規制・制度改革委員会
議事概要

１．日時： 平成24年８月３ 日（金 ）17:30～18:43
２．場所： 中央合 同庁舎第 ４号館 全省庁 共用1214特別 会議室
３．出席者 ：
（委

員）岡 素之（委 員長） 、大室 康一（ 委員長 代理） 、安念潤 司、市 川眞一 、大上 二
三雄、翁百 合、和 田浩子

（政

務）岡田副総理、 中塚副 大臣

（事務局）熊谷 規制・制 度改革 担当事 務局長 、中原 参事官 、小村参 事官
４．議題：
(開会）
（１）委員紹 介
（２）規制・ 制度改革 の今後 の推進 に係る 基本的 考え方 について
（閉会）
５．議事概 要：
○岡委員 長

そ れでは「規 制・制度 改革委 員会」を 開会い たしま す。皆様方 には御 多用中 、

御出席いた だきま して誠に ありが とうご ざいま す。
会議の 進行役 を務めま す、委員長 の岡で ござい ます 。どう ぞよろし くお願 いいた します 。
本日は 、前第 ３クール の終了 後、新 たな期 として スター トしまし た最初 の委員 会とな り
ますので 、これ から委員 会を進 めるに 当たっ ての基 本的な 考え方等 につい て、自 由に御 議
論いただき たいと 思ってお ります 。
岡田副総理は、 定例会見 が終わ り次第 お越し いただ く予定 でござい ます。
開会に 当たり ましては 、中塚 副大臣 から御 挨拶を いただ きたいと 思いま す。よ ろしく お
願いいたし ます。
○中塚副 大臣

どうも皆 さん、 今日も お暑い 中をお 集まり いただき まして 、あり がとう ご

ざいます。
新しく 委員に 御就任を いただ いた皆 さんに は、本 当に公 私共にお 忙しい ところ 、大変 に
大事な委 員会に 所属をい ただく ことに なりま して、 心より 感謝と御 礼を申 し上げ たいと 思
っており ますし 、引き続 きお務 めをい ただく 委員の 皆さん には、以 前にも 増して 厳しい 御
指導をいた だけれ ばという ふうに 思って おりま す。
規制・ 制度改 革ですけ れども 、先般 閣議決 定され ました 「日本再 生戦略 」の中 におき ま
しても、 非常に 重要な位 置付け という ことに なって おりま す。私も 昨年の ９月来 ですが 、
この職責 を拝命 しまして 、委員 の先生 方から のサジ ェスチ ョンの下 、各省 との政 務折衝 に
当たって まいり ました。 政治の リーダ ーシッ プが一 番大事 であると いうこ とは当 然なの で
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すけれど も、自分自 身で政務 折衝を やって みて一 番痛感 しまし たのが 、その ことに 加えて 、
やはり世 論の支 持という ことだ と思い ます。 ですの で、そ ういう世 論喚起 という ことも 含
めまして 、委員 の先生方 には御 指導賜 れれば と思っ ており ますので 、どう ぞ今後 ともよ ろ
しくお願い をいた します。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

本日は 第１回 の委員会 という ことで ござい ますの で、新 しいメン バーの 方もい らっし ゃ
います。 事務局 より各委 員の皆 様の御 紹介を いただ きたい と思いま す。そ れでは 、中原 さ
んお願いい たしま す。
○中原参事 官

それでは、 御紹介 させて いただ きます 。

お手元の資料１ を御覧く ださい 。
まず、三井不動 産株式会 社特別 顧問の 大室委 員長代 理です 。
中央大学法科大 学院教授 の安念 委員で す。
クレディ・スイ ス証券株 式会社 チーフ ・マー ケット ・スト ラテジス トの市 川委員 です。
エム・アイ・コ ンサルテ ィング グルー プ株式 会社代 表取締 役の大上 委員で す。
株式会社日本総 合研究所 理事の 翁委員 です。
新日本製鐵株式 会社常務 取締役 の佐久 間委員 は、本 日は御 欠席でご ざいま す。
Office WaDa 代表の和田委 員です 。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

それで は、新 しく御就 任され ました 市川委 員と和 田委員 から一言 御挨拶 をお願 いいた し
ます。
まず、市川委員 からお願 いいた します 。
○市川委 員

ど うも、改 めまし て、ク レディ ・スイ スの市 川でござ います 。よろ しくお 願

いいたしま す。
先ほど 中塚副 大臣から もお話 がござ いまし たけれ ども、 私も先立 って事 務局か ら資料 を
頂きまし て、「日本再 生戦略」の 一応全 体を拝 読をさ せていた だきま して、こ の中で規 制・
制度改革 が今後 の日本、 ヒト・ モノ・ カネを 動かす 上でも 非常に重 要なキ ーパー トにな っ
ているな という ことを改 めて実 感させ ていた だきま して、 そもそも 行政制 度とか 規制と か
に関して は必ず しも知見 がある わけで はあり ません が、そ ういった 中で今 回、委 員に御 任
命をいた だいた というこ とであ ります から、 全力を 尽くし て努力を してま いりた いなと い
うふうに思 ってい るところ でござ います 。
皆さんの足を引 っ張らな いよう に努力 をいた します ので、 よろしく お願い いたし ます。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

次に和田委員、 お願いい たしま す。
○和田委員

改めまして、 和田浩 子でご ざいま す。よ ろしく お願いし ます。

私もこ の度、 この委員 会の委 員の依 頼が来 まして 、自分 としては こうい う分野 、こう い
うお役目 からほ ど遠いと ころで 存在し てきた のかな とかは 思ったり もした のです が、打 ち
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合わせで、 もしか してお役 に立て るかも しれな いとい うこと でお受け してお ります 。
私の経 験は、 ほぼ外国 系、多 国籍企 業にお いて仕 事をし てまいり ました 。それ で、直 近
の数年間 はコン サルタン トをし ている のです が、そ のコン サルタン トもそ れまで に培っ た
経験とか という ものを踏 まえて 仕事を させて いただ いてお ります。 その中 で、や はり改 革
していく 、チェ ンジをし ていく 度合い はひょ っとし たら日 本企業よ り多国 籍で成 功して い
かないと いけな い企業の 方が多 かった かもし れませ ん。多分そ ういう経 験を御 覧にな って 、
このよう な席に 列座させ ていた だいて いると 思いま すので 、皆さん 大先輩 なので 、委員 会
的にも大 先輩な ので、教 えてい ただき ながら 自分と しても 何か役に 立つこ とをコ ントリ ビ
ューション したい と思いま す。
最後で すが、 日本語が 自分が 思って いる気 持ち、 考えに 日本語を ちゃん とセレ クトで き
ないかも しれな いので、 言葉の チョイ スを間 違える かもし れません が、そ れは本 意では ご
ざいませ んので 、これを 毎回、 委員会 の冒頭 で申し 上げな いと、自 分の戒 めとし てもあ る
のですが 、そう いうこと なので 、もし 失礼な 言葉が 飛んだ としたら 私の本 意では ござい ま
せんので 、どう ぞ御指摘 いただ き、言 葉は撤 回させ ていた だきます が、言 ってい ること は
大体撤回し ないと いうキャ ラクタ ーなの で、ひ とつよ ろしく お願いし ます。
ありがとうござ います。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

議事に 入りま す前に、 改めて 確認さ せてい ただき ますが 、当委員 会は議 事概要 を公表 す
ることとな ってお りますの で、あ らかじ め御了 承いた だきた いと思い ます。
それか ら、も う一点、 農業ワ ーキン ググル ープに つきま しては、 今週火 曜日の 会合で 議
論の整理 が行わ れ、一区 切りと なりま した。 その内 容につ きまして 、大上 委員か ら簡単 に
御紹介いた だきま す。大上 委員、 よろし くお願 いいた します 。
○大上委 員

本 来ですと 、佐久 間委員 が進行 役をや られて おります ので、 御報告 すべき で

すが、本 日御欠 席でござ います ので、 代わり に構成 員の私 から議論 の経過 につい て御報 告
申し上げま す。
そもそ も農業 ワーキン ググル ープと いうの は、一 つは取 り組むべ き規制 ・制度 改革に お
ける課題 につい て、これ までの 経緯も 踏まえ つつ検 証する と。もう 一つは 、農業 を成長 産
業化する ために 、やはり 我が国 農業と いうの はどう いうふ うな在る べき姿 として あるべ き
かと。そ れに立 ち返った 議論が 必要で あろう という ような 認識の下 で第３ クール の途中 で
設置をされ まして 、初回の 会議が ６月で 、以降 、かな りのペ ースでや ってま いりま した。
委員会 の構成 員といた しまし ては、 佐久間 委員、 それか ら翁委員 、それ から私 。それ に
加えまし て、ワ ーキング グルー プの専 任とい うこと で、農 業界から は３名 、学識 経験者 の
方が１名、 都合合 計７名で 開催を してま いりま した。
これま で、６ 月 29 日に取り まとめ られま したフ ォロー アップ調 査結果 内容の 確認、そ れ
から昨 年 10 月 25 日に決 定され ました 、
「 我が国 の食と 農林漁 業の再 生のた めの基本 方針・
行動計画 」、そ れから、 それに 基づい たアク ション プラン につきま して内 閣官房 国家戦 略
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室と農林 水産省 からのヒ アリン グを行 い、そ して各 委員の 農業分野 におけ る問題 意識や 項
目などにつ いて幅 広く意見 交換を いたし ました 。
農業界 の委員 の方から は、規 制・制 度改革 はいい けれど も、もう 少し目 の前の 石ころ を
何とかし てくれ というよ うな、 かなり 即物的 な議論 が出て まいりま した。 一方で 学識経 験
者の方か らは、 やはり大 所高所 に立っ て、改 めてこ ういう 議論をす べきで はない かと。 そ
れから委 員会委 員の方か らは、 規制・ 制度改 革とい ったも のの原点 に立ち 返って 、そも そ
も農業と それ以 外の産業 とどう いうふ うに違 うのか といっ たような 、非常 に素朴 ではあ る
が、重要な 観点で の議論が 行われ ました 。
そして 、その ような議 論が７ 月 31 日の 第４回 のワー キング グループ におい て一区 切り 、
論点とし て整理 されてお ります 。これ が参考 資料１ にござ いますよ うな内 容でご ざいま し
て、基本 的には 現在の政 策、そ れから 内容の 問題意 識に沿 って、細 かい項 目から かなり 大
きなマクロ 的な観 点までま とめら れてい るとこ ろでご ざいま す。
今後は 事務局 を中心に こうい った論 点につ いての ヒアリ ングを進 めて、 更に項 目を検 証
して、今 後、また内 容の検 討につ いて深化 させて いく 、そう いった予 定にな ってお ります 。
以上、私から農 業ワーキ ンググ ループ につい て御報 告をさ せていた だきま した。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

この農 業ワー キンググ ループ につき まして は、前 第３ク ールのか なり終 盤のと ころで 立
ち上げて、 ４回も 集中的に 議論を してい ただき ました 。
立ち上 げにあ たり、農 業とい うテー マは多 分、次 の、す なわち今 期の中 でも重 要なテ ー
マとして 検討対 象になる であろ うとい うこと を踏ま えた上 で、助走 的な形 でスタ ートし た
という経 緯がご ざいます 。した がいま して、 今、大 上委員 から御報 告いた だきま したよ う
に、幅広 い分野 でいろん な意見 交換を 行い、 それを まとめ ていただ いたわ けでご ざいま す
ので、今 後の委 員会の中 で議論 してい くとき に大い に参考 にさせて いただ きたい と考え て
おります。
ワーキンググル ープの委 員の皆 様、本 当にあ りがと うござ いました 。
それで は、本 日の会議 の議題 に入り たいと 思いま す。ま ず、当委 員会の 議論は 従来、 第
１クール が３か 月、第２ クール が９か 月、第 ３クー ルが９ か月とい うよう な形で 、短期 間
で過去３ 期やっ てきたわ けでご ざいま すが、 今回か らは１ 年間のサ イクル で取り 組むこ と
として、 この７ 月に立ち 上がっ たわけ でござ います ので、 来年の６ 月まで をめど とした 議
論をしてい きたい というふ うに考 えてお ります 。
まず、 この点 につきま して委 員の皆 様の御 賛同を いただ きたいと 思いま すが、 いかが で
ございまし ょうか 。
（「異議な し」と 声あり）
○岡委員長

ありがとうご ざいま す。

それか らもう 一つ、前 第３ク ールの 重要な テーマ といた しまして 、過去 数年間 の閣議 決
定事項の フォロ ーアップ を行い ました 。それ を取り まとめ た結果と しまし て、、 分かり や
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すく○、 △、×等々 で評価 してお ります 。すべ て○で あれば 一件落 着であ ったと いうこ と
になるわ けであ りますが 、そう でなく △のも のもあ るとい うことで ござい ますの で、こ れ
らの件につ きまし ては継続 的にフ ォロー アップ してい く必要 があると いうこ とが一 つ。
もう一 つは、 第３クー ルの中 で第１ ワーキ ンググ ループ 、第２ワ ーキン ググル ープと い
う形で取 りまと めたもの が閣議 決定さ れまし たが、 その閣 議決定の 中に、 四半期 ごとに フ
ォローア ップを するとい うこと が含ま れてお ります 。した がいまし て、こ の第１ ・第２ ワ
ーキング グルー プの閣議 決定項 目を新 たにフ ォロー アップ していく 必要が あると いうこ と
になります 。
この２ つのフ ォローア ップが あるわ けです が、こ の両方 とも四半 期ごと に各担 当省庁 か
らこの内 閣府の 方に報告 しても らうと いうこ とにな ってお ります。 その都 度、こ の委員 会
で事務局 からそ の報告を しても らい、 我々が 議論し ていく といった ことを 、四半 期ごと に
やってい く。そ して、来 年の６ 月にそ れらを 通しで 評価す るという ような 形で取 りまと め
をしたい 、この ように考 えてお ります ので、 この点 につき ましても ひとつ 皆様の 御了解 を
いただけれ ばと思 いますが 、いか がでし ょうか 。よろ しゅう ございま すか。
（「はい」 と声あ り）
○岡委員長

ありがとうご ざいま す。
（岡田副総 理入室 ）
（報道関係 者入室 ）

○岡委員長

今、岡田副総 理が御 到着に なりま した。

それでは、早速 ですけれ ども、 副総理 、御挨 拶をお 願いし ます。
○岡田副 総理

それでは 、まず は、御 多用中 お集ま りいた だいて本 当にあ りがと うござ い

ます。今 回より ２名の方 に委員 会の委 員をお 引き受 けいた だいて、 新たに スター トする と
いうことで 、よろ しくお願 いいた します 。
規制・ 制度改 革委員会 では、 これま でも非 常に精 力的に 御議論い ただき ました が、そ し
て当然、 大きな 成果も上 げてま いりま した。 国の規 制・制 度改革の 中核を 担って いただ い
ているわ けでご ざいます 。今日 は、委 員会と して新 たな活 動を開始 するに 当たっ て、基 本
的な考え方 につい て御議論 いただ きたい と思っ ており ます。
私も、 規制・ 制度改革 の重要 性とい うこと はかね がね強 く思って おりま して、 その取 組
の強化を行 って、 将来の成 長につ なげて いきた いとい うふう に考えて おりま す。
是非、在るべき 姿に立ち 返った 骨太の 議論を お願い したい と思って おりま す。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

それでは、報道 関係の方 は御退 席をお 願いい たしま す。
（報道関係 者退室 ）
○岡委員 長

そ れでは 、
今期 の本格 的な議 論に入 る前に 、本 日の第１ 回目に おきま しては 、

今、副総 理から もありま したけ れども 、我々 が規制 ・制度 改革に取 り組ん でいく 上での 基
本的な考え 方につ いて議論 をして いきた いと考 えてお ります 。
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その議 論に入 る前に、 御参考 までに 、先般 行われ ました 「行政改 革に関 する懇 談会」 の
議論と、 事務局 で整理を いたし ました 基本的 考え方 のたた き台をま ず説明 してい ただい た
上で、委 員の皆 様方に自 由に御 意見を 頂きた いと思 います 。それで は、中 原参事 官、お 願
いいたしま す。
○中原参 事官

それでは 、まず 資料２ を御覧 いただ ければ と存じま す。資 料２に つきま し

ては、７ 月 12 日に 開催さ れまし た「行 政改革 に関する 懇談会 」での 委員の 皆様の 御発言 の
うち、規 制・制 度改革に 関係す る御発 言の部 分を抜 粋した ものでご ざいま す。本 日御議 論
いただくた めの御 参考とし て御説 明をさ せてい ただけ ればと 存じます 。
まず 、７月 12 日 の「 行政改 革に関 する懇 談会」におけ る議論 の１つ 目とし まして 、「 大
きな方針 」のと ころで、 自由経 済の中 で、既 得権益 を守っ ている規 制・制 度とい うもの は
原則廃止 するこ とを基本 としま して、 もしそ れで何 か問題 が起きた 場合に は、そ れを是 正
するとい う、言 わばビル ドアッ プ方式 という ことを 、そう いった基 本にも う一回 立ち戻 っ
て検討が進 められ るべきで はない かとい う御意 見。
「仕組 み」に 関する御 意見と しまし て、今 まで規 制・制 度改革を ３期行 ってま いった わ
けでござ います が、行政事 業レビ ューの 方法を 参考に しつつ、１年間 は PDCA サイクルを 回
して、改革 を継続 的に行う という ことで 、成果 が高ま るので はないか という 御意見 。
それか ら、行 政刷新会 議、お そらく ここは 規制・ 制度改 革委員会 、当委 員会の ことだ と
思います けれど も、行政 刷新会 議規制 ・制度 改革委 員会の 方で率先 して各 省にや っても ら
う、そうし た当委 員会の役 割は大 きいと 感じて いると いう御 意見がご ざいま した。
それか ら、「 具体的課 題」と しまし て、規 制・制 度改革 によりま して参 入規制 を緩和 し
たような 場合に おきまし ては、 同時に 法に基 づいた 立入検 査や監督 など管 理・監 督とい っ
た事後的 なチェ ックとい うこと を併せ て実施 してい くこと も有益で はない かとい う御指 摘
がございま した。
それか ら、規 制・制度 改革を 更に推 進して いくた めには 、構造改 革特区 を更に 活用し て
いくこと を検討 すべきで はない かとい う御意 見です とか、 他の関連 する会 議等と の連携 強
化を図って いくべ きではな いかと いう御 意見が ござい ました 。
３つ目 に、お 手元に配 付させ ていた だいて おりま す「日 本再生戦 略」の 中に記 述がご ざ
いますけ れども 、一定の 要件を 満たし た場合 には規 制を緩 めるとい った、 構造改 革特区 や
統合特区 におけ る特定の 「区域 」に着 目する のとは 異なる 「機関特 区」と いう手 法を、 規
制・制度 改革の 対象を議 論する 際にこ うした 手法を 使うこ とも非常 に有効 なので はない か
という御指 摘があ ったとこ ろでご ざいま す。
次に、資料３ でござ います 。規 制・制 度改革 の今後 の推進 に係る基 本的考 え方に ついて 、
飽くまで 参考と して事務 局にて たたき 台を作 成いた しまし た。これ まで当 委員会 におき ま
して御尽 力を賜 りました こと等 々、直 接・間 接に委 員の皆 様からお 教えい ただき ました こ
とを咀嚼 いたし まして、 事務局 で飽く まで参 考とし てまと めさせて いただ いたも のでご ざ
います。
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まず、 基本的 な考え方 の１つ 目とい たしま して、 「消費 者・ユー ザーに 対する 多様な 選
択肢の確 保」と いうこと でござ います 。現代 社会に おきま しては、 消費者 ・ユー ザーの ニ
ーズも非 常に多 様化して いるも のがご ざいま す。そ うした 多様なニ ーズに 対応し まして 、
生産者・ サービ スの提供 者がこ うした 多様な 製品あ るいは 選択肢と いうも のを提 供しよ う
とする場 合にお きまして 、障害 となっ ている 規制・ 制度と いうもの があれ ば、こ れを直 ち
に改革すべ きこと というこ とでご ざいま す。
２つ目 に、「 多様な選 択肢を 確保す る公正 な競争 条件の 整備」と いうこ とを記 載させ て
いただい てござ います。 最初の １つ目 のとこ ろで、 多様な ニーズを 持つ消 費者・ ユーザ ー
と、それ から、 それに対 応する 生産者 ・サー ビスの 提供者 というも のの結 びつけ を付け た
わけでご ざいま すけれど も、そ うした これら のマッ チング が有効に 機能す るため には、 提
供者相互 の間に おきまし て規制 のイコ ール・ フッテ ィング が図られ るべき ではな いか、 一
つの規制 が一方 の生産者 に加担 してい るとい うこと になり ますと、 必ずし も多様 な選択 肢
というもの を確保 すること につな がらな いので はない かとい う問題意 識でご ざいま す。
３つ目 は、「「事件」に 対する 過剰対 応の見 直し」と いうこ とでござ います。“Hard cases
make bad lawｓ”という 法格言 がござ います けれど も、事 件又は予 想され る事件 への対 応
のために 一時的 な雰囲気 の中で 規制が 過剰に つくら れるこ とがない かとい うこと を徹底 的
に見直し を行う 必要があ るので はない かとい うこと でござ います。 仮に規 制の必 要が認 め
られるに しまし ても、参 入規制 とか官 の独占 、ある いはそ うした行 為を許 さない という よ
うな全面 禁止と いうこと による のでは なくて 、より 制限的 でない規 制によ るべき ことと い
うことでご ざいま す。
４つ目 に、「 多様な主 体の参 画によ るセキ ュリテ ィの確 保」とい うこと でござ います 。
現在、今 後おそ らく御議 論を賜 ります 具体的 な検討 課題と いうもの の中に おきま しては 、
いわゆる 社会的 規制とい う分類 に属す るもの が多く なって いるかと 存じま す。そ うした 健
康福祉で すとか 、エネル ギーと か、食 料とか 、ある いは信 用秩序と いった 、こう した各 種
の規制に おける セキュリ ティの 確保に つきま しては 、市場 における 多様な 主体の 参画や 競
争、ある いは新 領域の拡 大等に よって もたら される イノベ ーション のによ り強化 される べ
きもので あるこ とといっ た点に ついて 確認を させて いただ いてござ います 。安全 ・安心 と
経済活性 化とい うものを 比較考 量して 物事を 決める という 立場に必 ずしも 立つの ではな く
て、そう した競 争の促進 、ある いは新 領域の 拡大と いうこ とによっ てセキ ュリテ ィのレ ベ
ルという ものが 高まると いう視 点を忘 れては ならな いので はないか という 点でご ざいま す。
最後の ５つ目 に、「民 間の活 力によ る社会 的課題 の解決 」という 点でご ざいま す。社 会
的課題へ の解決 策の提供 は、ま ず民間 の活力 により 市場に おいて自 律的・ 自発的 に解決 策
が提供さ れてい くという ことを 基本と し、こ れを阻 害する 規制・制 度があ れば、 直ちに 改
革すべき ことと いう点で ござい ます。 少子高 齢化等 々とい った社会 的課題 を将来 の成長 に
つなげる ツール というの が規制 ・制度 改革で あり、 言わば そうした 課題が あると いうこ と
は多くの ビジネ スチャン スが存 在する という ことで ござい まして、 そうし たビジ ネスチ ャ
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ンスを阻 む規制 ・制度と いうも のがあ れば、 これを 直ちに 改革する という ことを 目指す と
いう視点を 持って はどうか という ことで ござい ます。
なお、 お手元 に参考資 料２と しまし てライ フ、グ リーン 、農林漁 業とい ったと ころに つ
いて、そ うした ３分野 に重点 的・優先的に 取り組 む方針が 明記さ れた、先般７ 月 31 日に 閣
議決定さ れまし た「日本 再生戦 略」、 それか ら、参 考資料 ３としま して資 料２で 御説明 し
ました「 行政改 革に関す る懇談 会」に 関する 、その ときの 事務局の 提出資 料を御 参考ま で
に付けさせ ていた だいてお ります ので、 適宜御 参照賜 ればと 存じます 。
以上でございま す。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

それで は、こ れからの 時間、 今の事 務局か らの説 明も参 考にしな がら、 各委員 の皆様 方
のお考え を発表 していた だきた いと思 います 。どな たから でも結構 でござ います 。でき れ
ば全員１回 以上御 発言いた だけれ ば幸い であり ます。
いかがでしょう か。
それでは、皮切 りに大室 さん、 いかが ですか 。お願 いいた します。
○大室委 員長代 理

この 基本的 考え方 という たたき 台は大 変非常に よくで きてい るので は

ないかと 思いま すが、第 ２クー ル、第 ３クー ルの特 に第１ ワーキン ググル ープで の経験 を
通して、２ 点ほど 申し上げ たいこ とがご ざいま す。
１つは 、やは りこの規 制・制 度改革 という のは時 間の問 題、スピ ードの 問題と いうの が
非常に大 きな課 題になっ てくる のでは ないか と思い ます。 特に感じ ました のは食 品添加 物
の話で、35 項目 のうち の 15 項目 が 10 年もほ ったら かしと いいま すか、結 論が出 ないと い
うような 事例を 目にしま した。 言わば 、ここ でも過 剰対応 というこ ともあ るかも しれま せ
んが、ヨ ーロッ パ、ア メリカ で承認 されて いるも のが、日本 で 10 年も棚ざ らしに なって い
る事例で した。 実際に日 本人と 欧米人 の体格 の差で そうい うことに なって いるの かとい う
質問をし ても、 そんなこ とはな いとの 回答で したが 、海外 で承認さ れてい ても、 日本で は
ちょっと した危 惧がある という ことで 10 年も対応 を放り っぱなし になっ ている という こ
とが私自身 は民間 出身者と して納 得がい かなか ったわ けです 。
駄目な ら駄目 、いいな らいい という 結論を 出さな い、決 めない行 政とい うか、 決めな い
規制みた いなも のがずっ と横行 してい るとい う現在 の状況 を、今度 の基本 的考え 方の中 で
は何らか の意味 で突破口 を見い だして いきた いとい う私自 身の一つ の考え 方を御 提示申 し
上げたいと 思いま す。
２点目 として は、ここ で我々 が今、 規制・ 制度改 革をな ぜ推進す るのか と言う と、日 本
の成長と か経済 の進展を この規 制改革 で行っ ていこ うとい うことな のだろ うと思 います が、
その中に は必ず 規制改革 による 新規参 入で競 争が激 しくな ってくる と、逆 に不利 益を被 る
ところが 必ず出 てくるわ けです が、規 制によ る国内 産業保 護、農業 なども そうし た部分 が
強いので しょう けれども 、いろ んな日 本のし がらみ といい ますか、 日本の 組織の 中から の
抵抗がす ごく強 くなって しまっ て、な かなか 決めら れない というの が今の 状況だ と思い ま
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す。やは りここ のところ は、決 める政 治、す なわち 今まで 懸案にな ってい た部分 につい て
思い切っ て規制 改革をし て、競 争を生 みだす こと、 成長は 競争の中 から生 まれて くると い
う視点が 規制改 革の基本 的考え 方の中 では一 番重要 なので はないか と思い ます。 そうい う
姿勢で、今 後の規 制・制度 改革の 項目出 しや対 応を考 えてい きたいと 思って おりま す。
まとめ ていた だいた部 分にダ ブって しまう ところ が随分 あると思 うので すが、 １つは 時
間・スピ ードの 重要性、 もう１ つは競 争が成 長を生 むとい うこと、 この２ 点を私 からは 提
言させてい ただき たいと思 います 。
以上です。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

それでは、他の 方いかが でしょ うか。
安念さんからペ ーパーが 入って います ので、 安念さ んお願 いできま すか。
○安念委 員

前 もって用 意でき なかっ たので 、今日 、全然 練られて いない もので すが、 お

配りをい たしま した。「 労働市 場活性 化のた めの規 制・制 度改革（ 私見） 」とい うもの で
ございます 。
私も前 から思 っていた のです が、い ろいろ 個別分 野の規 制・制度 改革が 重要で あるこ と
は言うま でもな いことで して、 最後の 聖域と して農 業や医 療があり ます。 しかし 農業や 医
療は、そ こに関 わってい る人の 数自体 はそれ ほど多 いもの ではあり ません 。日本 人の働 い
ている人 の大部 分は私も 含めて サラリ ーマン ですが 、雇用 の制度や 慣行が 人々の 企業の 形
態、それ から、 働く人々 のライ フスタ イルの 多様化 に合わ なくなっ ている という ことを 強
く感じてお りまし た。
有り体 に言え ば我々 、
日々 労働生 産性が 落ちて いる年 寄りが えらく優 遇され ており ます 。
私は今後 とも優 遇しても らいた いと個 人的に は思っ ており ますけれ ども、 どんど ん若い 人
の働くチ ャンス を奪って いるこ とも疑 い得な いとこ ろです 。そして 、そう いう老 青格差 と
いうのか 、それ は、正規 雇用と 非正規 雇用の 格差に かなり の程度重 なり、 かつ男 性と女 性
との格差 にも重 なってお りまし ょう。 そうい うとこ ろをや はり改革 してい かなけ ればい け
ないのでは ないか なと思い ます。
ただ、 私は数 年前、例 えば解 雇規制 を緩和 すれば いいの ではない かとも のすご く単純 に
考えてい たので すが、そ んな甘 いもの では全 然なく て、実 は非常に 多くの 点につ いての 改
革を要す るし、 かつ規制 を緩和 しっ放 しでは やはり 駄目な のです。 緩和す れば、 そこで 不
利益を受 ける人 のための セーフ ティネ ットを 作って おかな ければい けない 。単純 に規制 を
緩和する のでは なくて規 制の合 理化、 撤廃す るもの は撤廃 すべきな のです が、そ れを合 理
化すべきで あると 思います 。
もちろ ん、そ の場合、 やはり 何とい っても 必要な のは、 労働市場 を活性 化する という こ
とです。 つまり 労働の流 動性を 高める という ことで す。個 別企業が 長期安 定的な 雇用を 多
くの人に 提供す るという ことは もうで きない わけで すから 、流動性 が基本 的には セーフ テ
ィネット だとい うふうに も考え ざるを 得ない 。これ は先ほ どの中原 参事官 の御説 明にも あ
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ったことと 一脈通 じるとい うふう に思っ ており ます。
それか らまた 、
日 本の労働 生産性 はやは り低い のです 。こ れは業種 により ますけ れども 、
特にサー ビス業 、我々 の業種 が正に そうな のです が、と ても低 い。こ の低い ことの 原因は 、
必ずしも 日本の 労働者が 怠けて いるか らでは なくて 、資本 装備やビ ジネス モデル の問題 も
あれば、 労働が より成長 分野に 流れて いかな いと。 非効率 で、もう そろそ ろお葬 式を出 し
た方がい いとい うような ところ に私ど もを含 めてで すが 、ずる ずるずる ずる滞 留して いて 、
それがなか なか個 人の才能 の発揮 にも結 び付か ないと いうと ころがあ ろうと 思いま す。
そうい うこと で、２ペ ージ目 の検討 すべき 諸点は もう既 によく言 われて いるこ となの で
すが、そ れでは 、なぜ規 制・制 度改革 の文脈 で取り 上げる ことの意 味があ るのか という こ
となので す。こ れはもち ろん、 今まで も主と して厚 労省に おいてい ろんな 分野の 検討が な
されてい るので すが、こ れは厚 労省さ んには ちょっ とかわ いそうな ところ なので すけれ ど
も、あそ こで扱 うときに は必ず 労使団 交にな るので す。そ れで、学 識経験 者と称 する人 が
まあまあ と言っ て、要す るに足 して２ で割る ことに なる。 労使で労 働市場 という ものが 成
り立って いるの だから、 それで 悪くは ないの ですが 、結局 、労使団 交で終 わって しまう 。
しかし、 どちら も、どれ ほど今 代表し ている のかが 分から ない。例 えば労 働組合 の組織 率
は御承知 のよう にもう２ 割を切 ってい るわけ ですか ら、率 直に言っ て、連 合が労 働界を 、
労働者を代 表して いるわけ ではな いので す。
一方、 例えば 経団連も 怪しい ものだ と言っ たら悪 いのだ けれども 、どん どん外 国企業 と
か新し い IT ビジネ ス、その他 の中小 の元気 なとこ ろが出 てきて、最 近は楽 天さん みたい に
もう抜け たなど というと ころも 出てく るぐら いです から、 どちらも レプレ ゼンテ ーショ ン
自体が怪 しくな っており ます 。
それ なのに 、昔 ながら の団交 方式自体 がまか り通っ ている 。
ここの委 員会で やるかど うかは ともか くとし て、別 の視点 からもう 少し光 を当て る必要 が
あるので はない か。そう すると 例えば の話、 規制・ 制度改 革の文脈 で扱う という のも一 手
ではない かと前 から考え ており まして 、それ でここ で、甚 だ拙いも のでご ざいま すが、 紙
を書かせて いただ きました 。
ついで に言い ますと、 私個人 として は、こ の労働 市場流 動化とい う大き いタマ と、つ い
でに申せ ば、医 薬品のイ ンター ネット 販売の 自由化 という 細かいタ マと、 この２ つに非 常
な執着が ござい まして、 できれ ばどち らかは 取り上 げてい ただけな いもの かなと 思って お
ります。
失礼しました。
○岡委員 長

今 、安念さ んから は基本 的考え 方プラ ス具体 的なテー マまで お話し いただ き

ましたけれ ども、 他の方、 いかが でしょ うか。
翁さん、どうぞ 。
○翁委員

事務 局がまと めてい ただき ました 資料３ という のは、私 も非常 によく まとま っ

ていると思 います 。
これに ついて のコメン トを１ つ申し 上げた いので すけれ ども、上 から３ 番目の ◇のと こ
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ろで「参 入規制 や官の独 占によ るので はなく 、より 制限的 でない規 制によ るべき こと」 と
いうこと は、私 は本当に そうだ と思っ ていま して、 段階的 に規制を 緩やか にして いくと い
うことを全 ての今 のいろい ろな規 制につ いて考 えてい く必要 があると 思って います 。
まず最 初に、 官が独占 してい るもの をどう いうふ うに民 間に持っ てくる かとい うのは 、
本当は独 法のい ろいろな 事業と かそう いった ことも 、どう やって民 間に持 ってき て、そ し
てそれを まず民 間がやっ て、そ れを規 制をし て少し 見てい くという ような レベル に持っ て
くるという ことが 必要だと 思いま す。
それか ら、参入 規制につ いては 徐々に 緩和し て、行為 規制に していく。行為規 制も、徐 々
に緩和し て、行 為規制か ら健全 性規制 に変え ていき 、例え ば事後チ ェック に移し ていく 。
そういう 段階的 に規制を 制限的 でない ものに してい って、 規制緩和 を進め ていく という 考
え方がい ろいろ な企業の 活性化 とか経 済化の 活性化 を考え ていく上 で非常 に重要 ではな い
かと思って います 。
例えば 、今、 インフラ 輸出の 話がす ごく重 要なテ ーマに なってい ますけ れども 、例え ば
従来あっ た鉄道 建設・運 輸施設 整備支 援機構 とか、 都市再 生機構と か、そ ういっ たとこ ろ
も本来、 今まで いろいろ 国内向 けにや ってい たノウ ハウが あるはず で、そ ういっ たもの を
海外向け に民間 事業とし て切り 出して やって いけば 、むし ろ経済成 長とか グロー バル化 に
資するよ うな部 分もある のでは ないか と思っ ていま す。そ ういう意 味で「 日本再 生戦略 」
が出てい ますけ れども、 改めて そうい う視点 で見直 してみ る必要が あるの ではな いかと い
うことが１ 点目で す。
２点目 は、い ろいろな 論点が 出てい ますが 、縦糸 として 非常に重 要だと 思うの は、や は
りグロー バルと いう視点 である と思っ ていま す。日 本だけ で通用す る規制 ではも はや駄 目
で、完全 にオー プンにし ていか なけれ ばなら ないの で、グ ローバル の基準 と合わ せてい く
という視点 が基本 的に重要 ではな いかと いうふ うに思 います 。
先ほど 安念先 生がおっ しゃっ たイン ターネ ットの 薬販売 規制など につき まして も、海 外
ではもう かなり そういっ た規制 は緩和 されて グロー バルな 基準では なくな ってき ている と
いう話で ござい ますし、 今、正 に日本 の企業 は海外 でいろ んなビジ ネスを 始めよ うとし て
いる中で 、日本 だけがそ ういっ たスタ ンダー ドに合 わない もののま まです と、日 本経済 の
活性化にと って問 題になる と思っ ており ます。
それか ら、３ 点目です けれど も、先 ほど大 室さん がおっ しゃった 点です が、や はりス ピ
ードアッ プは非 常に重要 である と思っ ていま す。前 回のフ ォローア ップで も、医 療や農 業
分野のフ ォロー アップ、 重点分 野のと ころは やはり スピー ド感に非 常に欠 けると いう印 象
を持って おりま したので 、フォ ローア ップは 非常に 重要な テーマで ありま すけれ ども、 是
非これはス ピード 感を持っ て、今 期では 進めて いく必 要があ ると思い ます。
最後の 点です が、これ は私、 安念先 生のお っしゃ ってい る労働市 場の活 性化に は全面 的
に賛成で ござい ます。特 に若年 層の雇 用の問 題とい うのは やはり非 常に大 きな問 題にな っ
ておりま して、 日本の少 子化の 背景に もなっ ており ますし 、格差の 問題も この労 働市場 の
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問題と無関 係では ないと思 ってお ります 。
安念先 生がお っしゃっ たよう に、や はり規 制緩和 だけで は駄目で 、北欧 諸国の 例など を
見まして も、積 極的労働 政策と いうも のをや ってい って、 この流動 化した 人たち をうま く
新しい産 業に誘 導してい くよう な訓練 とか、 そうい った仕 組みがで きてい るわけ で、そ う
いったこと も併せ て労働市 場の改 革を進 めてい くとい う必要 があると 思って おりま す。
以上でございま す。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

他の方はいかが でしょう か。
それでは、大上 さんどう ぞ。
○大上委員

幾つか申し上 げます 。

まず、 中原参 事官から 説明い ただい た基本 的考え 方で、 私もこれ 賛成で ござい ます。 た
だ、こう いう規 制・制度 改革を やると こうい うメリ ットが ある、ベ ネフィ ットが ありま す
よという 話と 、
もう 一つ、やはり 進めて いく力 という のは危 機感では ないか なと思 います 。
そういっ た危機 感をいか に醸成 してい くかと 。それ が先ほ ど大室委 員が言 われた スピー ド
アップ、も う 10 年も放 置して いると いう話 であり ますと か、あるい はグロ ーバル に比べ て
かなり日本 の競争 条件が劣 後して いると 、そう いった テーマ ではない かと思 います 。
こうい った分 野は、特 に技術 規制な んかに は非常 に多く て、航空 機の安 全規制 の論点 な
どは、正に 航空機 技術がこ の 20 年、相 当に進 歩した にもか かわらず 放置さ れてい た様々 な
項目とい うもの をあぶり 出すこ とによ って議 論が進 んだと いう経緯 がござ います 。同様 の
ものが私 の知る 限りでも 、例え ば船舶 ですと か、あ るいは 医薬品な どとい うもの も、医 療
機器など という ものもそ ういう ような 側面が あった かと思 いますし 、他に もある と思い ま
すので、 そうい うような 観点で 、やは り分か りやす い論点 があって 、危機 感を醸 成して い
くといっ たよう なやり方 と分野 の選定 という ことが 一つ必 要ではな いかと いうふ うに思 い
ます。
それか ら、項 目に関し まして 、私も 安念委 員が言 われて いました 人材の 流動化 で、私 は
雇用改革 という 言葉で表 現させ ていた だきま すが、 これは やはり新 たな雇 用の考 え方と い
うものを 整理し て、ルー ルを考 えてい く。こ れは大 賛成で ございま す。そ ういう 中にい ろ
いろな独法 の、例 えば様々 な問題 とか、 そうい うこと も出て くるかと 思いま す。
もう一 つ、項 目として 提案す るとす れば、 少し前 向きな 案件で、 文化行 政と観 光行政 を
一元化し ていく と。これ は「日 本再生 戦略」 の中で も観光 分野とい うもの へのい ろいろ 力
が込めら れてい て、一方で観 光先進 国と言 われる ような ところ はかなり そうい った行 政が 、
文化行政 と観光 行政が一 元化し ている 。とこ ろが、 日本の 場合はそ れが完 全に分 かれて お
りまして 、かな りそうい う意味 で旧態 依然と した行 政が、 特に文化 行政に おいて は行わ れ
ておりま す。今 回、産業 遺産の 世界遺 産登録 という ことで 、その実 態に多 少風穴 があい た
ところは あるか と思いま すので 、ここ をもう 一歩踏 まえて 、更に１ 歩、２ 歩進め ていく 、
そういっ た前向 きな取組 を織り 込んで いくと いうこ ともあ るのでは ないか という ふうに 思
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いました。
あとは 、規制 ・制度改 革の第 １クー ルから ずっと 議論し てまいり ますと 、やは り政策 と
の関係と 、政策 を実現す るため の規制 ・制度 改革と いうと ころがあ りまし て、ど うして も
政策に依 存する 部分がご ざいま す。そ ういっ たとこ ろで我 々からの 、規制 ・制度 改革か ら
見た課題 設定と いうもの を各省 におい て行わ れてい る政策 の中で改 めてど のよう に働き か
けていく か。そ れで、そ の政策 を検討 してい く過程 と規制 ・制度改 革との リンケ ージを ど
のように担 保して いくか。
それか ら、特 区につい て規制 ・制度 改革と リンク させる というの は非常 にいい アイデ ア
だと思い ます。 ただ、当 然、担 当部署 が違う 話でご ざいま すので、 今まで はそれ を連携 さ
せようと いうこ とに余り 前向き な雰囲 気はな かった かと思 うのです が、そ れをど のよう な
形で前向 きに進 めていく のか。 これは 、今度 は内閣 府の中 での進め 方の議 論、そ ういう こ
とも是非や ってい ただきた いと思 います 。
以上です。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

冒頭に ちょっ と申し上 げまし たけれ ども、 今日は 基本的 考え方に 、より 時間を 割いて 、
この後、 ２回目 、３回目 で分野 をどう するか 等々の 話もし ていくこ とにな ってお ります 。
もちろん 、今日 お話しし ていた だいて も結構 ですが 、今日 話さない と駄目 だとい うこと で
はないとい うこと は申し添 えてお きます 。
○大上委員

分かりました 。

○岡委員長

それでは、市 川さん どうぞ 。

○市川委員

よろしくお願 いしま す。

私、第 １クー ルから第 ３クー ルでど ういう 議論が なされ たのかと いうの を、紙 を少し 拝
見しただ けでよ く理解し ており ません ので、 これは 多分、 自分の頭 の整理 として 申し上 げ
ることに なるか と思うの ですが 、申し 上げる までも なく、 今、社会 保障と 税の一 体改革 の
話が進ん でいて 、少子高 齢化が 進む中 で、社 会保障 制度に ついて、 この財 源担保 を消費 税
でやる、 間接税 でやると いうの は世界 の常識 だと思 います ので、そ の方向 で進ん でいた だ
ければいい なとい うふうに は思っ ており ます。
ただ、 その一 方におい て、や はり日 本の財 政の問 題とか を考えて いくと 、これ は所得 税
と法人税 という 基幹３税 のうち の消費 税を除 いた部 分とい うのは明 らかに 名目成 長率と の
連動性が 極めて 高いとい うこと だとす れば、 やはり 成長を どうやっ ていく か、デ フレか ら
どうやっ て脱却 していく かとい うのは 極めて 重要な ところ だという ふうに 考えて おりま し
て、その 中で、 翁先生が いらっ しゃる ので余 り生意 気なこ とを申し 上げる のは何 なんで す
けれども 、一部 に日銀が 何とか すれば デフレ から脱 却でき るのだみ たいな 議論が あって 、
確かに日 銀にも もっと頑 張って いただ きたい とは思 います が、ただ 、もし 日銀が 頑張っ て
できるの であれ ば、もう とっく のとう に日本 はデフ レから 脱却して いるは ずであ ります の
で、そう いう意 味では、 より骨 太の成 長戦略 という ものを やってい かなけ ればい けない の
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だろうな という ことで、この７ 月 31 日の「 日本再 生戦略」を拝見 してお ります と、非常 に
ある意味 では意 欲的な内 容にな ってお りまし て、特 に、別 にそこを 取り上 げてく ださい と
申し上げ るつも りはない のです けれど も、例 えばヘ ルスケ ア、ライ フとい うとこ ろで、 こ
れを 50 兆円 の新た な市場を 創設し、284 万人 の雇用 をする というこ とが書 かれて おりま し
て、これも 、そも そも分母 は書い てあり ません ので、何 を 50 兆円 にする のか、よ く分か ら
ないので すけれ ども、一 般的に 言えば 、いわ ゆる医 療とか 介護を含 めても 、市場 規模と い
うのは大 体 45 兆円 ぐらいだ と思い ますの で、そ うする と 2020 年までのわ ずか８ 年ぐら い
の間に市 場を倍 にすると いう極 めて意 欲的な 取組で ありま して、そ れを批 判する つもり は
ありません 。
ただ、 例えば そのたた き台に なって いる「 医療イ ノベー ション５ か年戦 略」の 中を見 て
も、個々 の内容 で１つ、 ある意 味では この「 医療イ ノベー ション５ か年戦 略」は 偉いと い
いますか 、すば らしいな と思っ たのが 、日本 で医療 品・医 療機器の 輸入超 過が大 きくな っ
ているこ とにつ いて、要 は海外 にどん どん製 薬会社 ・医療 機器メー カーが 出てい ってし ま
っている という ことにつ いての 認識を されて いるこ とは非 常にすば らしい と思っ たので す
が、ただ 、何で そうなっ ている のかと いうこ とは書 いてい ないので すよね 。加え て、こ の
「日本再 生戦略 」にして もそう ですけ れども 、ここ が伸び る、ここ を伸ば すとい うこと は
書いてあ ります が、本来 そこが 伸びる のであ れば自 律的に 伸びてい るはず で、な ぜ伸び て
いないの か、な ぜそうな ってい ないの かとい うこと につい ての説明 は、こ れは議 論の中 で
はあった のかも しれませ んが、 政府の こうし た文書 の中に は書いて いない 。やは り規制 ・
制度改革 という のは、そ このと ころを きっち り議論 して、 なぜ伸び るはず のもの が伸び て
いないの かとい う、その 障害を どう取 り除い ていく のかと いう論点 に立っ て議論 をして い
く必要があ るのか な。
それに 加えて、別に医療 にこだ わるわ けでは ありま せんが、例えば 50 兆 円の新 たな市 場
を創設す るとき に、海外 に 20 兆円 とはい え、国 内で 30 兆 円ですけ れども 、日本 の場合 、
公的医療 保険制 度は国民 皆保険 の下に ありま すから 、そう すると、 この中 にも民 間でで き
ることは 民間で とありま すが 、
やは りどう やって 国民皆 保険と いう制度 の下で 民間の 医療 、
ライフに 関わる ところの 事業を 伸ばし ていく のかと いうの も非常に 大きな 規制・ 制度改 革
のミッショ ンでは ないかと いうふ うに思 ってい ます。
最後に もう一 点、これ は正に 医薬品 の、OTC の販売を、 ちょうど 昨年の ことだ と思い ま
すが、行 政刷新 会議の「 規制仕 分け」 の中で やらせ ていた だいたと きに、 当時の 厚生労 働
省の副大 臣が大 塚耕平先 生で、 私は非 常に率 直にお っしゃ っておら れたの が今で も記憶 に
残ってい ますが 、要する に何か 問題が 起こる と必ず 厚生労 働省のせ いにな るのだ と。な の
で、規制 を我々 としては 強化す るとい うカル チャー は日本 の文化に 当ては めれば やむを 得
ないとい うよう な御指摘 をされ ておら れまし て、実 は私、 その後、 別の席 でも大 塚先生 と
御一緒に なった のですけ れども 、その ときも 懇々と それを 説いてお られま して、 私も安 念
先生に賛 成で、 正にこう いった ところ が規制 緩和を してい くべきだ ろうと いうふ うに思 い
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ます。
ただ、 そのた めには国 民の自 己責任 に対す る理解 という ものも非 常に重 要なと ころで 、
最近の長 距離バ スの事故 もそう ですけ れども 、やは り安い というこ とは、 当然の ことな が
ら、その 裏側に リスクが あると いうこ とであ ります から、 その啓蒙 活動を どうし ていく の
かというこ とも併 せて考え ていく べきこ とでは ないか という ふうに思 ってお ります 。
以上です。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

それでは、最後 に和田委 員、よ ろしい ですか 。お願 いしま す。
○和田委員

ありがとうご ざいま す。

新参者 なので 、余り的 を射た 意見が 言えな いかも しれな いですし 、また 、最後 なので 幾
人かの方と 意見が かぶるか もしれ ません が、申 し訳な いです 。
私は、 どうい う方向性 、基本 的な考 え方が いいか という のは、こ の頂い た資料 を何度 も
読みまし て、日 本語を読 むのは 余り得 意では ないの ですが 、基本的 には大 丈夫と いうの は
変ですけれ ども、 いいかと 思いま す。
この中 に付け 加える視 点があ るとす ると、 翁さん もおっ しゃって いたの ですけ れども 、
日本が日 本だけ で生存す ること は不可 能なの で、グ ローバ ルの観点 から、 他のキ ーの国 、
主要国が どうい う類いの 規制が あるの か、な いのか 、ベン チマーキ ングを しなが ら、日 本
の規制が 全く一 緒であれ ばそれ はいい のです が、何 らかの 理由で規 制が少 し違う 場合は 、
なぜ違う のかが 分かった 上でそ れをつ くる。 今まで の規制 で、それ が先に あって 、海外 と
比較して 暦然と した差が ある場 合、分 かった 上で違 う規制 をつくる という 、そう いう観 点
が必要で はない か。もち ろん、 一番い いのは スタン ダーダ イゼーシ ョンで すね。 先ほど も
ありまし たけれ ども、ア メリカ の手法 と一緒 にする 。ただ 、それ自 体は国 民の観 点から 、
知らない 人が見 ると、何 だ、ア メリカ の真似 をして 、日本 は日本だ ぞとい う対立 する議 論
が出てくる ので、 よく人々 に説明 しない といけ ないと 思いま す。
どうい う観点 がいいか といい ますと 、やは りイノ ベーシ ョンです ね。私 は多国 籍企業 の
中で日本 国、日 本の競合 会社に 望まれ もしな い外国 の企業 が日本に 参入し て、そ れを成 功
するのに 参画し た者なの ですけ れども 、その 外国企 業が入 ることに よって し烈な 競争が 起
きます。 そうす ると、日 本のメ ーカー もすご く優秀 なので 、もっと いいも のを提 供しよ う
という方 向に、 全体に業 種が動 くとき が多々 ありま す。そ うすると 、し烈 な競争 はみん な
工夫をし ないと いけない ので、 何らか のイノ ベーシ ョンが 起きると いうの が私の 経験で 、
私の持論 なので 、できる だけ何 か規制 をする ときに 、これ はある種 の競争 、ある いは新 し
い考え方 を生み 出さない といけ ない状 況に追 い込ん でいる かどうか という のも見 ていか な
いといけな いと思 います。
ボラン ティア の仕事で 、とあ る大学 でマー ケティ ングの 授業をし ている のです が、そ の
大学では 、みん なパソコ ンを持 ってイ ンター ネット を見る など自由 に使い こなせ る大学 生
が勉強し ている のですが 、ある 大学生 は既に 在学中 、ある いは高校 時代か ら、私 の高校 時
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代、在学 中では 考えられ ないよ うな学 外のア クティ ビティ ーをして いるの です。 例えば 高
校時代に 某雑誌 を創刊し て話題 になっ た学生 がいま す。多 分高校生 が出版 しては いけな い
という規 制はな いですか ら、逆 に規制 がなけ れば若 い人は 何かでき るので はない かと思 う
のです。 それを 、規制を つくる ことに よって 蓋をし ている かもしれ ない。 そうい う観点 も
必要だと 思うの です 。
ないと ころに つくる 必要は ないで すし 、少子高 齢化な のだけ れども 、
若い人が そうい う今のツ ール、 デバイ スを使 って新 しいこ とをする ことを 自由放 任でや っ
てくること によっ て、それ が大き な力に なるの ではな いかな と思いま す。

友人の 一人に チームラ ボの猪 子さん という 方がい るので すが、東 大の大 学院の 、学生 時
代から存 じ上げ ているの ですけ れども、彼のこ の 10 年間 の成長を 見ると、まさに 新しい ツ
ールで、 そうい ったもの が一つ の新し い時代 の、新 しい事 業を起こ す、新 しい変 革を起 こ
すモデル ではな いかと思 うので 、そう いうも のを阻 害しな いように つくら ないと いけな い
というのが 方向性 であると 思いま す。
先ほど 、格安 航空の話 をされ たかど うかは 分から ないの ですが、Peach Aviation などの
LCC は安いので すが、日 本人は 安いの にそう ではな いサー ビスをデ マンド する。 国民の 方
もちょっ と理解 が追い付 いてい ないと 思うの で、そ ういう 意味では 規制を 緩めた とき、 そ
れが人々 にとっ て、社会 にとっ て、ど ういう 意味が あるの か、どう いうフ リーダ ムが得 ら
れるのか という のを広報、PR し ていか ないと、せ っかく の良い 制度をも たらし たとし ても 、
それを知 らなけ れば、ひ ょっと して知 ったら それを うまく 活用して 経済活 動がで きるか も
しれない 、イノ ベーショ ンがで きる、 アント レプレ ナーの 人が出る かもし れない のです け
れども、 それを 十分知ら しめな いこと によっ て何か が起き ないかも しれな い。そ の辺も 、
それはフ ォロー アップの 先の話 かもし れない ので、 そうい うことも 念頭に 入れて 我々が 活
動していっ たらい いのでは ないか なと思 います 。
ちょっ と漠然 とした言 い方で すけれ ども、 私は皆 さんの コメント も聴き ながら 、自分 で
キャッチア ップし ながら、 そんな ふうに 思いま した。
以上です。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

一巡し たので すけれど も、冒 頭に言 いまし たよう に、１ 回しか発 言権が ないわ けでは ご
ざいませ ん。他 の委員の お話を 伺った 上でこ れもと いうこ とがあれ ば遠慮 なく、 いかが で
しょうか。
よろしいですか 。言い残 したこ とはご ざいま せんか 。
どうぞ。
○大上委 員

や はり、他 の委員 の方の 話も聴 きまし て、い かに国民 に対し て啓蒙 をして い

くかという ことが 非常に重 要では ないか という ふうに 思いま した。
そのこ とは、 １つには 日本の 規制・ 制度と いうも のがそ もそも、 どのよ うな分 野がど れ
くらい遅 れてい るといっ たよう な事実 がある のか。例 えば、90 年代 前半ぐ らいま では恐 ら
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く日本の 規制・制度 というの はアジ アのモ デルに なって いた部 分があっ たと思 うので すが 、
今は残念 ながら 、日本的 な規制 ・制度 を参照 するよ うな国 というの はアジ アの中 でもほ と
んどなくな ってき ている。
例えば 自動車 の規制を 取りま しても 、日本 流の自 動車の 規制をや ってい るのは 恐らく タ
イぐらい ですよ ね。あとは 基本的 にはヨ ーロッ パ・ルー ル、ある いはアメ リカ・ル ールで 、
アジアは 恐らく ヨーロッ パ・ル ールが 多いと 思うの ですが 、そのよ うな日 本の置 かれて い
る現状か ら、今 、日本が 規制・ 制度と いう観 点でど のよう な状態に あるの か。こ れが続 い
ていくと 、日本 という国 は一体 どうな ってし まうの か。今 回、税と 社会保 障の一 体改革 が
やはり進 んだと いうのも 財政の 危機感 だった と思う のです が、同時 にこの ような ルール に
おける危機 感とい うものを いかに 醸成し ていく かとい う点。
もう一 つは、 我々がコ ストと 安全、 その両 方を、 二兎を 求めると いうこ とがい かに不 条
理なこと なので あるか。 ですか ら自己 責任、 それか ら、そ ういった 多様性 をもた らすベ ネ
フィット 、そう いうもの も含め て、我 々自身 が変わ ってい かなけれ ばいけ ないと いうこ と
も併せて 、いか に広報・ 宣伝を やって いける か。そ ういう ことがや はり全 体で見 れば非 常
に重要なの ではな いかなと 感じた 次第で ござい ます。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

他はいかがです か。もう ちょっ と時間 があり ます。
どうぞ。
○安念委 員

啓 蒙という 言い方 はやや 上から 目線な ので余 りいい言 葉だと は思い ません が、

自由とリ スクは 裏腹だと いうこ とを分 かって いただ くとい うのは、 私は本 当に大 切だと 思
うのです。
そこで 、岡委 員長はあ るいは 御存じ かもし れませ んけれ ども、前 に草刈 さんの 下でや っ
たときに 、それ ではとい うので 、規制 改革の メリッ トとい うものを 大いに 宣伝し ようと い
うことで 、マス コミ対策 が重要 である と、だ れでも 考える ではない ですか 。それ で委員 に
キャスタ ーの方 を起用し て大分 マスコ ミ戦略 をやっ たので すが、う まくい かなか った。 そ
れはこち らが下 手だった という ことも あると 思うの ですけ れども、 マスコ ミの体 質とい う
のは結局 、事故 志向なの ですよ 。事故 がある と、ば あっと 行って、 大変だ 、厚労 省が悪 い
のだ、国 交省が 悪いのだ 、政治 家が悪 いのだ 、そう いうこ とをやる わけで す。そ れはど こ
の国だって マスコ ミはそう いうも のです けれど も、や はりど うも駄目 だ。
それも 重要か もしれま せんが 、もう 一つ、 実は我 々がず っとやっ てきた ことは 、結局 、
消費者の 選択の 範囲を広 げて 、
消費 者の利 益にな ること をやっ てきたわ けです 。と ころが 、
意外に消 費者団 体からの 受けは 私は良 くなか ったと 思うの です。そ このコ ミュニ ケーシ ョ
ンは非常 に良く なかった 。私は 、ここ の春は ずっと 電気料 金の話で やって いたの ですが 、
そのとき 、つく づく感じ たのは 、今や 消費者 と言う か、消 費者団体 、ある いはも っと言 え
ば消費者 団体の リーダー は権力 になり ました 。その 権力に なったが ゆえに 、消費 者団体 の
リーダー の人の 質的な向 上と言 うとこ れも上 から目 線なの ですけれ ども、 こんな に力の あ
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る人たちに なった のだなと 思いま した。
つまり 、はっ きり言っ て物分 かりが いい。 今や何 でもか んでもお 上に頼 って規 制して く
ださいと いうよ うな発想 の人た ちでは ないの ですよ 。私は 狭い範囲 だから そうい う人と だ
けつき合 ったの かもしれ ません けれど も、今 や産業 界にと っても、 言わば 批判的 パート ナ
ーとでも いうの かな 、
そうい うふう になれ るだけ の実力 をもう かん養し ている と思い ます 。
つまり、 我々は つい啓蒙 活動と かなん とかと 言いま すとマ スメディ アのこ とばか り考え る
のですけ れども 、それを 中抜き して、 消費者 団体と 握ると 言うと変 ですが 、その 方が私 は
早いので はない かと最近 は考え るよう になり ました ので、 そういう 消費者 団体と のコミ ュ
ニケーシ ョンを 円滑にし ていく という ことは 重要な のでは ないかと いうふ うにつ くづく 思
っておりま す。
これは 啓蒙の 重要性に ついて 、何人 かの委 員の方 が誠に ごもっと もな御 指摘を なさい ま
したので、 そのた めの具体 的な在 り方と して、 今、考 えてい ることを 申し上 げまし た。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

他はいかがです か。
どうぞ。
○和田委 員

別 に非難し ている わけで はない ので、 そう取 ってほし くない のです が、例 え

ば PR をする という と、マスメ ディア の人に ピック アップ してもら うこと 自体は、事件で は
ないので 、マス メディア の人も ピック アップ しませ んし、 たとえピ ックア ップし たとし て
もなかな かメデ ィアで紹 介して くれな い。そ れ自体 、手法 がもう古 い手法 なので すよ。 だ
から、お っしゃ ったよう なター ゲット を決め て、そ の人た ちには理 解して もらう という こ
との、そう いう意 味の PR が必 要であ る。
PR という言 葉は、本当 にマス メディ アみた いなふ うに日 本語では 捉えて しまう のです が、
こういう 良きこ とができ ました 。
規 制とい うのは すごく ネガテ ィブな意 味なの ですが 、我 々
が多分、 奏上す る規制は いい規 制であ るから 、それ を一番 重要だと 思われ ている ターゲ ッ
トの人に 、知っ てほしい 人にう まく伝 達する という 意味の 活動をフ ォロー すると ころに 組
み込めば いいの ではない かなと 私は思 います けれど も、そ の場はタ ーゲッ トによ って、 例
えば物に よって は大学で 話した りする かもし れませ んし、 それはど ういう ふうに 広報戦 略
するのか を決め てやれば いいこ とでは ないか なと思 います ので、是 非そう いうも のも後 々
付け加えて いただ きたいと 思いま す。
以上です。
○岡委員長
○翁委員

それでは、翁 さんど うぞ。
その 点で私も 前から 感じて いるこ とがあ るので すけれど も、国 民の声 といい ま

すと、み んな供 給者、業 者から のもの しか出 てこな いので す。それ は、も っとこ ういう も
のをやり たいと いう声ば かりで す。本当は 、国 民の声 という のは消費 者から 欲しい のです 。
消費者が こうい ったこと に不便 なのだ という ふうに 感じて いれば、 それを 改革し ていく と
いうこと を進め ることが できる 。です から、 何とか して国 民の声を 消費者 から引 き出す と
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いうことが できる ような仕 組みを つくれ れば一 番いい なと思 っていま す。
どうし ても消 費者団体 の方は これが 、やは り安全 とかそ ういうこ とを意 識して 規制強 化
の方にお 話を持 っていか れるの ですけ れども 、本来 もっと 不便に思 ってい ること という の
はあるは ずで、 うまくそ れを引 き出す ことが できれ ばすご くいいと 思って いるの ですが 、
その知恵が なかな かないの で、少 し考え ていき たいな と思い ます。
○岡委員長

ありがとうご ざいま した。

副総理、何かご ざいます か。
○岡田副総 理
○岡委員 長

いえ、特に ありま せん。
今 の皆さん のお話 を伺っ ていま すと、 第２回 でも一部 、今日 の議論 の続き を

もう少し やって みたいな と思い ます。 今日御 自分で 発言さ れたこと 、他の 委員の 方がお 話
しになっ たこと 、それか ら、冒 頭の事 務局か らの説 明をも う一度頭 の中で 整理整 頓して い
ただいて 、次回 もう一度 、この 基本的 考え方 の一部 を議論 していた だいて はどう かとと 思
います。
私も、 前第３ クールの 冒頭で 申し上 げた考 え方と 基本的 には変わ ってい ないの ですけ れ
ども、や はりこ の規制・ 制度改 革委員 会の重 要な立 ち位置 は、今の 政権が こうい う形で 国
を良くし たい、 国民生活 を向上 したい という 政策、 例えば 、今日も 話題に なりま した「 日
本再生戦 略」を 実現する 上での 阻害要 因を規 制・制 度とい う観点か ら取り 除いて いくと い
うのが基 本なの だろうと 思いま す。第 ３クー ルの中 で、エ ネルギー の分野 でその ような 形
にいたし ました 。それか ら、途 中から スター トした 農業ワ ーキング グルー プにつ いても 、
農業を強 くしよ うという 政府の 戦略が 既にで き上が ってい るわけで すから 、それ を実現 す
るための 阻害要 因が規制 という 観点で 多々あ ります ので、 それを取 り除い ていく という よ
うなこと、 これが 基本なの だろう と思い ます。
もう一 つは、 今日の皆 さんの 御意見 の中に もあり ました けれども 、消費 者の立 場、国 民
の立場か ら、こ の規制と いうも のをど ういう ふうに 見てい くのかと いうこ と。安 念さん も
具体的な 例とし て挙げら れまし たが、 インタ ーネッ トの薬 販売など は何年 かかっ ている ん
だという 議論。 これは極 めて私 もシン ボリッ クなテ ーマだ と思いま す。要 するに 消費者 の
利便性を 取るの か、ある いは安 全性を 取るの かとい う、ま さにトレ ードオ フ的な ところ が
あるわけ であり まして、 規制の 中には そうい ったも のが結 構ありま す。で すから 、これ を
どのよう な形で 決着をつ けるの かとい うこと 。その ときに 国民の皆 さんに 対し、 これは 利
便性を高 めるた めにイン ターネ ットの 薬の販 売を認 めるよ うにして いくの ですよ と。し か
し、安全 性につ いてはで きるだ けの対 応をし ますけ れども 、最後は 一人ひ とりの 自己責 任
ですよ、 という ようなこ とをど こまで 訴えて いける のかと いうよう なテー マであ ると思 い
ます。こ うした トレード オフの 関係の ところ はどう いうふ うに考え ていく のかと いうこ と
が２つ目で ありま す。
３つ目 は、こ れも第３ クール のとき に申し 上げま したが 、議論を 幾ら繰 り返し ても、 時
間ばかり かけて もしよう がない 。大室 さんも ご指摘 の通り 、やはり スピー ディー に成果 を
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上げてい くとい うことで あろう かと思 います 。その ために は、我々 委員、 それか ら、事 務
局の皆さ んの活 動は言う までも ありま せんが 、冒頭 、中塚 副大臣か らもお 話があ りまし た
けれども 、やは り政治の 強いリ ーダー シップ の下で やって いく必要 がある 。そし て、所 管
の省庁の 皆さん をその気 にさせ ていく という ような ことも 必要でし ょう 。その 援軍と して 、
いわゆる 世論と いいます か、国 民の声 が後押 しをし てくれ るような 状態に 持って いくと い
うような ことだ ろうかな と思い ます。 いずれ にせよ 、成果 を上げな ければ 何をや ってい る
か分かり ません 。是非、 成果重 視であ るとい う考え 方は引 続き、今 回も重 要な考 え方と し
て位置付け ておき たい、か ように 思って おりま す。
ほぼ予 定どお りの時間 になり ました ので、 今日の 委員会 はこれで 終了さ せてい ただき ま
すが、次 回は、 冒頭にも 申し上 げまし たが、 この基 本的考 え方、プ ラス、 仕組み の議論 、
あるいは 分野の 議論、そ ういっ たこと をあと ２回や って、 それが終 わった 後に成 果を目 指
した本格的 な活動 に入って いきた いと思 ってお ります 。
最後に、事務局 から何か ござい ますか 。
○中原参 事官

次回の委 員会は 、調整 の上、 改めて 御連絡 させてい ただき ますの で、ど う

かよろしく お願い いたしま す。
○岡委員長

それでは、本 日はど うもあ りがと うござ いまし た。
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