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（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）

○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） 
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（概要） 

○成長力・競争力強化について

（伊藤東京大学大学院教授） 資料に基づき、最初の２、３枚を中心にお話をさせてい

ただく。 

民間議員の方とも議論し、大きな視点として、３つの点を強調したいと思う。１ 

つ目はスピード。２つ目は選択と集中（比較優位の徹底）、そして３つ目は、目標

をはっきり出して、それをアジア全体に発信していくこと。 

スピードについては、前回お話させていただいた。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て

やっていくことが、実現可能性の上で重要であるだけでなく、日本がどのようなス

ピードで、どの方向へ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。 

これだけ補足させていただき、今日は２つ目と３つ目の話をさせていただく。 

２つ目の選択と集中について。少子化で人口が減少する中、グローバルな中で日

本が力を維持するためには、やはり得意な分野に資源を集中していくことが重要で

あり、特に人材が鍵となる。国内の人材を日本が得意とする分野に動かすと、例え

ば、看護・介護の分野が、どうしても手薄になる。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、今の状態で人の配置を考えるのではなく、

日本の５年後、10 年後の姿を見据え、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、といったところを集中的に議論する必要がある。 

また、前回、20 組に１組が外国人との結婚であるという話をした。その趣旨は、

外国人の受入れを拡大すべきか否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、どういう強い仕組みを日本がつくるかということを考えることが先決

であると思う。既に安倍官房長官の下で検討に入ったと聞いているが、在留外国人

の管理の在り方、あるいは外国人が日本で活躍できるインフラの整備等々を早急に

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かと思う。 

３つ目として今日強調したいのは、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ということ。アジアに行く

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多い。これは必ずしも我々の本意ではないかもし

れないが、それだけ日本のグローバル戦略のアジアへの発信が非常に弱いのだろう

と思う。 

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様々な努力を

し、今後もさらにスピードアップして進めていくわけだが、ではその後に、日本は

アジアにおいて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、非常に大きな問題である。 

既に総理は、いわゆる東アジア共同体ということを表明されているわけだし、こ

こに１つの案として出しているが、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

のではないか。決して中国と争うつもりはないが、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、競い合ったりする

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かと考える。 

もう一点重要なのは、日本の国内でグローバル化のために何をするかということ

ももちろん大事だが、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
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ことが問われていると思う。おそらく、この後、経済援助の話等の議論が出ると思

う。今回、ここに「アジア版ＯＥＣＤ」という言葉を使っているが、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

いると思う。 

日本が得意な分野は色々あると思うが、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る上で、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であるだけでなく、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、非常に重要だと思う。 

時間が限られているので、以上にさせていただく。 

（牛尾議員） 「成長力強化のための具体的な取り組みについて（その１）」という資

料を配付している。 

成長力の強化は、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。我が国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

広い取り組みが不可欠であり、グローバル戦略と新成長戦略の２戦略について、議

論を積極的に進めることが大事である。 

これらを「骨太方針 2006」に盛り込むため、次の２点の具体化を図ることを提案

する。 

１点目は、生産性の向上にはイノベーションの促進が不可欠である。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、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

基本的には民主導だが、政府にもすべきことが山ほどある。基礎・応用研究と実用

化・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。 

アメリカのブッシュ政権は、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、一般論でなく集中的に、次のような取り組みを進める

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、新世代自動

車向け電池や、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。 

   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。 

２ページに入って、ＩＴ技術等については、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る。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。 

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いるが、

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、伊藤先生

のご指摘のとおり、企業内の国際分業の高度化に対応し、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

がある。 
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具体的には、「・」にある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、２年前のアメリカと

の租税条約の実施が日米間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

る。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る。財政再建とともに、成長力の強化

には、こうした制度的なものが非常に重要である。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

る。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、小坂臨時議員や松田臨時議員にも、そういう点での今後の検討を期待する。

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、実際の手当ては民間でやるにしても、これらに関する政府の役割

は非常に大きい。 

科学技術政策も、松田臨時議員、小坂臨時議員ともにペーパーが出ているが、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。また、二階議員とも、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

さらに進めていきたいと考えている。 

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、引き続き議論してまいりたい。 

（小坂臨時議員） それでは、「人材養成・基礎研究からのイノベーション創出へ」と

いう資料に基づいて説明する。 

１ページ目、私どもとしては、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、その方向性を決める大変重要な年であると思っている。経済活性化や

国際競争力の強化に向けて、優れた人材の養成や基礎研究の推進によりイノベーシ

ョンを創出し、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る。４点

について、文部科学省が重要と考える取り組みの全体像を説明する。 

２ページ目、優れた人材の養成・確保は、科学技術創造立国実現に向けた鍵であ

る。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いきたい。特に、

外国人研究者を惹きつける環境の整備については、研究環境の充実に加え、生活環

境の充実が大変重要である。先進的な研究機器の整備だけでなく、家族も含め快適

に生活できる環境が、外国人研究者を惹きつける上で、近年大変重要になっている。

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

る等の措置が必要であり、さらに、外部の専門人材を活用した理科補助員等の全国

配置によって、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りたい。 

３ページ目。基礎研究の推進は、イノベーションや多様な知の源泉である。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は、基礎研究を着実に実

施するための両輪となるもので、経費の充実が大変重要である。ここにあるような、

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、重要な問題である。 

４ページ目のイノベーションの創出について、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、未踏の分野を切り拓くことが必要である。我が国オリジナ

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ある。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」ということであり、
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試行錯誤の中で、実用化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」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ある。 

このためには、例えば、インターネットのようなＩＴを活用して、大学と産業界

のマッチングの場、すなわち、大学のどの教授がどういう研究をしているのか、そ

して産業界で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

といった、大学と産業界の出会いの場を構築していく。こういうことが必要ではな

いかと考えている。 

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る。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たいと考えている。 

最後のページは、分野別戦略で定められた戦略重点科学技術の着実な実施を図っ

ていくことであるが、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いて、

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ある。 

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ことから、

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、創薬分野においても飛

躍的な時間短縮が図れる。先端的な医療分野で人類の悩みを克服できる、世界を牽

引するイノベーションを生み出す基幹的な技術になると確信している。 

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って、国家の存立の基盤を支え

る技術と認識している。 

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っ

て、我が国の持続的発展を確実なものとしていきたい。この点について、松田臨時

議員としっかり連携しながら進めていきたい。 

（松田臨時議員） イノベーションは科学技術の発見、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、まさに経済成長の最も大きな原動力である。日本の

科学技術の水準は、ご案内のように、最近優れた論文が非常にたくさん出てきてい

る。そういう意味では非常に進歩していると思う。また同時に、資料にいくつか例

をあげてあるが、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いるが、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う。 

ご案内と思うが、第３期の科学技術基本計画、今年度から５か年間の 25 兆円を

決めていただいた。この 25 兆円を思いきりうまく使うことが重要であるが、そこ

で一番大きく取り上げたのはイノベーションである。そのため、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。 

優れた研究の種というのは、比較的まかれつつあるが、まだまだ少ない。これを

もっと増やすために、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 つくると決めた。これから実際どこにどういうのをつくるかをみんなで選んでい

ただきたい。それからさらに、３期の目玉事業というのは、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である。そ
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こで３期の目玉事業として、資料 2 ページ目に書いてあるが、先端融合領域、イノ

ベーション創出拠点事業をつくり、選別に入った。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。現実的に動いている。 

また、優れた研究者を集めろと言われるが、アメリカでは平気で一人 5,000 万円

ぐらい払っている。諮問会議も、大学の先生が議員となっているが、皆さんの給料

は一緒である。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う。少し荒っぽい

言い方をするが、論点を明確にしているので、よろしくお願いする。 

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期の大きな柱である。正

直申して、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、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

おり、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。あとはやり方である。私はこの大

臣をやらせてもらい、しみじみ思う。みんなで力を合わせていただきたい。 

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と思う。

私は小泉議長は立派だと思った。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言いたい。 

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、どっちでもいいので、

勝つほうに日本の世界標準をつくらせる。ＩＴだなんだと言うが、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みんなで決めるべき

である。そして、それを徹底的に育てるという作戦をぜひ考えてもらいたい。 

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るべきである。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。徹底的にやるべき。産学

連携は言葉ばかりで、実態はものすごくまだかけ離れている。 

それから今日配布しているが、「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ので、連携をしっか

りお願いしたい。 

これはこれでやるが、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、ちょっとよくわからないが、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う。科学技術会議の

知恵も出すので、経済財政諮問会議の知恵もこっちにいただきたい。こちらは、こ

こに書いたようなことを今どんどんやり始め、２か月でまとめるので、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

いただきたいと思う。 

（二階議員） 昨日４月 18 日は「発明の日」であり、特許庁として、全国で 100 ほど

の優秀な企業をピックアップしていました。ようやくそれが冊子にまとまったので、
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後に追加資料としてお配りしたい。 

先程来、牛尾議員からご説明のあった成長力強化に関する有識者議員ペーパーの

ご提案には、私どもは賛成である。私から、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の整備」の２つについて、具体的なご提案を

させていただきたい。 

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る。 

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

究が必要である。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る。 

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る。例えば、液晶という現象は、ご承

知のとおり、1888 年に植物学者により発見されたが、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 年以上かかっている。先ほど小坂大臣、

松田大臣からご指摘をいただいたことはごもっともである。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。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

必要である。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、名実共に「世界のイノベーションセンター」を目指す。

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

だいているが、これからも一層お願いをしたい。 

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

ている。関係府省の横断的な施策、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う。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」と名づけている。 

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

柱の一つである。そのために、まず解決すべき制度上の重要な課題を三つ提案する。

まず、独禁法上の合併審査の問題である。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

である。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。グローバル競争の実態を踏

まえ、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る。 

先ほども申し上げたが、昨日４月 18 日は「発明の日」であり、発明に功労のあ

る方々を経済産業省は表彰したところであるが、その際、併せて全国で 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

冊子を用意しているので、後ほどぜひ目を通していただきたいと思う。 

知的財産の保護の問題が重要であるが、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る。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いる。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る。 
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三つ目は、国際課税制度の整備である。先ほどのご提案にもあったが、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る。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る。 

ペーパーにはないが、牛尾議員から前回もご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、ご指摘のとおり、極めて重要である。

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い

る。 

結論として、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る。この場で議論した上で、政府一丸、官民一

体となって取り組んでいくことが、先ほど松田大臣からもご指摘のとおり、重要で

ある。 

最後に、伊藤教授からご説明をいただいたグローバル戦略について一言申し上げ

る。 

中間とりまとめ案の基本的な方向性については、大賛成である。私がこれまでご

提案申し上げてきた東アジア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る。当方

でも引き続き、関係省庁とも十分連携をしながら、実現に向けてしかりと取り組ん

でいきたい。 

（奥田議員） 先ほどもお話しがあったが、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ある。有識者議員ペーパ

ーの「グローバル戦略の中間とりまとめにあたって」の５ページであるが、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、「ＥＰＡ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……柔軟に対応する」という記述があるが、これを確

実に、ぜひ進めていただきたいということが１つのお願いである。 

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あるが、

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ある。現行は３

年であるが、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あるが、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あるが、これは現行は認

められていないが、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、と思っているの

で、よろしくお願い申し上げる。 

（小泉議長） 産学連携の足りない点はどういうところか。 

（松田臨時議員） まず基礎研究をやっている大学側は、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・応用と分けているが、目的的基礎と

いうか、本当の基礎研究。本当の基礎研究はもちろんあるが、多くの大学のお金は、

本当の基礎だけではない。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つ挙げておいたが、30 年、40 年かけてものすごく花が開く。

そういう基礎をうまくつなぎ、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。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う。もう１つ言うと、

大学側が全然改革が遅れている。法人化したけれども、例えば、本当の能力主義が
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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。小坂臨時議員、日本の大学はまだ徹底的な改革

が要るのではないか。本当に使い物にならない。 

（小泉議長） 企業と交流した方が刺激を与えるのではないか。 

（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。ケンブリッジ、スタンフォードなど、くやしいくらいである。それが

現実である。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

スを今度呼ぶが、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

良く知らしめなくてはいけない。 

（奥田議員） 経済界の実態を申し上げると、例えば、自動車は部品やそのパーツがあ

るが、それ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、産官学というのは非常に新しいことのよう

に言われているが、これはずっと昔から、教授とうちの会社の技術者、この人々と

の交流はものすごくあった。それは国内もそうだし、国外も同じである。それが会

社によって違うのだろうが、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が、大体あ

る規模以上の会社は、松田臨時議員が言われたように、個別ベースでの交流という

のは昔からあって、契約で１年幾らとか、そういう形でやっていることは事実であ

る。 

ここに書いてあるが、日本発のイノベーションが全然ないと言われているが、自

動車で言うと、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、

それは例のドアミラーがパタンと倒れるものである。 

（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。 

（奥田議員） あれが日本の自動車の特許というか、発明だ。なぜ生まれたかというと、

あれをやっておかないとぶつけられるから。自動車の基本特許の多くは、外国の発

明だ。残念ながら、自動車会社なんて偉そうなことを言っているが、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。 

（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うが。 

（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。応援団も多いです。私達も私達もと言っている人が大

分いる。今度、総理からご指示があり、経済産業省で幾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、今年の予算でやろうということになった。

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、オープンにさえなれば、金銭の授受がわりと自

由になる。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が、今

度は全部オープンにできるようになった。逆に私立大学が寄附したりする時に、私

立大学の寄付金の税制控除というのはうまく進んでいないため、逆に私学の方が今

は不平等だ、というケースがあるようだ。税制面では、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、私立大学の場合は税制

9


平成 18 年第９回経済財政諮問会議 



でだめな場合が多い。税制面では、国立大学と私立大学は、状況が大分違うようだ。 

（吉川議員） 先ほど松田臨時議員から話があったので、大学にいる者として一言発言

させていただきたい。大学と企業との関係というのは、戦後長い歴史の中で色々変

転があったと思う。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。よろしければ、小坂

臨時議員からもご説明頂けたらと思うが。 

（松田臨時議員） そんなことを是認したとしても進歩がないのではないか。 

（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うが、企業

と大学の関係は、かなり近くなってきている。 

（松田臨時議員） そんな認識では甘過ぎると思う。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だ。 

（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だが、例えば、

牛尾議員、奥田議員も我々の大学に関係していただいている。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う。 

（松田臨時議員） こんな現状で満足していてはだめだと思う。 

（小坂臨時議員） 競争的資金を一つの橋渡しにして、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いるし、色々な形で産学連携を支援して

いる。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、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。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ければならない。 

それからもう１点。先ほど大学と産業界の出会いの場と申し上げたが、ノーベル

賞も、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。色々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

だから、大学の研究というのは、幅広く色々な分野にタッチできるようにしておい

た方がいい。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、外国の企業はポンと資金を出してくれるが、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。最近の例で申し上げると、水素センサーについて、ある大学が研究してい

た。そのセンサーをある地元企業が買ったわけだが、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。

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、一部だけの流通でお

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

っと多くの企業が興味を持って値付けし、もっと高く売れるかもしれない。このよ

うに、産業界には大学の研究情報をもっとほ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のではないか。 

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

ふうに思うが、実は今一番売れている商品に iPod がある。iPod は、アップルがつ

くっているが、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ある。部門にもよるが、奥田議員が言わ

れたように、日本の産業にはまだ弱い部分が非常にあるというのは事実だと思う。

大学との関連で１点だけ申し上げる。アメリカの大学等を見ていると、必ず渉外
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担当副学長という役職がある。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。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。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う。だから、大学の自治というのはよく言われるけれども、

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

う。 

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。例えば、九州大学では、元銀行員だった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うような認識でいいのではない

かと思う。 

（本間議員） 竹中議員の言われた通りで、独立行政法人化の流れの中で、第一歩は踏

み出したが、なかなかそれが効果を発揮していない状況だと思う。１つは器の問題。

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だが、現

実には、ほとんど変わっていない、あるいは管理が強化されている部分がある。東

大などは積極的に推進しているが、他の大学の動き方は、極めて遅々たるものだ。

もう１つは意識の問題。これまで安住してきたので、動かない方が楽、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。これ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う。 

同時に、産官連携をするのに必要な専門性がない。これは竹中議員が暗黙のうち

に言われた問題だが、大学と産業界をつなぐ人材がいない。個別に動いている人は

いるが、企業と大学との組織としての関係が希薄だ。個人ベースに任せているとい

うことだと思うので、器と意識と専門性をどのように強化するかということを、ぜ

ひお考えいただきたい。 

（小泉議長） 幾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） 世界最高の頭脳が日本へ本当に来るのかと、ポイントはそこだ。 

（小泉議長） 産学連携、産学連携と言うけれども、具体的に幾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。 

（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そうだ。 

（小坂臨時議員） 食器を磨く技術だ。 

（二階議員） 昔、自由化で大騒ぎしたところだ。 

（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。 

（牛尾議員） ゴルフの道具もそうだ。 

（与謝野議員） 今日はグローバル戦略という表題の下でご議論いただいたが、残され

た課題は幾つもあり、引き続き関係閣僚の参加も得て、経済財政諮問会議において

審議をいたしたい。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。 

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
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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あった。 

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あり、二

階議員におかれては、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、松田臨時議員、小坂臨時議員におかれましては、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。 

（松田臨時議員） 見直しは、今既に始まっている。 

（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。第３期基本計画はこの間決

めたばかりだ。それを実行に移しており、25 兆円も使う。だから、現実に動いてい

るということを申し上げている。 

（与謝野議員）  そこで個別具体的な問題だが、二階議員が説明された合併審査基準の

見直しというのは、非常に重要な話なので、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う。 

総理から、何かご発言ございましょうか。 

（小泉議長） ないです。 

（松田臨時議員） またご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、ぜひご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

術会議でやっているんです。全くダブったことをやっているので、何だろうと思っ

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） 

（中馬臨時議員、宮内規制改革・民間開放推進会議議長入室） 

○規制改革について

（奥田議員） 「規制改革のさらなる推進に向けて」というペーパーを説明する。 

小泉内閣においては、これまで 1,500 を超える規制改革が進められたが、まだ困難か

つ重要な課題が残されており、規制改革は、本年の諮問会議における最大の課題で

ある「歳出・歳入一体改革」と「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、より強力に改革を推進する必要がある。 

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と考えている。 

第１に、「教育バウチャーの導入等に関する検討」。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。これは、教育分野に競争原

理を導入し、教育を受ける側の機会均等、選択肢の拡大を実現して、教育の質を高

めるものである。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めていただきたい。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いる。 

２つ目は、「外国人の受入れ」。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る。具体的には、高度人材の在留資格の緩和や、

例えば介護のように、現在、専門的・技術的分野と評価されていない分野に関する

受入れ範囲の見直し。それから、在留管理の強化、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。 

３つ目は、「農業分野での改革の推進」。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・
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拡大の推進。それから金融、商社、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、具体的には専業農家への集中、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。これら改革策は、遅くとも年末までに結論を得るように検討

を進めるべきと考える。 

４番目は「市場化テスト」。今国会で審議されている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、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。第三者機関の委員は知見

のある民間人で構成し、事務局にも事業再構築や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、国民への説明責

任を果たす、という取り組みが重要である。 

最後に、改革の推進に当たっては、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。また、来年３月で期

限切れになる規制改革・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。 

（中馬臨時議員） 規制改革については、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たが、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。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は、現在、国会で審議中だが、早

期に成立させるよう担当大臣として引き続き努力し、法案が成立した暁には速やか

に実施に移せるよう、鋭意準備を進めていく。このように規制改革は着実に前進し

ているが、なお、多くの課題が残されている。 

具体的な課題等は、この後、宮内議長が説明するが、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る。 

規制改革は、公共サービス改革法案と同じく国会で審議している行政改革推進法

案にも、重要な政治改革の１つとして位置づけられている。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、諮問会議の皆様

方の一層のご支援とご協力をお願いする。 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長、以下「宮内議長」） 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いて説明する。 

資料の１ページ、当会議の最重要課題である市場化テストについては、本格導入

に向けた公共サービス改革法の法案を策定し、現在、国会審議中ということであり、

総理、ご担当の中馬大臣をはじめ、内閣の皆様のご尽力に感謝申し上げる。 

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。その際には、官業の実態調査、資産査定、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る。政府においても、必要な予算措置等を含め、ぜ

ひともご考慮をお願いしたい。当会議もできる限り連携を図っていく。 

次に、規制改革全般だが、前身の会議からの重要課題である医療、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

である。さらに当会議の最終年度に、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」

をまとめる方針である。例年は会議の主張や論点を整理した中間とりまとめを行っ
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ているが、今年は緊急性、重要性の高い事項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

ある。総理をはじめ、諮問会議の皆様にもぜひご理解、ご支援いただきたい。 

当面の重要事項は、資料の１ページの記載のとおりだが、これらの中で、今日は

３つの分野に絞って説明する。 

２ページ、まず、教育分野だが、昨年度の内閣府のアンケート調査の結果、保護

者の現在の教育に対する不満が予想以上に多いことがわかった。資料は付けていな

いが、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への転換を、より強力

に推進する必要がある。その第一歩として、昨年度は、「基本方針 2005」に記載さ

れ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んだ。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バウチャー制度の導入をぜひ実現す

べき。 

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ある。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る。

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

施されている実績もある。基本方針 2005 では、今年度中に何らかの結論を出すと

されているが、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

きと考えている。 

次に、教育の出し手、供給者側の問題として、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い

る。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。これらの解決のために、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。 

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。これは、かなり以前から特区要望

も提出されているが、未だ実現していない。教育の重点事項は、いずれも、かなり

困難な課題だが、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。 

これらの課題の大前提である学校選択の自由化について、昨年末に大臣折衝を経

て合意に至った内容が、実は文部科学省で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、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

を報告する。 

３ページ、放送・通信分野の規制改革だが、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である。

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であると思う。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ない。これは、多様なコンテンツにあふれた豊かな生活を
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欲求する国民にとっても、極めて大きな課題であると認識している。 

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、喫緊の課題であ

る。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ある。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あり、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ある。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である。昨年の第二次答申で当会議が提言した

テーマを含め、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いる。幅広く深いだけに極めて困難な課題だが、この

機会に意義ある結論を得ることが必要である。総務大臣に、そういう目的を成し遂

げていただくことを強く期待する。 

この分野は、例えば、デジタルテレビで録画した番組のダビングや編集がなぜで

きないのか、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と、そういう

声が一般の消費者から疑問として起こっている。当会議としても、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、できる限りご協力

し連携を図っていく。 

最後に、外国人の在留・受入れの規制改革について、２点申し上げる。 

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

られているが、ニーズが高まっている福祉分野は在留資格として認められていない。

その中でも、特に介護福祉などを容認すべき。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、取得要件の緩和を図るべき。 

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で、昨年の第二次答

申に沿って検討が進められているが、関係法令の改正等にまで踏み込んで、本格的

に実施を図るべき。 

重点項目のうち３点を説明した。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いるが、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

る。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ある

ので、既得権との衝突を伴うがゆえに様々な摩擦が生じるが、ひるまずに取り組ん

でいく必要があると考えている。 

過去５年間、小泉政権誕生後に得られた規制改革の成果・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いる。今後とも引き続き、

皆様方の力強いご指導をお願い申し上げる。 

（小泉議長） 教育利用券というのは具体的にどういうことか、わかりやすく言ってほ

しい。 

（宮内議長） 最後は一人一人に幾ら分というふうに渡すので「バウチャー」という名

前が付いているが、今やろうとしているのは、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いか、ということ。 

（小泉議長） 個人が利用券を持つわけではないのだろう。 

（宮内議長） 最後はそこまで議論を進めたいと思うが、その中間として、生徒数に合

わせて公的援助の金額を決めていくというもの。 

（小泉議長） 学校が持つのか。 

（宮内議長） 学校に渡すという考えが今出ている。最後のバウチャーまでは、まだち
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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いうこと。 

（小泉議長） それは小中高、大学の全部か。 

（与謝野議員） 義務教育である。 

（安倍議員） 公立と私立が同じになる。 

（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いうこと。 

（小泉議長） 学校がもらって、自由に選べるだろうか。 

（吉川議員） 生徒が学校を選べる。 

（竹中議員） 例えば、私がこの小学校に行くと決めたとして、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。あくまで私が、行くとこ

ろを決める。そうすると、授業料相当分が、予算を出すところからこの小学校に支

払われる。 

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

（与謝野議員） そのとおり。だから親のところに券が来る。その券を学校に提出する。 

（吉川議員） 従来は、その学区に何人ということで生徒の人数が決まっていて、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て、

補助金が後から付いていくということだから、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やったら、具体的にどう変わる？ 

（安倍議員） 人気のない小学校、中学校には生徒が集まりにくくなる。 

（与謝野議員） 昔は住んでいるところで行く学校が決まっていた。今は大分自由化さ

れていて、隣の学区まではいいと言っている。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のだが、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。 

（二階議員） だから、人気のない学校は廃校になってしまう。 

（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する。それが選択という形で自主的に動くから、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。 

（安倍議員） 私立に行った人の一人当たりの公的助成の部分。学校に行っている人の

公的助成がイコールになる。私学の場合、授業料の差額は恐らく払わなければいけ

ないのだろうが、バウチャーも渡すので、その分だけ公的な支援が来ることになる。

（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。 

（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。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くので、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。 

（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
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46.6％対、反対 10.7％である。父兄は圧倒的に賛成の方向。 

（小泉議長） 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」と書いてあるが、特区制度が認められない主な理由は何か。

（宮内議長） 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ある。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

の流れである。 

（小泉議長） 自治体から要望はあるのか。 

（宮内議長） ある。 

（中馬臨時議員） これは地方制度調査会がはっきりと答申を出している。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るが、文部科学省は頑と

して絶対反対。 

（与謝野議員） 必ずしもそうではない。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。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

もうなくなり、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。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。

（小泉議長） では、どうして特区を認めないのか。 

（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。 

（小泉議長） 中馬議員が頑張らないと。 

（中馬議員） 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。そういうような役割になってしまい、

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

う。 

（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だから。躊躇しないで。 

（二階議員） 全くそのとおりで、特区でやってみる必要はある。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い

ただいたので、一言だけ申し上げる。 

この問題は、二階議員にご担当いただいている成長力とも大変絡まってくる。と

いうのは、売上げで 20 兆円、ＧＤＰの４％の規模がある。付加価値だと４％より

も小さいが、実はコンテンツの市場の大きさだけを見ると、日本はアメリカの５分

の１しかない。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。 

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

ルなどいわゆる放送の施設でしか送れなかったが、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。にもかかわらず、今の制度は古い技術を前提にして

いるので、放送と通信の間で大変ややこしい法律体系になっている。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、電気通信事業法等々、７ 
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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

っている。 

そのややこしいことの典型が、実は著作権に表れている。つまり、放送でやると

きは著作権は割と柔軟なのだが、通信のインフラで送ろうとすると、通信なりの著

作権ということで急に厳しくなり、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、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、世界の通信企業がどんどん統合に向かっているからＮＴＴも再

統合か、というように言われるわけだが、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いる。今、一生懸命議論し

ているが、やはりＮＴＴの在り方を再検討して、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う。 

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ない。

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う。 

もう１つ、民放は、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る。放送全体の売上げが４兆円だが、ア

メリカではタイムワーナー１社で５兆円ぐらいの売上げがある。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のだが、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方向をお示ししたい。成長戦略にも絡むので、

５月ぐらいにぜひご報告させていただきたい。 

（本間議員） これは宮内議長にお願いすることになろうが、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」は非常に重要であり、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

ているが、この部分について徹底的な市場の透明性、公正の確保をしないと、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。これまで、個別に問題が

顕在化するとモグラたたきみたいな形でやっているが、包括的に検討をしていくこ

とが求められている。民間議員としても問題提起をしたいと思っている。ぜひ、こ

の点についても市場の規制との関係でご指摘を頂ければ、と思っている。 

（牛尾議員） 放送と通信の問題だが、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いるが、この分野はもの

すごい勢いで需要が増えている。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おり、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。それが著作権の問題で、

既存のものは後請求で済むのだが、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。しかし、そこへいろいろなソフトウェアが殺到しているわ

けだから、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れるかもしれないが、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と思うので、一度経産省で、その辺りを業種として調

べられると面白い。我々のところは特許問題をやっているが、業態としてどうなる

かということはどこも調べていないので、ぜひ二階議員のところでやってほしい。
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（与謝野議員） 議論はまだ残っているが、「基本方針 2006」に間に合うように引き続

き議論を行いたいと思う。 

本日は時間の都合もあり、以上で終了するが、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いるので、よろしくお願いする。 

先般、奥田議員から社会保障についての提案があったが、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」がある予定で、そこでとりまとめに向け

た議論が行われるので、そのとりまとめを踏まえて５月９日以降に諮問会議で議論

をしたい。 

またその際、財務大臣にお願いだが、先般の「中間とりまとめ」を踏まえて、将

来世代に負担を先送りを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、論点を整理してご報告を頂きたい。 

いずれにしても、各論に入ってくるが、党も一生懸命やってくれており、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。 

（谷垣議員） 今、与謝野議員からお話があったが、社会保障に関しては、財政制度等

審議会にも検討してもらおうと思っており、もちろん制度もいろいろ見直していか

なければいけないが、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

う。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が、いずれにせよ、与

党のご検討も踏まえながら、論点を整理してご報告いたしたい。 

                                  （  以 上）  
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