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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第９回） 
 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年４月 19 日(水) 17:49～19:15 

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     安倍 晋三  内閣官房長官 

同      与謝野 馨  内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同      竹中 平蔵  総務大臣 

同      谷垣 禎一  財務大臣 

同      二階 俊博  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 

臨時議員   小坂 憲次  文部科学大臣 

臨時議員   中馬 弘毅  内閣府特命担当大臣（規制改革） 

臨時議員   松田 岩夫  内閣府特命担当大臣（科学技術政策） 

 

伊藤 元重  東京大学大学院経済学研究科教授 

宮内 義彦  規制改革・民間開放推進会議議長 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事  

（１） 成長力・競争力強化について 

（２） 規制改革について 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ グローバル戦略の中間とりまとめにあたって（有識者議員・伊藤東京大学大学院教

授提出資料） 

○ 成長力強化のための具体的な取り組みについて（その１）（有識者議員提出資料） 

○ 人材養成・基礎研究からのイノベーション創出へ（小坂臨時議員提出資料） 

○ イノベーションの創出に向けて（松田臨時議員提出資料） 
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○ 成長力強化のための具体的な取り組みについて（二階議員提出資料） 

○ 規制改革のさらなる推進に向けて（有識者議員提出資料） 

○ 規制改革の当面の重点事項と取組方針（宮内規制改革・民間開放推進会議議長提出

資料） 

 

（配付資料） 

○ 第３期基本計画を本格軌道に乗せる改革プラン２００６（松田臨時議員提出資料） 

○ 規制改革の当面の重点事項と取組方針（参考資料）（宮内規制改革・民間開放推進

会議議長提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） ただいまから今年９回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

 本日の議題でございますが、初めに、小坂大臣、松田大臣、「グローバル戦略チ

ーム」のメンバーである伊藤東京大学大学院教授においでいただいており、第一

に、成長力・競争力強化について御審議をいただきます。 

 続きまして、中馬大臣、宮内議長に御参加いただき、規制改革について御審議

をいただく予定でございます。 

 それでは、成長力・競争力強化について御審議をいただきたいと思います。 

 初めに、グローバル戦略の中間とりまとめに関し、伊藤教授から御説明をお願

いします。 

 

○成長力・競争力強化について 

（伊藤東京大学大学院教授） 伊藤でございます。 

 お手元に資料が回っていると思います。これは長いので、最初の２、３枚を中

心に、多少メリハリをつけてお話をさせていただきたいと思います。 

 民間議員の方と一緒に議論させていただいて、大きな視点として、３つの点を

強調したいと考えております。１つ目はスピードでございます。２つ目は選択と

集中、我々の言葉で「比較優位の徹底」、そして３つ目は、目標をはっきり出して、

しかも、それをアジア全体に発信していくということです。 

  スピードについては、前回お話しさせていただきました。具体的な例としては、

ＥＰＡの工程表、あるいはエネルギー政策の今後５年のあり方を、具体的に目標

を定めやっていくことが実現可能性の上で重要であるだけではなくて、日本がど

ういうスピードで、どちらの方向に向かっていくかということを内外に示すとい

うことで重要である。 

 とりあえず、これだけ補足させていただいて、今日は２つ目と３つ目のお話を

させていただきたいと思います。 

 ２つ目の選択と集中について、日本は少子化で人口が減っていく中で、当然の
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ことですけれども、グローバルな中で日本が力を維持するためには、やはり得意

なところに資源を集中していくことが重要であり、特に鍵になるのは人材だと思

います。それはグローバルに、どういうところに出てくるかというと、例えば、

ここでも議論になっております看護・介護の人材などがわかりやすいと思うんで

すけれども、国内の人を日本の強いところに動かすと、どうしてもそこの部分に

ついては手薄になるわけで、それをいかに海外からの人材の導入によって補完し

ていくか。つまり、今の状態でいろいろ人の配置を考えるのではなくて、５年後、

10年後の姿を見据えて、日本は国内の人材をどこに集中させ、海外の人材はどこ

を補完するのか考えていきますと、この辺のところを集中的に議論していかなけ

ればいけないと思います。 

 それからもう１つ、前回、外国人の受入れに対して20組に１組が外国人との結

婚であるという話をさせていただいたんですけれども、その趣旨というのは、受

入れを拡大すべきか、抑制すべきか、という議論はひとまず置いて、現実問題と

して、既に足元で外国人は入ってきている。これがグローバル化の現実であるこ

とを受け止めた上で、日本がどういう強い仕組みをつくるかということを考える

ことが先決だろうと思います。既に官房長官の下で検討に入られたとも伺ってお

りますけれども、在留外国人の管理のあり方、あるいは外国人が日本で活躍でき

るようなインフラの整備等を早急にやらないと、非常にちぐはぐなグローバル化

の姿になるのではないだろうかと思います。 

 そして、３つ目で今日強調させていただきたいのは、グローバル化の目標をき

ちんと明示して、内外、とりわけアジアに向けて発信することが重要である。多

少失礼な言い方になるかもしれませんけれども、アジアに行きますと、アジアの

友人から、日本のアジアの中における５年後、10年後の姿が見えてこないという

発言を受けることが非常に多いと思います。これは必ずしも我々から見たら本意

ではないのかもしれませんけれども、それだけ日本のグローバル戦略のアジアへ

の発信は非常に弱いのだろうと思います。 

 典型的な例が、いわゆる経済連携協定で、これを何とか進めようとしていろい

ろな努力をしてきたわけでございますし、これからもさらにスピードアップして

進めていくわけですけれども、ではその後に、日本はアジアの中にどういう絵を

描いているのか、ということを出すか出さないかということは非常に大きな問題

だろうと思います。 

 既に総理は、いわゆる東アジア共同体ということを証明されているわけですし、

ここに１つの案として出させていただいているわけですけれども、ＡＳＥＡＮ＋

３にインド、オーストラリア等を加えた広域の東アジア経済圏を構築することを、

そろそろ検討する時期に来ているのではないだろうか。決して中国と争うつもり

はございませんけれども、アジアの中で日本型のアジアビジョンを出す。そして

ビジョンをアジアの他の国と比較したり、競い合うということも、日本の国際化

を活性化させる上で非常に重要ではないだろうかと考えます。 

 それとの関わりで、もう１点重要だと思うのは、このグローバルビジョンの中
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で考えなければいけないのは、日本の国内でグローバル化のために何をするか、

これがもちろん重要でございますけれども、日本の外、とりわけアジアの中で日

本は何をするのかということが問われていると思うんです。おそらく、この後、

経済援助の話等の議論が出ると思いますけれども、今回、ここに「アジア版ＯＥ

ＣＤ」という言葉を使わせていただきましたけれども、これから共同体をつくっ

ていく上で統計の整備や、政策対話の場といったインフラが問われていると思い

ます。 

 日本が得意な分野は、いろいろあると思いますけれども、こういう政策形成や

政策対話、あるいは政策のインフラの場でこういうものを早くつくっていく上で、

日本が積極的に関与していくことは、アジアの連合体をつくる上で重要なだけで

はなく、日本の存在感、あるいは日本の参加というものを明示する上でも、非常

に重要であるのではないかと思います。 

 ほかにも多々書いてございますけれども、時間が限られておりますので、一応、

以上にさせていただきたいと思います。 

（与謝野議員） どうもありがとうございます。続きまして、成長力強化のための具

体的な取り組みにつきまして、牛尾議員から御説明をお願いします。 

（牛尾議員）  お手元に、資料「成長力強化のための具体的な取り組みについて（そ

の１）」を配付しております。 

 成長力の強化は、以前の経済財政諮問会議から、歳出・歳入の一体改革と並ぶ

車の両輪として、改革の最優先課題であるという考え方を持ち、また、我が国の

経済の成長力強化を進めていくためには、人口減少を生産性の上昇、技術進歩に

よって克服しつつ、アジア経済のダイナミズムを取り込むための幅広い取組みが

不可欠であり、グローバル戦略と新成長戦略の２つの戦略について、議論を積極

的に進めることが大事だという感じがいたします。 

 こういったことを「骨太方針2006」に盛り込むために、次の２点の具体化を図

ることを提案します。 

 １点目は、生産性の向上にはイノベーションの促進が必要であり、我が国が世

界をリードするイノベーション・センターとなることを目指した、技術開発面に

おける国際競争力の強化、また世界で通用する新産業の育成を図る必要がある。

これは基本的には民主導でありますが、政府にもするべきことが山ほどある。基

礎・応用研究の実用化と事業化の間の壁を取り払い、イノベーションを加速する

とともに科学技術政策に関する目標設定・評価の厳格化や、資金の配分等につい

ても、もっと大きく見直す必要があるのではないかと考えております。 

 既にアメリカでも、ブッシュ政権は数学と物理についての10年計画を15兆円ぐ

らいの予算で出している。我々も、一般論ではなしに集中的に考える必要があり、

次のような取組を進めるべきである。 

 イノベーションの促進については、世界をリードする新産業の育成について、

資料にありますように、新世代自動車向けの電池とか、がん対策等に資する先端

医療機器など、選択と集中によって、具体論を出す必要があるのではないかと思
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います。 

 大学・国立研究機関における産業との連携のためには、人間が横に動けるよう

にする必要がある。産学官の間での双方向の研究人材の流動化（年金、退職金の

ポータビリティ等）を早急に議論する必要があると思います。 

 ２ページになりまして、ＩＴ技術等についての問題でありますが、金融工学の

教育体制の強化、非製造業におけるイノベーションの促進等も非常に大事であり

ます。国際競争上重要な分野のイノベーションの加速、国際標準、薬事法審査、

公的部門における調達での優先的な取り組み、産業政策としての調達ということ

も大事であると思います。 

 科学技術政策については、間断なく、総合科学技術会議等も努力されておりま

すけれども、競争的研究資金の拡充、また知的人材の流動性、今度の25兆円と言

われる第３期計画全般にわたる具体的目標の設定とＰＤＣＡの徹底も非常に大事

である。 

 ２点目のグローバル化に対応した製造業の国際競争力強化については、今、伊

藤先生御指摘のとおりでありまして、企業内の国際分業の高度化に対応して、ア

ジア経済のダイナミズムを取り込みつつ、成長力・競争力を強化するための制度

インフラを構築する必要があります。 

 具体的には、１つめのポツにあります、「企業の国際分業の深化に対応した国際

課税制度の整備（特にアジアとの租税条約のネットワークの拡充）」が必要であり

まして、２年前のアメリカとの租税条約の実施が、現在でも日米間の経済の活性

化に大きくつながっている。また、グローバル化に対応した独占禁止法の企業結

合審査基準を見直す必要があり、日本だけを市場にした独占禁止法の運用に若干

の問題がある。 

 また、リスクマネー供給促進型の企業会計・税制改革、競争力強化の観点から

の、地方を含めた法人税制の抜本改革が必要であります。財政再建とともに、成

長力の強化の中には、このような制度的なものが非常に重要であることを申し上

げたいし、また、生産設備の新陳代謝加速のための減価償却制度の抜本的な見直

し、オプショナルな運用というのも大事であります。また、高度部品や材料産業

を支える人材育成システムづくり、専門職教育等教育ルートの複線化や、高専や

専門職大学院における産学連携の教育も非常に大事でありまして、今日いらして

いる小坂大臣や松田大臣にも、そういう点での今後の検討を心から期待する者の

一人であります。 

 また、エネルギー、資源の確保については、最近は世界的に希少物質の資源が

不足し始めておりまして、こういうものに対する実際の手当ては民間でやるとし

ても、これらに関する政府の役割は非常に大きいと思います。 

 そういう点で、科学技術政策も、松田大臣、小坂大臣ともにペーパーが出てお

りますけれども、今後もますます成長力強化の観点から努力をお願いしたいし、

また、二階大臣には、引き続き新経済成長戦略の検討及び諮問会議の報告を通じ

て、全面的に協力体制をさらに進めてまいりたいと思っております。 

 5



 
平成 18 年第９回 議事録 

 
 また、諮問会議においても、公的部門を含む非製造業の効率化や、地域の競争

力強化等、成長力強化のための取り組みについて、引き続き議論をしてまいりた

いと思っております。 

 以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、小坂大臣、松田大臣、二階大

臣から資料が提出されております。 

 まず、小坂大臣からお願い申し上げます。 

（小坂臨時議員） ありがとうございます。それでは、お手元の「文部科学省」と書

いてございます、「人材養成・基礎研究からのイノベーション創出へ」という資料

を見ていただきたいと存じます。 

 １ページでございますけれども、私どもといたしましては、平成18年度は「第

３期科学技術基本計画」の初年度に当たりまして、その方向性を決める大変重要

な年だと思っております。経済活性化や国際競争力の強化に向けましては、優れ

た人材の養成や基礎研究の推進によりましてイノベーションを創出し、その成果

を国民や社会に還元していくことが重要だと考えていまして、４点につきまして、

文部科学省が重要と考える取り組みの全体像を御説明申し上げたいと思います。 

 ２ページでございますが、優れた人材の養成・確保につきましては、科学技術

創造立国実現に向けた鍵でございます。若手や女性、外国人研究者などの多様な

人材の活躍を促進してまいりたいと考えております。特に、外国人研究者を引き

つける環境の整備につきましては、研究環境の充実に加えて、生活環境の充実が

大変重要であります。先進的な研究機器を整備するだけでなく、家族も含め快適

に生活できる環境が、外国人研究者を引きつける上で近年大変重要になっている

という認識を持っているところでございます。 

 また、国際的に魅力ある大学院の構築のためには、大学院教育の抜本的強化を

図る等の措置が必要だと考えております。さらに、外部の専門人材を活用した理

科補助員等の全国配置によりまして、各学校の理科教育、理数教育の充実，教員

の指導力の向上など、理数教育全体の充実を図ってまいる所存でございます。 

 ３ページでございますけれども、基礎研究の推進につきましては、イノベーシ

ョンや多様な知の源泉であります。科学研究費補助金等の競争的資金と、大学等

の基盤となる経費につきましては、基礎研究を着実に実施するための両輪となる

ものでありまして、経費の充実が大変重要と考えるところでございます。資料に

ありますような、それぞれの基礎研究の充実に向けての本年の予算確保は，重要

な問題だと思っております。 

 ４ページのイノベーションの創出でございますけれども、世界をリードする国

際競争力の優位性の確保のためには、未踏の分野を切り開くことが必要でござい

ます。 

 我が国のオリジナルの、革新的な基礎研究成果に基づくイノベーションが不可

欠でございます。基礎研究成果からのイノベーションは、「技術と市場の不確実性

への挑戦」ということである。そして行きつ戻りつある試行錯誤の中で、実用化
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への道筋の開拓を加速するために、戦略的な基礎研究を強化・充実して、「イノベ

ーションの種」、シーズとなるような新技術の一層の創出、育成を図るとともに、

産学官連携や、地域クラスター、そして先端融合拠点などのシステムの深化、充

実を図っていくことが必要でございます。 

 このためには、例えば、インターネットのようなＩＴを活用しまして、大学と

産業界のマッチングのための場、すなわち、大学のどの教授が、今どういう研究

をしているのか、そして産業界において、中小企業等もどのような新たな分野を

研究したいと思っているのか、大学と産業界の出会いの場を構築していく。こう

いうことか必要なのではないかと考えております。 

 また、イノベーションを通じて、経済的価値のみならず、社会的価値を創出す

るということも重要であります。安全・安心などの社会的課題の解決のために、

大学等の新技術シーズと、ユーザーである公的機関のニーズとのコーディネート

機能の構築を進めるとともに、ニーズに応える研究開発を推進してまいりたいと

考えております。 

 最後のページになりますけれども、分野別戦略で定められました戦略重点科学

技術につきましては、着実な実施を図っていくことでございますが、特にその中

でも大きな柱の１つとなる国家基幹技術につきましては、国家の総合的な安全保

障と世界最高性能の研究機能を目指して研究開発を推進していくことが重要でご

ざいます。 

 例えば、Ｘ線自由電子レーザーや次世代スーパーコンピュータは、分子レベル

でのタンパク質の計測や、表面効果の超高速シミュレーションを可能とするわけ

であります。創薬分野の発展に大きく寄与するシミュレーションによって、人体

における副作用等の影響を事前に予測することができ、創薬分野において飛躍的

な時間短縮が図れる。こうしたことで、医療分野において人類の悩みを克服でき

るような、世界でも先端的なことを日本がリードしていきたいということであり、

世界を牽引するイノベーションを生み出すための基幹的な技術となる確信をいた

しております。 

 また、高速増殖炉サイクル技術や宇宙輸送システムは、エネルギー安定供給の

確保や危機管理、災害対策のための情報収集などによりまして、国家の存立の基

盤を支える技術と認識しております。 

 ５の国家基幹技術をはじめ、戦略重点技術をしっかりと推進していくことによ

りまして、我が国の持続的発展を確実なものとしてまいりたいと存じます。この

点につきまして、松田科学技術政策担当大臣としっかり連携をしながら進めてま

いりますので、よろしくお願い申し上げます。 

（与謝野議員） ありがとうございました。次に松田大臣から御説明をお願いします。 

（松田臨時議員） お手元の資料「イノベーションの創出に向けて」の１ページをご

らんください。 

 イノベーションは科学技術の発見や発明を、現実の大きな社会経済的な価値に

つなげるものでありまして、まさに経済成長の最も大きな原動力であります。日
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本の科学技術の水準は、御案内のように、最近優れた論文が非常にたくさん出て

きております。そういう意味では非常に進歩していると思います。また同時に、

資料に幾つか例を挙げておきましたけれども、ノーベル賞を受賞された方が多く

でてきている。そういう意味では、今の日本の実力は相当過去の努力が実ってき

ていると思っておりますが、この流れをもっと大きなものに、もっと太いものに

することが重要だと思います。 

 御案内と思いますけれども、第３期の科学技術基本計画、今年度から５年間の

25兆円を決めていただきました。この25兆円を思いきりうまく使うことが重要だ

と思っておりますが、そこで一番大きく取り上げたのはイノベーションです。で

すので、今日もこうやって議論していただくのは誠にありがたい。ぜひイノベー

ションを加速するために、さらに何をやるべきか、徹底的にみんなで力を合わせ

ていただきたい。 

 私の思うことを申し上げます。 

 今言いましたように、優れた研究の種というのは、比較的まかれつつあるんで

すが、まだまだ少ない。これをもっと増やすために、どうするか。そこで考えた

のは、今度の第３期基本計画では、世界トップクラスの研究拠点を30つくること

を決めました。これから実際どこにどういうものをつくるか、みんなで選んでい

ただきたい。それからさらに、３期の目玉事業は、もう少し手前で、産学官共同

して先端融合研究力、イノベーションが起こるのは今や融合領域なんです。そこ

で３期の目玉事業として、資料２ページに書いてありますが、先端融合領域、イ

ノベーション創出拠点事業をつくりまして、今、選別に入りました。ぜひ最もい

いものを選んでほしい。ここ10年、20年でそれが非常に大きなイノベーションを

起こすようなものを選べということで必死になっているんです。現実的に動いて

いるんです。ぜひお願いしたい。 

 また、優れた研究者を集めろと言われますが、アメリカでは平気で１人5,000 万

円ぐらい払うんです。諮問会議も、大学の先生が議員となっておられますが、皆

さんの給料は一緒です。理科の先生、科学の先生、いろいろいいことを考えても、

みんな給料は同じ。例えば、もっと能力主義で思い切ってこの社会を変えなけれ

ば、何かイノベーションが起こるのか、本当の原動力が生まれてくるかと思いま

す。少し荒っぽい言い方をしますけれども、論点を明確にさせていただいている

ので、よろしくお願いします。 

 それから、この分野は各省がばらばらに対応しているので、総合科学技術会議

がもっと調整力を持って実行していく、というのがこの３期の大きな柱です。正

直申しまして、各府省、機関の連携が弱い。基礎研究をやったその後をつないで

いく。各省にまたがっているものを連綿とうまくつなげていくという長期戦略を、

計画をもつ必要がある。そういう制度間、資金配分機関は文部科学省も、経済産

業省も持っている。皆それぞればらばらにやっている。それをいかに有効につな

いで、素晴らしいものにつくり上げるか。素材はいっぱいあるんです。あとはや

り方なんです。私はこの大臣をやらせてもらって、しみじみ思う。みんなで力を
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合わせてください。 

 その意味で言うと、新しくできたものを何でもっと政府は買わないのか。私は

小泉さんは立派だと思った。低公害車を３年前買えと言った。あれがどれほど低

公害車の普及に役立ったか。自分の地場産業を育てるために、自治体だってそう

いうことを始めた自治体がある。国はもっと意識を持てと、それがもう１つ言い

たいことです。 

 それから国際標準。例えば携帯電話などは負けてしまう。今、ＤＶＤの基準が

２つ出てきた。２つとも日本のものだから、徹底的に競わせて、どちらでもいい

ので、勝つほうに日本の世界標準をつくらせる。ＩＴだなんだと言うけれども、

我々は初めから何を世界標準にして、本当に仕上げるんだということを、もっと

皆で決めようではないですか。そして、それを徹底的に育てるという作戦をぜひ

考えてください。 

 産学連携。これは、まことに不徹底。大学は大学で企業を信用していない。企

業は企業でもっと大学を信用していない。研究段階もそうだが、人材育成段階か

らも、徹底的にもっともっと産学連携を徹底させようではないか。同じ国の税金

を使ってこっちは大学、こっちは企業では、まことにもったいない。徹底的にや

りましょう。産学連携とは言葉ばかりで、実態はまだものすごくかけ離れている。 

 それから、今日お配りしておきましたけれども、「第３期基本計画を本格軌道に

乗せる改革プラン2006」ということで、同じ８人の人が一生懸命同じことをやっ

ている。正直、何でまたここでこんなことをやっているのかと思ってびっくりし

たわけです。ですから、しっかり連携をしてお願いします。 

 これはこれでやりますが、それらの成果を時々、経済財政諮問会議なのか、あ

るいはその中の成長プランを見ているグループなのか、よくわかりませんけれど

も、正直、総合科学技術会議となぜもっと連携をとってやれないのかと思います。

科学技術会議の知恵も出しますから、経済財政諮問会議の知恵もこちらにくださ

い。今、こちらはこちらで、ここに書いたようなことをどんどんやり始めていま

して、２か月でまとめますから、５月末、あるいは６月初旬には皆さんともう一

遍ぐらい、このことに関してぜひお話をさせていただきたいということを申し上

げたい。少々長くなって恐縮でした。 

（与謝野議員） どうもありがとうございました。それでは、二階大臣から御説明い

ただきます。 

（二階議員） 資料「成長力強化のための具体的な取り組みについて」をお配りして

おります。昨日４月18日は「発明の日」でございまして、特許庁としまして、全

国で100 ほどの優秀な企業をピックアップしておりましたが、ようやくそれが冊

子にまとまりましたので、後に追加資料としてお配りさせていただきたいと思い

ます。 

 先程来、牛尾議員から御説明のありました成長力強化に関する民間議員ペーパ

ーの御提案には、私どもは賛成であります。私の方から、今日は「技術革新の加

速化」と「アジアと共に成長するための制度インフラ整備」の２つにつきまして、
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具体的な御提案をさせていただきたいと思います。 

 資料１ページをごらんいただきたいと思います。 

 産業の国際競争力の強化と社会が抱えている困難な問題を解決するために、企

業レベルの技術開発だけではなく、基礎研究や融合研究など、科学の本質に遡っ

た研究開発が不可欠であります。 

 例えば、燃料電池用の高圧水素の貯蔵には、分子レベルの材料工学などの基礎

研究が必要であります。さらに、がん克服のためには、微細ながん細胞を３次元

的に映し出す診断技術、あるいはがん細胞の発現のためのメカニズムを解析し、

原因となるタンパク質のみを標的とするなど、治療技術などの融合研究が重要で

あります。 

 大学や研究機関で発見された自然科学の成果が、新しい技術や製品に結実し、

国際競争力のあるものに育つには長い時間がかかります。例えば、液晶という現

象は、御承知のとおり、1888年に植物学者により発見されておりますが、電卓に

応用するまで85年、大型液晶テレビに利用されるまでには110 年以上かかってお

ります。先ほど小坂大臣、松田大臣から御指摘いただいたことは、ごもっともで

あると思っております。したがって、今後、一層産業界、学会、公的機関、政府

が連携し、研究から市場へ、市場から研究へと、双方向でスピーディな交流のシ

ステムを改革・構築する必要があると思います。新しい成長のためには、双方向

の流れの時間を短縮すること、簡単に言えば、スピードアップが必要であります。

つまり、科学の力による創造的な技術や商品が今まで以上に早く生まれるように

することにより、名実ともに「世界のイノベーションセンター」を目指すという

ことになるわけです。特に科学技術会議には、関係府省の壁を越えた連携に主導

的な役割を果たしていただいておりますが、これからも一層お願いをしたいと思

います。 

 私どもとして、特許の権利化、国際標準の獲得など優先的に取り組みたいと考

えております。関係府省の横断的な施策に、例えば、次世代自動車用電池やがん

対策などの研究開発に成功すれば、技術革新が加速されると思われます。資料２

ページは、この概念図であり、「イノベーション・スーパーハイウェイ構想」と名

づけております。 

 資料の３ページをごらんください。アジアの発展に貢献し、アジアとともに成

長することが新経済成長戦略の重要な柱の一つであります。そのために、まず解

決すべき制度上の重要な課題を３つ御提案いたします。 

 まず、独禁法上の合併審査の問題であります。合併によって企業規模を拡大し、

競争力を強化している欧米企業との競争に生き残るためには、更なる産業の再編

が必要であります。リストラが一段落した今、改めて「攻め」の産業再編に向け

て、経営者が思い切った決断ができるようにすることが重要であると思います。

グローバル競争の実態を踏まえて、合併審査の判断の目安となる市場シェア基準

を引き上げるなどの見直しにより、透明性を高める必要があります。 

 先ほども申し上げましたが、昨日４月18日は「発明の日」であり、発明に功労
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のある方々を経済産業省は表彰したところでありますが、その際、あわせて全国

で100 の特許等において、いわゆる知的財産において優れた実績を持つ企業をピ

ックアップした冊子を用意しておりますので、後ほどぜひ目を通していただきた

いと思います。 

 知的財産の保護の問題が重要でありますが、知的財産の保護・強化は我が国の

みならず、今やアジア諸国における産業発展のためにも重要な課題であります。

改めてこの問題は、もはや避けて通れない重要な課題になっております。技術の

流出の防止や模倣品、海賊版対策に官民が一体となって取り組み、アジアにおけ

る知的財産の保護水準の向上を図ることが必要であります。 

 ３つ目は、国際課税制度の整備であります。先ほどの御提案にもありましたが、

企業のアジア展開を一層促し、アジアと日本が共に発展していくためには、企業

の国境を越えた経済活動を円滑にするための税制の整備が課題となります。この

ため、日本とアジアとの投資交流を促進するよう、租税条約の改定など進めてい

く必要があります。 

 ペーパーにはありませんが、牛尾議員から前回も御指摘をいただいた減価償却

制度の見直しは製造業の国際競争力を高める上で、御指摘のとおり、極めて重要

であります。競争力を高め、簡素で柔軟な仕組みとするように検討を深めていき

たいと思っております。 

 結論といたしまして、これらの課題は経済産業省だけではなく、関係省庁や経

済界とよく連携して取り組むべきものであります。この場で御議論いただいた上

で、政府一丸、官民一体となって取り組んでいくことが、先ほど松田議員からも

御指摘のとおり重要であります。 

 最後に、伊藤教授から御説明をいただきました、グローバル戦略について一言

申し上げます。 

 中間とりまとめ案の基本的な方向性については、大賛成であります。私がこれ

まで御提案申し上げてまいりました東アジアＥＰＡ、東アジア版ＯＥＣＤ、エネ

ルギー戦略などについても言及をいただき、まさに背中を押していただいたよう

な感じであります。当方でも引き続き、関係省庁とも十分連携をしながら、実現

に向けてしっかりと取り組んでいきたいと思います。 

 以上でございます。 

（与謝野議員） どうもありがとうございました。 

 それでは、御自由に御発言をお願いします。奥田議員。 

（奥田議員） 先ほどもお話しがございましたが、成長力や国際競争力を高めるため

には、海外の優秀な人材を受け入れる、これは極めて重要な課題です。民間議員

ペーパーの「グローバル戦略の中間とりまとめにあたって」の５ページでござい

ますが、その②に「高度な外国人人材の受入れ拡大」、この３つ目の黒ポツに、「Ｅ

ＰＡ交渉においては、看護・介護人材受入れや、現行の外国人研修・技能実習制

度の見直しを求めている国があることを踏まえ……柔軟に対する」という記述が

ございますが、これを確実に、ぜひ進めていただきたいということが１つのお願

 11



 
平成 18 年第９回 議事録 

 
いでございます。 

  それからもう１つ、特に外国人の研修、それから技能実習制度の見直しでござ

いますが、経済界からの要望としては、第一に、研修・技能実習期間の延長です。

現行は３年でございますが、これをぜひ５年にしていただきたい。それから受入

れ対象職種の拡大。これは現在62職種あり、114 作業に限定されているわけです

が、これを拡大していただきたい。それから研修・技能実習終了後の就労でござ

いますが、これは現行は認められておりませんが、この就労ということについて

も考えていただきたい。 

 こういうことで、研修・技能実習生と受入れ企業双方にとって非常に使い勝手

がよい、また双方の利益にかなった制度で改善されるのではないか、と思ってお

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

（与謝野議員） ありがとうございました。他に御発言はございませんか。 

（小泉議長） 産学連携の足りない点はどういうところですか。 

（松田臨時議員） まず、基礎研究をやっておられる大学側は、産業界の意見を十分

聞く必要がある。産業界も、もはや日本の産業は基礎・応用と分けていますけれ

ども、目的的基礎といいますか、本当の基礎研究ですね。本当の基礎研究はもち

ろんあるんですが、多くの大学のお金は、本当の基礎だけではないんです。今や

産業と密接につながっている。10年後、ここにさっきノーベル賞の例、１つ挙げ

ておきましたが、30年、40年かけてものすごく花が開くわけです。そういう基礎

は、基礎をうまくつないでおり、それを意識して短くしていくという努力は、産

業界と大学がもっと根っこから議論する必要がある。それがまた人材育成でもあ

るんです。私は正直、大学トップと産業界トップとがいかにも疎遠であると思い

ます。もう１つ言いますと、大学側はたいへん改革が遅れている。法人化したけ

れども、例えば、本当の能力主義が生かされているのかと思う。大学といっても、

総長になってもほとんど実力が発揮できていない。事務局がベタッとくっついて

いて、あきれるほどの非能率な組織だというのが、知れば知るほどわかる、小坂

さん、日本の大学はまだ徹底的な改革が要ると思いますよ。本当に使い物になら

ならないですよ。 

（小泉議長） 企業と交流した方が刺激を与えるでしょう。 

（松田臨時議員） どういうことが起こっているかというと、外国の大学と今一生懸

命やっているんです。ケンブリッジ、スタンフォードなど、くやしいぐらいです。

それが現実なんです。日本の企業の超一流は、むしろ外国の企業と外国の大学と

やっている。だから、国際的な産学連携というので、６月の連携サミットにはイ

ギリス、フランスを今度呼びますが、もはや産学連携も、日本の大学を開かせる

ためにも、外国の例をよく知らしめなくてはならない。 

（奥田議員） 経済界の実態を申し上げますと、例えば、自動車ですと、部品やその

パーツがありますけれども、その専門の学校の教授と会社とが密接にお金を払っ

て、報酬を払って教えてもらっている。そういう意味では、産学官というのは非

常に新しいことのように言われておりましたが、これはずっと昔から、教授とう
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ちの会社の技術者との交流はものすごくあったわけです。それは国内もそうです

し、国外も同じでございます。それが会社によって違うのでしょうけれども、例

えば、中小企業などでは、そういう専門家を招致しようと思ってもお金がないか

らできない。そういう問題があったと思うんですけれども、大体ある規模以上の

会社は、松田大臣が言われたように、個別ベースでの交流というのは昔からあっ

て、契約で１年いくらとか、そういう形でやっていることは事実なんです。 

 資料に書いてございますが、日本発のイノベーションが全然ないと言われてい

ますけれども、自動車のイノベーションというのはあったのかという話になると、

正直言って、それは例のドアミラーがパタンと倒れるものです。 

（小坂臨時議員） 駐車したときにパタンと倒れるドアミラーか。 

（牛尾議員）  パタンと。 

（奥田議員） あれが日本唯一の自動車の特許というか、発明なんです。なぜ生まれ

たかというと、ドアミラーを倒しておかないとぶつけられるからです。 

（牛尾議員）  日本は狭いし、ドアミラーが邪魔になることもある。 

（奥田議員） 車庫に入れないこともある。自動車の基本特許の多くは、外国の発明

です。エアバッグやワイパーなどもそうです。ワイパーなどは最近になって、特

許料を大分払いました。残念ながら、自動車会社なんて偉そうなことを言ってい

ますけれども、人まねみたいな話で、自動車のミラーをたたむ発明などしかない

んですから。 

（小泉議長） これだけトヨタが世界進出しながら。 

（牛尾議員） これから出てくるから。 

（奥田議員） これから出てくると思いますけど。 

（小泉議長） エディかなんか、慶応大学と企業がやっているだろう。あれは産学連

携だろう。 

（牛尾議員） あとは三菱ですね。 

（二階議員） まさにそうです。応援団も多いので、私達も私達もと言っている人が

大分います。今度、総理からの御指示がありましたので、経済産業省でいくらか

予算をつけるように、つまり、来年度予算と言っていないで、今年度の予算でや

ろうということになりました。経済産業省として支援したい。 

（牛尾議員）  国立大学が民営化されることによって、オープンにさえなれば、金銭

の授受が割と自由になります。例えば、これまでは薬学部と製薬会社が暗い感じ

で提携していたんですが、今度は全部オープンにできるようになったんです。逆

に私学が寄附したりするときに、私立大学の寄付金の税制控除はうまく進んでい

ないので、逆に私学の方が今は不平等だというケースがあるようです。国の方は

全部自由にやらせている。一方、企業が私立大学と一緒にやろうとすると、税制

面では、国立大学と私立大学は状況が大分違うようです。 

（与謝野議員） 御発言があれば。 

（吉川議員） 先ほど松田大臣からお話があったので、大学にいる者として一言発言

させていただきたいと思ったんですが、大学と企業との関係というのは、戦後長

 13



 
平成 18 年第９回 議事録 

 
い歴史の中で言ってみれば、いろいろな変転があったのだろうと思います。しか

し、今、大学の方で企業に対してドアを閉ざしている、あるいは企業との関係が

引けているということはないと思うんです。小坂大臣からも御説明いただけたら

と思いますが。 

（松田臨時議員） そんなことを是認しても進歩がないですよ。 

（吉川議員） 大学の方で変わらなくてはいけないことはたくさんあると思いますが、

企業と大学の関係は、かなり近くなってきていると思います。 

（松田臨時議員） そんな認識では甘過ぎます。あのアメリカですら、今、世界中か

ら最も優れた科学者をアメリカに集めている。確か、ブッシュ大統領自身でも積

極的にアメリカへ来いというパフォーマンスをしているはずです。 

（吉川議員） 大学学長と企業トップとの話し合いが足りないということですが、例

えば、牛尾会長、奥田会長も我々の大学に関係していただいているので、産業界

と大学の関係はどんどん近づいているというのが実情だと思いますが。これで満

足だというのではないと思います。 

（松田臨時議員） こんな現状で満足していてはだめですよ。 

（与謝野議員） 小坂大臣。 

（小坂臨時議員） 競争的資金を提供したり、それを１つの橋渡しにして、大学の研

究促進と産業界とのマッチングを結びつけるということも行っておりますし、い

ろいろな形で産学連携を支援しております。例えば、１つの問題は、大学の学生

の質という点からいって、もっと外国の学生を呼んでくるような大学にならない

といけないと思うんです。中国の清華大学のように、アメリカから、あなたの大

学からなら無試験で入れる、と言われるような大学を日本もつくっていかなくて

はいけない。 

 それからもう１つは、先ほど大学と産業界の出会いの場と申し上げたんですが、

ノーベル賞というのも、何も１つの研究をずっと続けていけば、ノーベル賞に達

するというものではないです。いろいろと幅広い研究をしていく中から、ポンと

いいアイディアが出てくるわけですので、大学の研究というのは、幅広くいろい

ろな分野にタッチできるようにしておいた方がいいわけです。その中で産業界か

ら欲しいものがあったら、そこに研究資金を大量に投入して、そこを伸ばしても

らいたい。 

 ところが、外国の企業はボンと資金を出してくれるけれども、日本では、産学

連携の環境が整っていない部分もあるため、企業からの資金が広く集まりにくい

という問題がある。例えば、具体的な例で申し上げると、最近あった１つの例は、

水素センサーについて、ある大学が研究していたんです。そのセンサーをある地

元企業が買ったわけですけれども、我々から見ると、これからの水素センサーと

いうのは、燃料電池等あらゆるものに使える大変な発明だと思うんです。ところ

が、この研究の情報が十分に供給されていないために、一部だけの流通で終わっ

てしまうという可能性がある。もっとこの情報がオープンにされていれば、もっ

と多くの企業がそれに興味を持って値付けし、もっと高く売れるかもしれない。
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このように、産業界には大学の研究情報をもっと欲しい人達がたくさんいるので、

日本の大学では環境整備を進めていかないといけない。このマッチングが十分行

われないために、すばらしい研究に資金が回っていかないこともあるということ

を、私はさっき申し上げたかったのであります。 

（与謝野議員） 竹中大臣どうぞ。 

（竹中議員） 先ほど奥田会長が自動車の話をされて、なるほどそういうことかと思

うんですけれども、実は今一番売れている商品にiPodがあります。iPodはアップ

ルがつくっていますけれども、あの中で日本の技術は１つだけ、裏のメタルを磨

く技術だけで、たしか日本の燕三条かどこかの技術だそうです。部門にもよるん

ですけれども、奥田会長がおっしゃったように、日本の産業にはまだ弱い部分が

たくさんあるというのは事実なんだと思います。 

 大学との関連で１点だけ申し上げると、アメリカの大学等を見ていると、必ず

渉外担当副学長という役職があります。その渉外担当副学長というのがまさにビ

ジネスの観点から業務を行うわけです。本間先生とも大阪大学のときによく話し

たことがあるんですけれども、日本の大学は、極端に言うと、これまでは教員と

事務員しかいなかったんです。教員と事務員だけで、大学のマネジメントをやる

ような人がいなかったというのが現実だと思います。だから、大学の自治という

のはよく言われるんですけれども、大学のマネジメントという概念は充分になか

ったというのも、これまた事実だと思います。 

 ただし、独立行政法人になってから、そこは変わり始めているということも、

これまた事実で、独立行政法人の中で、マネジメントを意識した大学が出てきつ

つあるのも事実です。例えば、九州大学は、元銀行員の人を教授に迎えて渉外だ

けやらせている。だから、そういう試みが始まったばかりだといった認識でよろ

しいのではないかと思います。 

（与謝野議員） 本間議員お願いします。 

（本間議員） 竹中大臣のおっしゃった通りでありまして、独立行政法人化の流れの

中で、第一歩は踏み出したんですけれども、なかなかそれが効果を発揮していな

い状況だと思います。１つは器の問題であります。独立行政法人化すると自由に

できるということで、国立大学を説得したわけでありますけれども、現実には、

ほとんど変わっていない部分がある、あるいは管理が強化をされている部分があ

るということも、実際はあるのだろうと思います。東京大学などは積極的に推進

しておりますけれども、他の大学等でどうかと言われますと、現実の動き方は、

極めて遅々たるものだということが１つあります。 

 それからもう１つは意識の問題であります。これまで安住している形でずっと

きましたから、動かない方が楽であり、余計な仕事をしないで済む、という意識

が抜けていない。外部からの資金を入れると、やっかみや妬みがありますし、極

めてこれらを阻害するような風土がある。いかにそこを脱却していくかというこ

とが重要だと思います。 

 そしてそれと同時に、産官連携をするのに必要な専門性がない。これは竹中大

 15



 
平成 18 年第９回 議事録 

 
臣が暗黙のうちにおっしゃった問題でありますけれども、大学と産業会をつなぐ

人材がいない。それぞれの個別に動いている人はいるんですけれども、企業と大

学との組織としての関係が希薄である。個人ベースに任せているということだろ

うと思いますので、器と意識と専門性をどのように強化をするかということを、

ぜひお考えいただきたいと思います。 

（小泉議長） いくつか産学のいい連携を、世間に知らしめたらどうだ。 

（松田臨時議員） 総理、世界最高の頭脳が日本へ本当に来るのかと、ポイントはそ

こなんです。 

（小泉議長） 産学連携、産学連携と言うけれども、具体的にいくつかいい例を世間

に知らせる。そうすれば、なるほどと刺激を与えるよ。 

（松田臨時議員） 今度具体的に言いますから。 

（二階議員） こうすればいいのかと、わかりやすく。 

（松田臨時議員） 抽象的な論議ではないんです。 

（小泉議長） そこをどうやって政府が支援するかとか、そういうのを具体的にやっ

た方がいいな。メタルとは、ナイフやスプーンで有名な燕三条か。 

（竹中議員） 燕三条の磨く技術だけが、アップルのiPod製造で使われているのだそ

うです。 

（小坂臨時議員） 食器を磨く技術です。 

（竹中議員） 燕三条です。 

（小泉議長） ああ、そうか。 

（二階議員） 昔、自由化で大騒ぎしたところですね。 

（小泉議長） そうそう。しぶとくやっているわけだな。 

（竹中議員） あそこは強いです。 

（牛尾議員）  ゴルフの道具もそうです。 

（二階議員） 技術が生きているんだよね。 

（与謝野議員） よろしゅうございますか。今日はグローバル戦略という表題のもと

で御議論いただいたんですが、残された課題というのはいくつもございまして、

引き続き関係閣僚の御参加も得て、経済財政諮問会議において審議いたしたいと

存じます。そして、５月中に最終とりまとめを行い、積極的に「基本方針2006」

に盛り込んでまいりたいと存じます。 

 また本日は、成長力強化のための取り組みとして、イノベーションの促進やグ

ローバル化に対応した製造業の競争力強化について具体論がございました。 

 成長力強化は、歳出・歳入一体改革と並ぶ車の両輪として重要なものでござい

まして、二階大臣におかれましては、本日の議論を踏まえ、新経済成長戦略のと

りまとめに取り組んでいただくとともに、松田大臣、小坂大臣におかれましては、

科学技術政策の見直し等を積極的に進めていただきたいと思います。 

（松田臨時議員） 見直しは、今既に始まっているんです。 

（与謝野議員） わかりました。 

（松田臨時議員） 見直しをいかに加速するかということですよ。第３期基本計画は
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この間決めたばかりです。それを今実行に移しており、25兆円も使うんです。レ

ベルが違うのではないか。だから、現実に動いているということを申し上げてい

るんです。皆さんはそれをわかっているのだろうか。 

（与謝野議員）  そこで個別具体的な問題ですけれども、二階大臣が御説明されまし

た合併審査基準の見直しというのは、非常に重要な話でございまして、ぜひ、公

正取引委員会の方とも事務的に話を進めていただきたいと思っております。 

 総理から、何か御発言ございましょうか。 

（小泉議長） ないです。 

（与謝野議員）  それでは、次の議題に移りたいと存じます。 

 小坂大臣、松田大臣、伊藤教授、本当にありがとうございました。 

（小泉議長） ありがとうございました。 

（松田臨時議員） また御報告にまいりますので。本当にそういうことをやられるの

であれば、ぜひ御報告にまいりますので、よろしくお願いします。総理、総合科

学技術でやっているんです。全く重複したことをやっているので、何だろうと思

いました。 

（小坂臨時議員、松田臨時議員、伊藤東京大学大学院教授退室） 

（与謝野議員） 続きまして、規制改革について御審議をいただきます。 

 中馬大臣、宮内議長が入室されます。しばらくお待ちいただきたいと思います。 

（中馬臨時議員、宮内規制改革・民間開放推進会議議長入室） 

（与謝野議員） それでは審議に入りたいと存じます。 

 初めに、有識者議員から資料が提出されておりますので、奥田議員から御説明

をいただきます。 

 

○規制改革について 

（奥田議員） 民間議員から出ております「規制改革のさらなる推進に向けて」とい

うペーパーを御説明いたします。 

 小泉内閣におきましては、これまで1,500 を超える規制改革が進められており

ましたが、まだ困難かつ重要な課題が残されておりまして、規制改革は本年の諮

問会議における最大の課題であります「歳出・歳入一体改革」と、それからもう

１つ「成長力・競争力の強化」を実現するための、政策の柱の１つでありまして、

より強力に改革を推進する必要があると考えております。 

 具体的には、以下の分野で改革を積極的に推進して、本年の６月の「基本方針

2006」にできる限り具体的な取り組みの方向を盛り込んでいくべきであると考え

ております。 

 １つ目に、「教育バウチャーの導入等に関する検討」であります。民間議員とし

て、特に改革を進めていくべきと考える事項の１つが教育バウチャーでございま

す。これは、教育分野に競争原理を導入するとともに、教育を受ける側の機会均

等、選択肢の拡大を実現いたしまして、教育の質を高めるものであります。これ

については、平成18年度中に導入に向けた工程について結論を得るよう検討を深
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めていただきたく、お願いいたします。また、教育委員会制度の見直し、学校選

択制の全国普及を本格化させる施策について、本年６月ごろまでに、改革の方向

性を明示していただきたいと考えております。 

 ２つ目は、「外国人の受入れ」でございます。前回、諮問会議のグローバル戦略

の議論の中でも指摘されましたが、我が国の経済社会の活性化を推進する観点か

ら、高度な外国人の受入れを図ることは非常に重要であります。具体的には、高

度人材の在留資格の緩和、あるいは、例えば介護といった、現在は専門的・技術

的分野と評価されていない分野に関する受入れ範囲を見直さなくてはいけない。

それから在留管理を強化すること、外国人の生活環境に関する検討の場の設置等

を進める必要があると考えます。 

 ３つ目は、「農業分野での改革の推進」です。消費者ニーズに適合した産業とし

て、強い農業を構築するために、具体的には、株式会社など企業的農業経営の新

規参入・拡大の推進。それから、いわゆる金融や商社、あるいは保険といった経

済事業等の、広範な農協系統事業の抜本的改革、農協系統に過度に依存した農政

の体質改革。それから農業補助施策の担い手、これは具体的には専業農家への集

中と言ってもいいと思います。そのための明確な補助対象要件の設定等を進める

必要があると思います。 

 これら改革策につきましては、遅くとも年末までに結論を得るように検討を進

めるべきであると考えます。 

 ４つ目は「市場化テスト」でございます。今国会で審議されております市場化

テスト法案の内容を迅速かつ確実に実現するために、具体的には法案成立後、で

きる限り早期に第三者機関、いわゆる官民競争入札等監理委員会を設置すること。

それから第三者機関の委員は知見のある民間人で構成するとともに、事務局にも

事業再構築あるいは対象事業などに知識を持った専門の実務家をあてること。第

三者機関は常にオープンな議論を行いまして、国民への説明責任を果たす、とい

う取り組みが重要だと思います。 

 最後に、改革の推進に当たりましては、規制改革・民間開放推進会議や行政減

量・効率化推進会議など、関係する推進組織間の連携を強化すべきであると思い

ます。また、来年３月までで期限切れとなります、規制改革・民間開放推進会議

の後継組織についても早急に検討を開始すべきであると思います。 

 私からは以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。それでは中馬大臣から御発言願います。 

（中馬臨時議員） 規制改革担当大臣でございます。 

 規制改革につきましては、去る３月31日に、規制改革・民間開放推進３か年計

画の再改定を閣議決定していただいたところでありますが、今回の再改定では、

平成17年度の成果として、新たに211 項目を計画に盛り込んだものであります。

これらを含め、小泉内閣発足後の５年間に決定した規制改革事項は、1,500 項目

を超えることとなりました。また、我が国に市場化テストを本格的に導入するた

めの公共サービス改革法案につきましては、現在、国会で御審議いただいており
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ますが、早期に成立させていただけるよう、担当大臣として引き続き努力すると

ともに、法案が成立した暁には、速やかに実施に移せるよう、鋭意準備を進めて

まいります。このように規制改革は着実に前進しておりますが、なお、多くの課

題が残されていることも事実であります。 

 具体的な課題等につきましては、この後、宮内議長から御説明いただきますが、

例えば、地方の主体的な取り組みの制約となっている国の規制として指摘がなさ

れているものとして、教育委員会の必置規制や保育所の施設設置基準など多数あ

ります。 

 規制改革は、公共サービス改革法案と同じく国会で御審議をいただいている行

政改革推進法案にも、重要な政治改革の１つとして位置づけされているものであ

ります。今後とも精力的に取り組み、１つでも多くの具体的成果を挙げていきた

いと考えておりますので、諮問会議の皆様方の一層の御支援と御協力をお願いい

たします。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。続きまして、宮内議長から資料の御提出

がございます。御説明をお願いいたします。 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長、以下「宮内議長」） 宮内でございます。本

日は私ども会議の当面の重点事項と取り組み方針につきまして、御説明をさせて

いただきたいと思います。 

 資料「規制改革の当面の重点事項と取組方針」の１ページをごらんいただきた

いと思います。まず、当会議の最重要課題でございます市場化テストにつきまし

ては、本格導入に向けました公共サービス改革法の法案を策定し、国会に提出い

ただき、現在、国会審議中ということでございまして、総理、御担当の中馬大臣

をはじめ、内閣の皆様の御尽力に感謝申し上げます。 

 同法案成立後は、迅速な施行、導入に向け、今後詳細なルール整備と強力な第

三者機関の立上げが重要課題でございます。その際には、官業の実態調査、資産

査定、あるいは有効な入札基準づくりなどができるよう、民間の実務専門家を、

委員のみならず事務局へも積極的に登用することが必要であろうと思います。政

府の各方面におかれましても、必要な予算措置等を含めまして、ぜひとも御考慮

をお願い申し上げる次第でございます。当会議といたしましても、できる限り連

携を図ってまいりたいと存じております。 

 次に、規制改革全般でございますが、前身の会議からの重要課題でございます、

医療、教育、農業などの、いわゆる官製市場改革を中心に聖域なく取り組み、年

末に最終答申を行う予定でございます。さらに当会議の最終年度でございますの

で、残された課題で最大級の成果を目指すということで、当面の重点事項を絞っ

て集中的に取り組み、６月をめどに「第三次答申」をまとめる方針でございます。

例年は会議の主張や論点を整理いたしました中間とりまとめを行っているところ

でございますが、今年は緊急性、重要性の高い事項がまだ数多く残されていると

いうことで、これらを政府決定できるよう、各省との協議、折衝をしっかり行っ

て、合意、結論を得る「答申」という形でとりまとめる考えでございます。総理

 19



 
平成 18 年第９回 議事録 

 
をはじめ、諮問会議の皆様にもぜひ御理解、御支援を賜りたいと存じます。 

 当面の重要事項は、この資料の１ページ記載のとおりでございますが、時間の

制約もございますので、これらの中で、今日は３つの分野に絞って御説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 ２ページをごらんいただきたいと思います。まず、教育分野でございますが、

昨年度、内閣府でアンケート調査をいたしました結果、保護者の現在の教育に対

する不満が予想以上に多いということがわかりました。資料は付けませんでした

が、行政や教育関係者など、いわゆる供給者が与える教育から、児童生徒・保護

者などの受け手が評価・選択し、供給者が切磋琢磨する教育という方向への転換

を、より強力に推進する必要があろうかと存じます。その第一歩といたしまして、

昨年度は「基本方針2005」に記載されました学校選択制の全国的普及の具体化に

ついて、重点的に取り組みました。今年度は、この選択制がより実効性を持つた

めに不可欠な教育利用券制度、いわゆるバウチャー制度の導入をぜひ実現すべき

と考えます。 

 現行制度では、学校への予算が学級数、教員数を基準に配分されており、かつ

公立・私立で大きな格差がございます。これを選択制の下で、生徒数に応じて予

算を配分すれば、一人一人の財政支援が公平化され、学校教員の努力を大きく促

すことになります。このような制度は、既にイギリス、オランダ、スウェーデン

等の先進国で完全に実施されているという実績もございます。「基本方針2005」で

は、今年度中に何らかの結論を出すこととされておりますが、これを前進させ、

導入に向けた工程について具体的な結論を得るべきと考えております。 

 次に、教育の出し手、供給者側の問題といたしまして、国レベルの文科省、都

道府県レベルの教育委員会、市町村レベルの教育委員会の重層構造と、教育委員

会と自治体行政の分離構造が責任と権限の所在をあいまいにし、様々な非効率と

矛盾を生んでおります。児童生徒に教育を提供する現場に責任と主体性を持たせ

る。そして、そういう選択制を通じた切磋琢磨を実現することが必要と存じます。

これらの解決のためには、教員人事権、学校長の権限・責任、教育委員会改革な

ど「基本方針2005」で閣議決定済みの課題について、早急に具体化を図るべきだ

と存じます。 

 その際、まずは教育委員会の必置規制を見直し、自治体などの現場が責任権限

を明確化して、教育行政に当たる道筋を開くべきではなかろうかと思います。こ

れには、かなり以前から特区要望も提出されておりますが、未だ実現されており

ません。教育の重点事項は、いずれも、かなり困難な課題でございますが、例え

ば、特区での先行実施も視野に入れて、早急に一歩前に踏み出すことが必要と存

じます。 

 これらの課題の大前提でございます学校選択の自由化につきまして、昨年末に

大臣折衝を経て合意に至った内容が、実は文部科学省において、必ずしも適切に

実施に移されていないという懸念が生じておりまして、当会議としても、極めて

重大な関心を持っているということを御報告申し上げます。 
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 ３ページをごらんいただきたいと思います。放送・通信分野の規制改革でござ

いますが、医療、教育、農業などの官製市場改革と並ぶ最重要課題でありながら、

これまで本格的な検討が遅れていた分野と存じます。技術革新の成果が十分に発

揮されない古い制度を見直し、国民がその恩典を享受できるようにするため、規

制改革がとりわけ重要な分野と存じます。国内の既存のマーケットを取り合う発

想から、利害調整に終始するあまり、他国の後塵を拝するメディア後進国となっ

てしまうのか、あるいは持てる技術や文化を大きな果実に花開かせるような新し

い市場を切り開き、グローバルな競争力を発揮できるようになるのか、我が国の

放送・通信分野では、今こそ過去にない最大の岐路に立たされていると言っても

過言ではございません。これは多様なコンテンツにあふれた豊かな生活を欲求す

る国民にとっても、極めて大きな課題であると強く認識しております。 

 その中でも、特に公共放送のあり方の見直しは、放送通信の融合時代に合わせ

た制度改革、及び「官から民へ」を実現する官業改革の両面から喫緊の課題でご

ざいます。ＮＨＫにしっかりした規律が働くよう、ガバナンスの強化、公共放送

の範囲の見直し等について、早急に結論を得る必要がございます。また、ＮＴＴ

のあり方の見直しも長年の残された重要な課題でございます。通信産業の国際競

争力強化、利用者便益の向上のためには一層の競争促進が不可欠でございます。

これらに合わせて、放送・通信の融合、デジタル化、ＩＰ化の進展に合わせ、両

分野における著作権問題や競争促進のための様々な規制改革の推進が重要と存じ

ております。昨年の第二次答申で当会議が提言いたしましたテーマを含めまして、

現在、総務大臣の下で、これまでになかったような包括的、かつ抜本的な検討が

鋭意進められております。幅広く深いだけに極めて困難な課題と存じますが、ぜ

ひとも、この機会に意義ある結論を得ていただくということが必要であろうかと

思います。総務大臣に、そうした目的を成し遂げていただくことを強く期待申し

上げます。 

 この分野は、例えば、デジタルテレビで録画した番組を、なぜダビングや編集

ができないのだろうか、アナログテレビよりむしろ不便になっているではないか、

そういう声が一般の消費者から疑問として起こっております。当会議といたしま

しても、引き続き消費者・利用者本位の観点から、よりよい改革の成果を得るた

めに、できる限り御協力し、提携を図らせていただきたいと存じます。 

 最後でございますが、外国人の在留・受入れの規制改革につきまして、２点申

し上げます。 

 現在、外国人の在留資格では、医療など様々な分野での日本の専門資格者が認

められております。しかしながら、ニーズが高まっております福祉分野は、在留

資格として認められておりません。その中でも、特に介護福祉などを容認すべき

と存じます。また、既存の在留資格についても、対日投資促進などの観点も踏ま

えまして、取得要件の緩和を図るべきと考えております。 

 一方で、入国後の在留管理体制はしっかりと整理し直すべきと考えます。昨年

の第二次答申に沿って検討が進められておりますが、関係法令の改正等にまで踏

 21



 
平成 18 年第９回 議事録 

 
み込んで、本格的に実施を図るべきではなかろうかと存じます。 

 重点項目のうち３点を御説明させていただきましたが、最近、メディア等を中

心に改革によって格差社会が広がっているという論調が展開されておりますが、

むしろ規制によって既得権を持つか否かが分かれ目となる不公正な格差が形成さ

れてきたのが過去の実態であります。規制改革はすべての人に平等に機会を与え

る、公正な社会を実現するものでございますので、既得権との衝突を伴うがゆえ

に様々な摩擦が生じますが、ひるまずに取り組んでいく必要があろうと存じてお

ります。 

 過去５年間、小泉政権誕生後得られました規制改革の成果・実績は、その前に

類を見ないほど、とてつもなく大きなものであったと確信しております。今後と

も引き続き、皆様方の力強い御指導をお願い申し上げる次第でございます。 

 ありがとうございました。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。それでは御発言のある方は御自由に御発

言ください。 

（小泉議長） 教育利用券って、具体的にどういうことですか。わかりやすく言って

ください。 

（宮内議長） 最後は、一人一人にいくら分というふうに渡すというので、バウチャ

ーという名前が付いているわけですけれども、実際、今やろうとしておりますの

は、生徒の数に合わせて公的補助を学校に対して分けていくべきではなかろうか、

ということ。 

（小泉議長） 個人が利用券を持つわけじゃないんでしょう。 

（宮内議長） 最後はそこまで議論を進めたいと思いますけれども、その中間といた

しまして、生徒数に合わせて公的援助の金額を決めていくと。 

（小泉議長） 学校が持つのか、学校がもらうのか。 

（宮内議長） 学校に渡すという考えが今出ているところでございます。最後のバウ

チャーまでは、まだちょっと制度的に……。 

（与謝野議員）  子ども一人一人が利用券をもらうわけで、もらって、それを学校に

提出すると、その学校が今度は予算をもらうと。 

（小泉議長） それは、小中高、大学の全部か。 

（与謝野議員）  義務教育ですね。 

（小泉議長） 小中だけか。 

（安倍議員） 公立と私立が同じになるわけです。 

（宮内議長） 公立・私立も同じにすべきではないかと。 

（吉川議員） ポイントは、要するに、生徒が自由に学校を選べるところ。 

（小泉議長） 学校がもらって、自由に選べるだろうかね。 

（吉川議員） 生徒が学校を選べるんでしょう。 

（竹中議員） 例えば、私がこの小学校に行くことに決めたとして、私が登録すると、

この小学校が、国・地方からお金をもらえるということになるわけです。あくま

で私が、行くところを決められるわけです。そうすると、授業料相当分が、予算
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を出しているところからこの小学校に支払われる、という意味です。 

（小泉議長） そうなると、実質的には親が決めるということだな、小中学校だから、

そうだろう。 

（与謝野議員）  そのとおりです。だから親のところに券が来るわけです。その券を

学校に提出する。 

（吉川議員） 従来は、学校の生徒数というのは、その学区に何人ということで生徒

の人数も決まっていて、それで補助金が出ていた。ところが今度は、生徒あるい

は家族が自由に学校を選べるということで、補助金が後から付いていくというこ

とですから、理論上、学校が淘汰される可能性がある。そうしたことから学校間

で競争、努力が生まれる。 

（小泉議長） 今の制度で、もしこの教育利用券を取り入れたら、具体的にどう変わ

るのか。 

（安倍議員） 人気のない小学校、中学校には生徒は集まりにくくなる。 

（与謝野議員）  昔は住んでいるところで行く学校が決まったわけです。今は大分自

由化されていて、住んでいるところで通うはずの学校の、隣の学区まではいいと

言っているんです。これは小学生が通学するときの安全性など、いろいろなこと

を考えてそうなっているんですが、バウチャー制度になると、どこへ行っても構

わないということで、通学区域との問題が出てくるんです。 

（二階議員） だから、人気のない学校は廃校になってしまうんです。 

（小泉議長） それで反対があるわけか。 

（竹中議員） そうです。 

（本間議員） 今までインプットの投入の方に予算を付けていたのを、今度は人数と

いうアウトプットに応じてお金を配分して、それが選択という形で自主的に動き

ますから、生徒が多く来たところの予算が結果的に多くなる。 

（与謝野議員）  私学助成との関係があるんです。 

（安倍議員） それから、私立に行った人の１人当たりの公的助成の部分です。学校

に行っている人の公的助成がイコールになる。したがって、私学の場合は授業料

の差額は、おそらく払わなければいけないんでしょうけれども、バウチャーも渡

しますので、その分だけ公的な支援が来るということになるわけです。 

（小泉議長） 反対論の主な理由は何か。 

（宮内議長） 学校間の競争が起きるということだろうと思います。 

（二階議員） 日教組は大反対している。 

（小泉議長） ますます格差が起きるという批判か。 

（牛尾議員） 競争になって困るところは反対する。競争を歓迎するところはみんな

賛成する。高校ぐらいまで、やがては大学までこれを広めていくわけだが、高校

まで義務教育無料の国は多いし、大学は、アメリカは有料だけれども、ほとんど

ローンが効きますから、バウチャーを渡してローンで必ず返済するというのも１

つの方法になってくる。 

（小泉議長） 日教組は反対か。 
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（宮内議長） 父兄は圧倒的にバウチャーのような方法がいいということで、賛成

46.6％、反対10.7％です。父兄は圧倒的に賛成の方向です。 

（小泉議長） 特区制度が認められないというのは、主な理由は何なのか。教育委員

会について、「地方自治体から『必置規制撤廃』の特区要望があるも未だ実現せず」

と書いてある。 

（宮内議長） 特区要望でも、実は特区で実験をして、特段の支障がなければ全国あ

まねくそれを普及したいというのが規制改革会議の考え方でございますから、や

はり特区のところで押さえないといけないということで、特区で認めることさえ

大変難しくなってきたというのが最近の流れでございます。 

（小泉議長） 自治体からの要望はあるのか。 

（宮内議長） ございます。 

（中馬臨時議員） これは政府の地方制度調査会がはっきりと答申を出しているんで

す。教育委員会の必置義務を外して、置かなくていいところは置かなくていいよ

うにしたらいいではないかと。これを規制改革会議でもやっていただいています

けれども、文部科学省は頑として絶対反対。 

（与謝野議員）  いや、必ずしもそうではないんです。 

（中馬臨時議員） そうではないのか。 

（与謝野議員）  文部科学省の主流の考え方は、教育委員会を廃止してもいいと思っ

ているんです。教育委員会というのは、もともと知事部局を革新勢力が占めても、

教育委員会が独立性を保っていることにメリットがあった。それはもうなくなっ

てしまって、今の教育委員会は教員ＯＢのたまり場にみたいになり、教育的な効

果は余りないんです。だから、本当はやめてもいいという人が文部科学省の中で

も多いんです。 

（小泉議長） それじゃ、どうして特区を認めないんだ。 

（竹中議員） そこからの反対で、今までは少なくともできていないわけです。 

（小泉議長） 中馬さん、頑張らないとだめだよ。 

（中馬臨時議員） 頑張ります。もう１つは、自分の子どもが何か問題を起こしても、

駆け込み寺のようにすぐ教育委員会に言いつけるわけです。そういうような役割

になってしまって、教育委員会が、いろいろな意味で父兄の教育にも問題を起こ

してしまっていると思います。 

（小泉議長） もともと特区というのは、わからないけれども、やってみてよかった

ら広げよう、だめだったらやめるというものなんだから。 

（二階議員） 全くそのとおりで、特区でやってみる必要はありますよね。 

（与謝野議員） あるんです。 

（小泉議長） 躊躇しないで。 

（二階議員） 人気のない学校は廃校に追い込まれるけど、人気があり過ぎる学校は

生徒があふれてしまい、教室をたくさん建てなければいけないことになって、そ

ういうことをどう解決するかという問題もある。 

（竹中議員） 宮内議長から、通信・放送は本当に大事だからしっかりやれと言って
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いただいたので、一言だけ申し上げます。 

 この問題は、二階大臣に御担当いただいている成長力とも大変絡まってきます。

といいますのは、通信・放送の売り上げで20兆円、ＧＤＰの４％の規模がありま

す。付加価値だともう少し、４％よりも小さいわけですけれども、実はコンテン

ツの市場の大きさだけ見ますと、日本はアメリカの５分の１しかありません。し

たがって、10年ぐらいでその半分や、３分の２に追いつくことがもし実現できれ

ば、単純に考えて、ＧＤＰの成長率を0.3 ％や、0.4 ％押し上げるぐらいの力を

持つんです。 

 今起こっていることを簡単に申し上げると、今まで音声や映像は、電波やケー

ブルテレビなど、いわゆる放送の施設でしか送れなかったわけですけれども、技

術が進歩して、ＩＰインフラで、つまり放送ではなくて、通信のインフラでもテ

レビと同じようなものが送れるようになったという事実に尽きるわけです。にも

かかわらず、今の制度はこの古い技術を前提にしていますので、放送と通信の間

で大変ややこしい法律体系になっています。放送法、電波法、有線テレビジョン

放送法、電気通信役務利用放送法、電気通信事業法等、７つか８つぐらいががん

じがらめになって、私もよく覚えられないぐらいの法律になっています。 

  そのややこしいことの典型が、実は著作権に表れているわけです。つまり、放

送でやるときは著作権は割と柔軟なんだけれども、通信のインフラで送ろうとす

ると、これは通信だからということで、著作権があり、急に厳しくなってなかな

か事業が拡大できない、コンテンツも増えないという状況になっている。 

 そういう状況の中で、今、何が起こってきたかというと、実はＮＨＫ問題とい

う非常に固有の問題が起こってきた。ガバナンスがどうなっているのかと。 

 そしてＮＴＴはＮＴＴで、世界の通信企業がどんどん統合に向かっているもの

ですから、ＮＴＴも再統合かというように言われるわけですけれども、当然のこ

とながら、それで本当に公正な競争ができるのかという、競争政策の大問題が出

てきております。今、一生懸命議論しておりますけれども、ＮＴＴに関しては、

やはりＮＴＴのあり方を再検討して、通信市場での公正な競争を促進するにはど

うしたらいいかということに、結論を出さなければいけないと思います。 

 ＮＨＫに関しては、これはガバナンスが欠如している。特殊法人としての組織

や業務の大きさそのものが、今のままでいいかということも検討しなければいけ

ません。その中で国際的な情報発信をどのように機能させるかということについ

て、具体的な姿を示さなければいけないと思います。 

 もう１つ。民放は、今までの旧郵政省の時代の規制が非常に複雑だったことも

あって、自由な事業展開ができない仕組みになっています。放送全体の売り上げ

が４兆円なんですけれども、アメリカではタイムワーナー１社で５兆円ぐらいの

売り上げがある。そういう状況になって、民放は、そういうメディアコングロマ

リットに本来なれるはずなんだけれども、いろいろな規制があってできない。そ

れをどう見直していくか、ぜひ方向をお示ししたいと思います。成長戦略にも絡

みますし、５月ぐらいに、ぜひ御報告をさせていただければと思っております。 
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（与謝野議員）  本間議員。 

（本間議員） これは宮内議長にお願いすることになろうかと思いますが、宮内議長

の資料１ページの２の「官製市場改革を中心とした規制改革」は私も非常に重要

だと思うんですが、この中で政府調達の問題をどう考えるか。公共事業だけでは

なく、様々な分野で政府調達がされておりますけれども、この部分について徹底

的な市場の透明性、公正の確保をいたしませんと、やはり歳出・歳入一体改革を

進めていく上で、国民の理解が得られないということもございます。これまで、

個別に問題が顕在化をすると、モグラたたきみたいな形でやっておりますけれど

も、包括的に検討していくということが求められていると思います。我々民間議

員としても問題提起をしたいと思っております。ぜひ、この点についても市場の

規制との関係の中で御指摘をいただければと思っております。よろしくお願いい

たします。 

（与謝野議員）  牛尾議員。 

（牛尾議員） 放送と通信の問題ですが、私も、知的財産戦略本部コンテンツ専門調

査会のデジタルコンテンツ・ワーキンググループの座長をしておりますけれども、

この分野は、ものすごい勢いで需要が増えているんです。テレビを通さないでパ

ソコンに映像を配信しているＩＰマルチキャスト放送といった分野はどんどん増

えているし、最近はテレビ放送を携帯電話で見られる「ワンセグ」の対応機種が

すごい勢いで売れていまして、そういう従来的ではないものがあふれるように出

てきている。それが著作権問題で、既存のものは後請求で済むんですけれども、

こういうものはどこがどうなっているのか、まだ全然整理されていないんです。

しかし、そこへいろいろなソフトウエアが殺到しているわけですから、ある程度

自由にして実害のないことはどんどん好きにやらせると、経済的に相当な量にな

る。そこに割合と優秀な人材が集まってきているので、古い存在と新しい存在の

摩擦は生じるかもしれませんが、ある程度競争に委ねると、恐らく市場は５年間

で倍ぐらいになるであろうと思うので、これは一度経済産業省で、その辺りを業

種として調べられるとおもしろい。我々のところは特許問題をやっているわけで

すが、業態としてどうなるかということはどこも調べておりませんので、ぜひ二

階さんのところでやってください。 

（与謝野議員）  そろそろよろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい、いいです。 

（与謝野議員）  それでは、議論はまだまだ残っておりますが、引き続き諮問会議で

議論を行いまして、「基本方針2006」に間に合うように議論を続けたいと思ってお

ります。 

 総理から何か。 

（小泉議長） いいです。 

（与謝野議員）  よろしゅうございますか。 

 本日は時間の都合もございまして、以上で終了いたしますが、歳出・歳入一体

改革については、各論に入らなければならない時期が来ておりますので、よろし
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くお願いを申し上げます。 

 それから、先般、奥田議員から社会保障についてのご提案がありましたが、実

は５月９日に官房長官主宰の「社会保障の在り方に関する懇談会」がございまし

て、そこでとりまとめに向けた議論が行われます。社会保障については、そのと

りまとめを踏まえて議論をいたしたいと思いますので、５月９日以降にさせてい

ただきたいと思っております。 

 またその際、財務大臣にお願いでございますが、先般の「中間とりまとめ」を

踏まえまして、将来世代に負担を先送りしない社会保障制度を確立するために必

要な安定的財源の確保について、論点を整理して御報告をいただければと思って

おります。 

 いずれにしましても、各論に入ってまいりますが、党の方も一生懸命やってく

ださっておりまして、来週からは歳出・歳入一体改革の具体的な問題に入る。そ

れに沿って、私どもも努力をしなければいけないと思っております。どうぞ。 

（谷垣議員） 今、与謝野大臣からお話がございましたけれども、社会保障に関して

は、我々も財政制度等審議会にも検討してもらおうと思っているんですが、もち

ろん制度もいろいろ見直していかなければいけませんけれども、安定的な財源を

どこに求めるかということが一番大事だと思います。その際、今の予算でも総則

で消費税は目的化しているように書いていることとの関係をどうするかとか、基

礎年金の国庫負担分をどうするかというようなこと、それから与党税調の今まで

の整理などを踏まえる必要があると思うんですが、いずれにせよ、与党の御検討

も踏まえながら、論点を整理して御報告いたしたいと思います。 

（与謝野議員）  よろしゅうございますか。 

（小泉議長） お疲れさまでした。 

（与謝野議員）  どうもお疲れさまでした。 

 

（以 上） 


