過程

で国債消化に大きな問題が起こるのではないかという恐怖心を前提にするのではな

く、国債管理政策において個人のリスクフリー商品へのニーズに積極的に応えてい

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思う。 

（牛尾議員）  前回にも申し上げたが、2007 年に民営化したときには、郵貯の定額預金

の元金償還がどっと出てくる。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。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っ

てしまう。今、福井議員がおっしゃったように利用者が、安心して漫然と置いてお

ける状況が変わるまで、もう３年しかない。３年の間に一般の利用者のリスク感覚

が急に醸成されるわけではないので、そういう資金をどのように吸収するか、新し

い金融システムについて、積極的に金融の専門分野が討議をする必要がある。その

際には、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。吉川議員が言っ

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。郵貯を選んだわけ

だから、それはやはり政府保証もあり、高い金利で、色々な便宜があったからであ

ろうか。それが今度は全部外れてしまうわけだが、しかしある程度安定した預金先

がないと困る。これはやはり工夫してシステムを考えないといけない。 

    私は、国際的な金融システムまでいろいろと考えれば、政府が若干の援助をするこ

とによって、一般の利用者に少しでもここに預金をしたい、と思わせることができ

ると思う。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

ものではない、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。 

もう１つは、麻生議員が言ったことに全く同感で、７年から 10 年ぐらいの間の時

間軸になると思うが、最後には 2012 年から 2017 年の間の新たな民間経営者によっ

て、できるだけ多様なことをやった方がいいと思う。だからここでは姿は選べない、

方向性は決められても、最終の姿は民間経営が決める。そこを間違えてはいけない。

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

のとする、ということ。しかし、一方で国家命題として、国債や財投債を引き取っ

てくれるものは必要であるが、これも市場性の中で、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ければならない。黙っていても売れる、と

いう甘さが現在の財政破綻を生んでいるわけだから、ある程度の緊張感はあってい

い。しかし、改革前と同じようなかんぬきを入れたのでは、民営化したことになら

ないので、その辺のさじ加減を 2007 年から 2012 年ぐらいの過渡期に十分考える必
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要がある。しかしながら、2012 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。お金はどこにでも動いていくわけだから、政府も

魅力ある債券を出さなければならない。現在のような債券では、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う。個人向け国債は既に発行しており、嫌とは言

ってない。一生懸命市場のニーズをとらえて工夫しているので、そっちの方も相当、

市場の緊張感を持ってやらないといけないと思う。 

（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。やはり市場経済で民営化するということは、一番重

要視すべきものは使用者の選択。それにふさわしく改革していく精神を忘れてはだ

めだ、ということを申し上げたい。 

（吉川議員）  繰り返すが、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

もりはない。これは常に大切。ただ、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、現在郵貯を持っているわ

けだから、どういう資産を求めているか、そのニーズに応えるような工夫をする必

要がある。 

次に、麻生議員の提出された紙の（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」があるが、民間の銀行への公的資金の投入とい

うのは、金融システムの安定を図るための危機対応の政策だから、これと郵貯の民

営化というのは基本的に別の問題だと考えるべきだと思う。 

また、今後郵政民営化を考える上で、公社のリソースの吟味ということが必要に

なる。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を見極め高める

必要がある。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か、

これも見定める必要がある。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。それが雇用維持の最大のポイントになるわけで、

長期的に雇用を維持するという点からも、しっかりしたビジネスモデルを持つべき

で、そのためにも与信能力、あるいはリスク管理能力を高める必要もあるし、それ

を民間と比べて見定めていく必要があると考える。 

（麻生議員） 福井議員が指摘されていた４事業間のリスク遮断の問題については、簡単

に言えば、事業部制で対処する、ということだろう。２人局、３人局がたくさんあ

る中で、各事業に１人ずつということはとても出来ないため、具体的やり方はいろ

いろあるだろうが、事業部制の下で勘定区分を分ける方法でやるしかないと思う。 
また、民営化の際にかんぬきとなるものを早く設計すべき、という福井議員のご

指摘はまさにその通り。民営化後の会社を引き受ける経営者のためにも、早期に設

計することが重要だ。 
次に、この国においては、民間にとって国は信用がある存在。だから、一部の人々

が国債は暴落すると十数年言い続けているが、実際には暴落していない。やはり信

用されているからだと思う。 
同じ「国」という観点からすればおかしな話なのだが、郵便局も国の機関である

という意識がないのか、国と郵便局は別だと思っているのかよく分からないが、国

が信用出来ないということで郵便局に預ける人もいる、というほど郵便局には信用
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がある。この信用は良い意味で利用していくべきである。牛尾議員が指摘されたよ

うに、貯金者から信頼されるようなものにしていくべきだ、ということも全くその

通りだと思う。10 年間ずっと預けられていた定額貯金が満期を迎えるため、郵貯残

高が減少していく問題については、今、民間銀行でも定額貯金に近い商品が出され

てきている状況の下で、民営化後の経営者が定額貯金を継続するのか否かについて

自分で決めるべき話だと思う。 
（牛尾議員） 多額の資金を保有していなければ困る結果になる。 
（麻生議員） だから、利用者の視点に立って、預金したくなるようにする必要がある。 

次に、ビジネスモデルに関連して吉川議員が指摘された与信能力についてだが、

調べてみたところ、信用金庫や地銀・第二地銀等をリタイアした能力・体力のある

有能な人が、地方に多く存在している。地方の中小金融や商工ローンといったもの

を対象業務とすることになると思われることから、そのような人達を活用していく

ことを考えるべきだと思う。 
最後に、雇用を維持するためには収益が必要、というご指摘はまさにその通りで、

収益の出ない民間会社は意味がない。そういう観点からすれば、従前より窓口販売

としての通販の話などいろいろ案が出されているが、どう収益を出すかが大変重要

である。 
（奥田議員） 来年からいわゆるペイオフが解禁され、普通預金の保証限度額が 1,000 万

円までとなった場合に、本当に名寄せをすることが可能なのか。郵便貯金もできな

いし、銀行もできない、という話も聞いている。これは最も基礎となる問題であり、

実態を調べて頂きたい。「郵政公社が、２名の貯金者の限度額超過分を国債に振り替

えた」との報道がなされていたが、このようなことが今後 10 年続いていくのか。 
（麻生議員） ペイオフについては担当ではないため差し控えるが、関連する論点を。郵

便貯金残高が 200 兆程度になったと仮定して、国際事業に出ていくには８％の自己

資本比率、つまり 16兆円の自己資本が必要。現時点では自己資本が 1.3兆円だから、

明らかに過少資本。そうすると、200 兆円の支払保証に預金保険機構が対応できるの

かが問題となる。この点はまた別の論点として考えなければならないものであり、

根幹に触れる最も重要な問題だと思う。 
（牛尾議員） 課題が多く存在しているが、2007 年までにやること、2007 年から 2012 年

頃までの間にやること、2012 年以降にやること、を明確にする必要がある。 
例えば、個人向け融資業務のために人材を確保することになるが、すでに今年位

から人材を確保し、仕事に就かせず訓練を受けさせることで、2007 年までに訓練済

みの人材が充分揃っている状態をつくらなければならない。このような準備作業の

時間が必要。国際物流業務についても、ドイツポストに勉強に行くとか、グローバ

ル化を踏まえて英語を喋れる人材を 2,000 人確保するための留学をどんどん行うべ

きだ。 
従って、本年度秋頃から２年半の間にどう人材をつくっていくかについて、総務

省も協力して相応の人材教育プログラムを作る必要がある。中川議員が指摘された

通り、経済の活性化には最終的には人材が必要であるため、全く競争と無縁だった

郵政公社の従業員を競争にさらす訓練をしなければならない。そのためにも、今の

段階から外部の人間を入れて接触させる必要がある。2007 年までの準備期間にやら

なければならない問題は、人材の教育に尽きると思う。教育を社内で行うだけでな

く外へ持っていく、外の人を入れる、ということを今から始めなければ、民営化ま

でに体制が整わない。 
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加えて、以上の取組みと、2007 年から 2012 年までの間にやるべき課題をはっきり

区別しなければならない。2007 年から 2012 年までについては、現時点で運営するル

ールと方向性は決めるが、決断は民営化された会社の経営者がすることだと思う。

その経営者にはどのようなタイプの経営者が最適か分からないため、当初の候補者

はできるだけ多い方が良い。徐々に集約して、最終候補者は５人から 10 人程度にな

るということであろう。 
以上のような取組みを始めれば、それが世間に伝わる。それにより、日本郵政公

社は魅力ある職場だという良い印象を与え、人材への信頼が生まれれば、貯金も集

まる。このようなパブリシティー戦略により、郵政民営化を既得権益と改革の争い

ではなく、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。 
（本間議員） 郵政民営化に伴う資金の供給の変化がマーケットに与える影響について議

論があったが、資金の流れの構造改革に関連する議論は、昨年の１月に問題提起を

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が設置され、自分

が座長を務めた。そこでの検討などを通じて、私としては国債金利の上昇、言い換

えれば国債価格の下落が、どの程度金融システム全体や財投システムに影響を与え

るかについては、かなりショックに強い体質を持っていると考えており、国債への

影響を余り強調することは適当ではないと思う。 
以上は、純粋に財政の受け皿としての議論だが、もう一つ、財投機関の改革、政

策金融の改革の問題が、郵政民営化の問題と連動しているという論点がある。2007

年に至る間に、この問題の議論を開始しなければならない。現在、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資金供給のパイプを作っている状態にあ

るが、郵政公社の民営化の問題と、政策金融の改革、あるいは政策金融への資金供

給の問題について、連携しながら議論を詰めていく必要性があると思う。 
また、公社が民営化する際の制約も大きな問題だ。先ほど指摘があった民営化さ

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と

いう非常に微妙な問題があるため、この点も論点に入れる必要があると思う。 
（麻生議員） 本間議員のご指摘の通りだと思う。しかし、一部で言われているような、

いわゆるナローバンク化した場合には、資金繰りの関係から国債を大量売却するこ

とになる。従って、その点についても新しい経営者が自由に決められるようにしな

ければいけない。縛られた上で何もするなでは持たない、と申し上げている。 
（奥田議員） 金融の分野から離れるが、郵便事業で 100 億円位の利益が上がった、とい

う報道がなされていた。郵便事業はなかなか儲からないため苦労していると聞いて

いたが、どう利益を出したのか。 
（麻生議員） それが全ての要因という訳ではないが、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、20％のコストカットを実現した、ということからも

分かる通り、凄い勢いでさまざまな努力をした、ということだと思う。 
（奥田議員） その効果は、100 億円の利益のうち 10 億円位だと聞いたが。 
（麻生議員） 正確な数字を把握していないが、非常な勢いで変わってきていることは確

かだと思う。正確な数字を、次回までにお答えします。 
ちなみに、今の郵便局では、４人以上が列に並んでいることはまずない。列に４

人並んだ場合にはすぐに隣の窓口が開く。生田総裁は凄い人だ、ということが正直

な実感であり、随分変わってきていると思う。 
（牛尾議員）  今、年金問題で、将来に対する不安が国民の間にある。ということは、生
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保の利用者から見れば、生保はいいものをつくれば売れるはずである。このような

ことを今やると、民間と競争条件が違うと言われるが、例えば今の時点では、郵政

公社はこういう形の新しい生保を検討しているという情報を流し、そういうものが

出るのかという安心感を与える。市場のマーケティング的な見地から言って、これ

ほどのチャンスはないと思う。国民はそういうものを求めている。そのためにもど

んどん研修生をいろいろなところに出さないといけない。 
（本間議員）  今後の議論の進め方にも関わるが、民営化のビジネスモデルを考えていく

際、資金の制約と人の制約があると思う。資金の制約というのは、民営化がどの程

度影響する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くある

し、定額貯金も減少傾向が続きそうだ。資金が減少していく中で、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がある。 
    それから、配慮性の原則ということで、雇用の問題がある。これも人的な効率化、

配置も含めて進めていくとき、１つの大きな制約になると思う。人と金の制約を置

きながら、時間軸を明確化して、福井議員が指摘された通り、かんぬきをかける部

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

つくっていくことが重要である。 
    その上で、政策金融改革等の周辺の制度設計の部分が絡んでくるので、それをそれ

ぞれのプロセスの中で明示的に織り込み、縦と横との関係をきちんと整理しながら、

段階的な最終形態をつくっていくことが重要である。 

（福井議員）  郵貯、簡保を民営化していくとき、冷静に考えなければならない点は、今

のように大きな規模の金融ビジネス、保険ビジネスが、ソフトランディングのプロセ

スさえ踏めば、そのままのスケールを維持しながら完全に民営化できるか、という点

である。 

国鉄の場合とは違う面があるかもしれない。国鉄の場合は、鉄道路線といった既存

の設備等を前提に経営を変えるという話だった。しかし、郵貯と簡保の場合、郵貯は、

一番重要な資産の運用をどうするのか、例えば政府保証という前提を外した場合の資

金調達能力をどう考えるのか、といった問題があるし、保険の方も同様なことが言え

る。そうだとすると、経営者によってはスケールの小さなところからスタートしたい

ということがあるかもしれない。 

東京都の銀行など、新しく出てきている新銀行よりも、郵貯の民営化は、更に後

発してスタートするので、ビジネスモデルを発見し、つくっていくことは、非常に

大変なことである点をしっかり認識しておく必要がある。 
（竹中議員）  最後に、私なりに本日の議論をとりまとめるので、異論等があれば指摘し

ていただきたい。 
    本日は、郵貯・簡保の民営化を議論したが、あくまで機能について議論しており、

組織・体制の議論ではない。世間はすぐに具体的な形の議論から入っていく傾向に

あるが、これでは全体の解を見切ることはできない。やはり、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である。 
    その上で、民間金融システムへのソフトランディングに関しては、民営化というの

は事業展開の自由度を付すものであり、この自由度と、民間市場とのイコール・フ

ッティング、その両者の調和を図ることが重要である。これはコインの両面である

というのが基本である。 
    さらに、地域貢献への要請と同時に、地域に存在する機関の共存と調和を考えなけ
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ればいけない。これは難しい問題であるが、重要な検討課題である。 
    また、金融改革との整合性、麻生議員は競争政策という言葉を使ったが、金融全体

を競争的にしていく中で、郵政民営化が整合的な形で入っていかなければならない。 
    整合性との関係では、財政構造改革との調和が大変重要で、財投制度の混乱を回避

しながらこれを進めなければならない。とりわけ、麻生議員提出資料にあった通り、

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性をとらなければならない。

これは本間議員も指摘されたことである。 
    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、

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。

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る。 

    さらに前回も議論したように、そうした改革を行うに当たり、見えない国民負担も

含め、国民負担の最小化をしっかりと考えなければいけない。 
    また、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。麻生議員提出資料にあったように、金融サービスに地

域間格差が拡がっている。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、視点にしっかり入れなければいけないという指摘があった。 
    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うまく運用していく

のかという点が重要である。この部分が今の郵政の雇用の有用な収益源になってい

るので、やはり一定の収益を上げる仕組みはしっかりとつくっていかなければいけ

ない。 
    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

外すという福井議員の発言もあったが、民営化前については、政府が保証したもの

だから、その部分はその部分としてきっちりとやっていく。 
    公社のリソースの活用、資源活用という観点からいうと、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。実力に合った、資産・負債の管理、Ａ

ＬＭを実施していくべきであり、更に能力を見極め、それを発展させていくという

ことになるのではないか。これとの関連で、福井議員が指摘したように、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やっていけるのかという問

題も、しっかりと議論されていく必要がある。 
    ただ、いずれに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る。 
    今後の問題として、どのよ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

えていくわけだが、その中で考慮すべき条件としては、郵貯や簡保の資金が、今後

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、きちんと見据えるべ

きである。民営化によってどのように資金が変わっていくかということも、きちん

と視野に入れておくべきである。 
    組織そのものについても、従業員数は、10 年間で７万人ぐらいが退職する。規模

問題にも関連するが、規模が人員面でも変化していくと思う。したがって、長期の

視点は重要だが、福井議員の言葉で言うかんぬき、基本設計の部分はしっかりとや

っておく。その基本設計のために、既に５つの原則を掲げているが、その原則の具

体的な中身については、もう少ししっかりと議論する必要があるかもしれない。 
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    今後の方向性としては、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し

っかりと議論していきたい。 
    2007 年の民営化の時点、それと民営化の最終形態、10 年ぐらい後なのかどうかは

ともかく、最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必要がある。2007 年から最終

形態に至る過程、プロセスの管理をしっかりとやっていく。その上で、やはり経営

が自由度を持てるようにしていくことが重要ではないかと思う。 
    最後に牛尾議員が指摘したように、2007 年までの準備期間についても、しっかり

と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

視野に入れていく必要がある。 
補足する点等々ございますでしょうか。よろしいですか。総理何かございますか。 

（小泉議長） しっかりやって欲しい。 
（竹中議員） どうもありがとうございました。 

（以 上）  


