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９．民営化

経済政策（2013年度秋学期）
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近年の主な民営化
 中曽根内閣： 1982~87

〈３公社の民営化〉
1985年 ＮＴＴ民営化 （←日本電信電話公社）
1985年 ＪＴ民営化 （←日本専売公社）
1987年 ＪＲ民営化 （←日本国有鉄道）

 橋本内閣： 1996~98
2001年 独立行政法人
（○○研究所、国立美術館・博物館、造幣局等）

 小泉内閣： 2001~06
2005年 道路公団民営化
2007年 郵政民営化
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講義内容／キーワード

 民営化事例
 ＪＲ（１９８７年）
ＮＴＴ（１９８５年）
郵政（２００７年） → 財政投融資の改革

 民営化の目的・成果

 国営で行っていた理由
cf. 政府（経済政策）の役割 vs 市場の役割
 資源配分機能

市場の失敗：公共財、外部性、規模の経済性、情報の不完全性
 所得再分配機能
 経済安定化機能

 民営化・規制改革の要因

4

国鉄改革の背景

鉄道の輸送シェアの低下
 自動車の輸送シェアが急拡大（モータリゼーションの進展）

 遠距離では航空との競合

経営の悪化
 1980年代は毎年1兆円以上の赤字

 政府から多額の補助金（85年は6000億円）も、利払いも賄え
ない状況

（要因）

 自動車・航空の発展に対する対応の遅れ

 生産性向上意欲、コスト意識が希薄

 予算、人事、運賃等様々な面での規制 → 変化への柔軟な
対応が困難、経営の自主性の欠落・経営責任の不明確化
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旅客輸送シェアの変遷

（出所） 国土交通省ＨＰ資料 「国鉄改革について」

6

国鉄改革の目的

① 経営の効率化

② 国鉄の長期債務の処理

③ 雇用・労使問題の円滑な解決

④ サービス向上・鉄道事業の再生
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国鉄改革
分割・民営化

 ６つの旅客会社、１つの貨物会社に分割

 株式会社化（当初は国が全額出資、早期に純民間会社へ移行）

規制改革
 規制改革により新会社に経営の自由・自主性を確保

 事業範囲の制限撤廃

 運賃・料金規制の緩和： 法律 → 大臣の認可

国鉄長期債務の処理
 国鉄の債務： 37兆1000億円

→ 14.5兆はＪＲ（東日本、西日本、東海、貨物等）が負担

→ 22.6兆は国鉄清算事業団が処理： ＪＲ株、土地売却益を充
当、不足分は国民負担

8

国鉄改革（続）

経営安定基金の創設
 収益性の低い３社（ＪＲ北海道、四国、九州）に計1兆2700億円

の経営安定基金を創設

 基金の運用収益を３社の収入とする

職員数の適正化
 民営化前年の国鉄職員27.7万人 → ＪＲ採用20.1万人

 残りの7.6万人には再就職の斡旋等

統一的な旅客サービスの維持
 複数会社にまたがる列車運行、運賃の通し計算、他社の切符

購入等
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ＪＲの分割民営化（1987年4月）

国鉄

ＪＲ東日本

ＪＲ西日本

ＪＲ東海

ＪＲ北海道

ＪＲ四国

ＪＲ九州

ＪＲ貨物

国鉄清算事業団

完全民営化済
（株式政府保有0％＝純粋民間株式会社）

未上場（株式政府保有100％）

・・・・ JR各社の株式、旧国鉄の土地を保有
それらの売却等により国鉄の長期債務を処理することを業務
（返済が進まないまま1998年10月に解散）

10

政府規制の変化

 国 鉄 Ｊ Ｒ 

事業範囲 限定列挙 原則自由 

（新規事業は運輸大臣認可） 

投資 投資範囲の決定 

運輸大臣認可 

制約なし 

予算 国会の議決 事業計画の認可 

借入金 運輸大臣認可 長期借入金・社債発行は運輸

大臣認可 

役員人事 総裁：内閣の任命 

監査委員：運輸大臣の任命 

その他：運輸大臣認可 

株主総会で決定 

（代表取締役・監査役は運輸

大臣認可） 

給与 給与決定原則の法定 

給与総額制 

労使交渉 

運賃 国会の議決 運輸大臣認可 

 （備考） 行政管理研究センター『民営化の効果と現実』p.201より作成
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（参考）分割・民営化後の規制改革

（出所） 内閣府『政策効果分析レポート2003』

1987.4 ○ 旧国鉄の分割・民営化 

○ 道事業法制定 … 鉄道事業規制の一本化 

・ 参入規制： 路線ごとの免許制 

・ 運賃規制： 認可制 

1997.1 ○ 運賃制度の改正 

・ 上限価格制*（プライス・キャップ制）の導入 

・ ヤードスティック料金査定方式**の強化 

2000.3 ○ 参入規制の緩和・需給調整規制の撤廃 

  ・ 路線ごとの免許制 → 路線ごとの許可制 

○ 運賃規制の緩和 

  ・ 上限認可制（上限価格制の法定化） 

*  上限運賃のみ認可対象とする一方、それ以下であれば届出で可となった 

** 直接の競合関係にはないが同様の事業をしている事業者との間で指標を比

較して間接的に競わせる査定方式 

12

経常収益の変化

（出所） 国土交通省ＨＰ資料 「国鉄改革について」
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国からの補助金額の変化

（出所） 国土交通省ＨＰ資料 「国鉄改革について」

02年度補助金額 20.4億円
03年度法人税等 約2,300億円

14

運賃の変化

（出所） 国土交通省ＨＰ資料 「国鉄改革について」
（注） 図は、ＪＲ本州３社の運賃の変化。３島ＪＲ（北海道、四国、九州）は、96年に平均6.6％の値上げを実施

（1980年＝100）
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赤字ローカル線の廃止

 1980年 国鉄再建法

赤字ローカル線83線の廃止

（北海道22路線、東北12路線、九州23路線等）

分割・民営化前に1700kmを廃止

ＪＲに引き継がれた1460kmにも廃止計画を適用

廃止された路線は、バスへの転換、地方公共団
体の第三セクター化、民鉄への移管等

16

国鉄債務処理の見通しと実際
【分割・民営化時点(87年)での見通し】

国鉄債務 37.7兆 ＪＲ負担 14.5兆
国鉄清算事業団 22.6兆

ＪＲ株売却 1.2兆
土地売却 7.7兆
国民負担 13.8兆

【清算事業団解散時(98年)の状況】
債務残高 28.3兆 ＪＲ追加負担 0.2兆

国鉄清算本部 3.9兆
国民負担 24.1兆

 国民負担増加の要因
 「緊急土地要綱（87.10）」による土地売却凍結
 バブル崩壊とＪＲ株売却の遅れ
 金利負担の累積
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国鉄債務処理（98年時点）

（出所） 国鉄清算事業本部ＨＰ

18

職員数の変化

（出所） 国土交通省ＨＰ資料 「国鉄改革について」
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余剰職員問題

国鉄職員 27.7万人

ＪＲ採用者 20.1万人
退職者 5.3万人（希望退職3.9万人）
清算事業団 2.3万人

うち再就職先未定者 7,630人
ＪＲ追加採用 2,300人
他企業へ就職斡旋 3,450人
辞職 840人
解雇（90年4月） 1,050人

20

旅客輸送量の変化

改革前５年間平均
０．６％

改革後７年間平均
３．４％

（出所） 国土交通省ＨＰ資料 「国鉄改革について」
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サービスの変化

 旅客への態度改善

 駅・車両のきれいさの向上

 事故件数の減少

 88年度900件 → 02年度468件
輸送量１億人キロあたり件数：

ＪＲ東日本: 87年度 0.36 → 94年度 0.13
（私鉄全体： 0.24 → 0.30）

 自動改札機、SUICA・ICOCA
 ホテル、物販、飲食、旅行業等関連事業の展開

 各種企画切符の登場

22

国鉄改革の成果

① 経営の効率化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○

② 国鉄の長期債務の処理 ・・・・・・・・・・ ×

③ 雇用・労使問題の円滑な解決 ・・・・・ △

④ サービス向上・鉄道事業の再生 ・・・ ○
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ＮＴＴの分割・民営化

電電公社 ＮＴＴ ＮＴＴ持株会社

ＮＴＴ東日本

ＮＴＴ西日本

ＮＴＴコミュニケーションズ

ＮＴＴドコモ

ＮＴＴデータ

92
年
分
社

88
年
分
社

（100％保有）

（63.5％保有）

（54.2％保有）

政府に株式の1/3以上の保有義務

1985 1999

（注）数値は2004年3月末

24

NTT分割・民営化
政 府

NTT
（持株会社）

NTT
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

総資産： 1.5兆円
売上高： 1.1兆円
社員数： 7,700人

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社（48社）

NTT-PC
NTT USA 等

NTT
東日本

総資産： 4.3兆円
売上高： 2.2兆円
社員数：14,900人

NTT
西日本

総資産： 4.2兆円
売上高： 2.1兆円
社員数：13,750人

NTT
ドコモ

総資産： 6.2兆円
売上高： 5.0兆円
社員数：21,250人

NTT
データ

総資産： 1.0兆円
売上高： 8,467億
社員数：17,400人

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社（78社）

NTTエムイー
地域ｻｰﾋﾞｽ会社 等

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社（51社）

NTTネオメイト
NTTﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｱｳﾄ等

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社（68社）

データシステム技術

等

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社（71社）

ドコモサービス
ドコモエンジ 等

1/3以上
株式保有義務

（100％） （100％） （100％） （54.2％） （63.5％）

（出所） ＮＴＴ「ＮＴＴの民営化と再編成について」 （注） 数値は2004年3月末
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ＮＴＴ民営化の背景・目的

独占による弊害 ⇒ 競争の導入

ニーズの高度化・多様化への対応

経営の効率化、自由度拡大

自然独占性（規模の経済性）の希薄化

技術革新、技術的統一性の必要性の減少

基幹網整備の進展

26

分割・民営化による規制の変化
 電電公社 ＮＴＴ 

責務 ユニバーサル・サービス 

合理的料金 等 

ユニバーサル・サービス 

研究開発の推進・成果普及 

事業範囲 公衆電気通信事業、附帯業務 

目的達成業務、受託業務（限定列挙） 

国内電気通信事業、附帯業務 

目的達成業務（郵政大臣認可） 

事業計画 予算の国会議決 郵政大臣認可 

事務所設置 郵政大臣認可 支店・出張所の設置自由 

投資 密接関連事業等への出資（政令の範

囲内、郵政大臣認可） 

自由 

借入・社債 予算の範囲内で郵政大臣認可 自由 

資金運用 余裕資金は国庫預託が原則 自由 

財産処分 重要な電気通信設備の譲渡等は国

会の議決 

重要な電気通信設備の譲渡等は郵

政大臣認可 

新株発行 予算に基づく政府出資のみ 郵政大臣認可 

労働法関係 公共企業体等労働関係法の適用（争

議禁止） 

労働三法の適用（争議も可能） 

料金 法定 郵政大臣認可 

業務委託 限定列挙 郵政大臣認可 

 （備考） 行政管理センター『民営化の効果と現実』 pp.127~130 より作成
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民営化後の規制改革

1985 ＮＴＴ民営化 
電気通信事業自由化：ＮＣＣ（新規公衆通信事業者）参入可

能に 
料金規制： 法定制→認可制 

1992 ＮＴＴドコモ分社 
1994 携帯売切制導入（携帯の販売自由化） 
1995 ＰＨＳサービス開始 
1997 ＮＴＴの保有する制定電気通信設備（中継系光ファイバー、

局舎設備等）の接続・開放義務（アンバンドル規制） 
接続ルールの整備 

1998 料金規制：認可制→届出制（ＮＴＴ東西は上限価格制適用） 
1999 ＮＴＴ分離・分割 
2001 非対称規制の導入 
 

28

通信事業への新規参入

（出所） 内閣府『政策効果分析レポート2001』
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通話料の変化

（出所）ＮＴＴ「ＮＴＴの民営化と再編成について」

30

ＮＴＴ民営化後の就業者数と収益

（出所）ＮＴＴ「ＮＴＴの民営化と再編成について」
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電話サービスの多様化

電話サービスにおける新サービス開始件数

0

2

4

6

8

10

12

'75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

（年度）

（件）

民営化前10年　計13件 民営化後10年　計52件

（出所） 行政管理研究センター『民営化の効果と現実』 p.150

32

電話料金・サービスの多様化

料金多様化の例 サービス多様化の例 

全時間帯割引サービス 

夜間・休日時間帯割引サービス 

夜間・土日祝日限定利用サービス 

通話先指定型割引サービス 

課金先分割サービス 

深夜・早朝限定定額制サービス 

逓増型大口割引サービス 

長期契約割引サービス 

フレームリレーサービス 

電話投票サービス 

大量情報提供サービス 

迷惑電話防止サービス 

ＶＰＮサービス 

専用線アクセス型電話サービス 

 

（出所） 行政管理研究センター『民営化の効果と現実』 p.150
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ＮＴＴ民営化に伴う政府収入

（出所）ＮＴＴ「ＮＴＴの民営化と再編成について」

34

情報通信媒体の多様化

（出所）ＮＴＴ「ＮＴＴの民営化と再編成について」
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ブロードバンド通信速度・料金

（出所）ＮＴＴ「ＮＴＴの民営化と再編成について」

36

携帯からのインターネット利用
携帯電話のインターネット対応比率（2003年9月時点）

（出所） 総務省『情報通信白書 16年版』
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郵政民営化
郵政３事業

① 郵便事業

② 郵便貯金事業
郵便貯金 約211兆
⇔ ４大銀行（みずほ、東京三菱、三井住友、UFJ）

預金計 約214兆

③ 簡易保険事業
簡易保険 約114兆
⇔ ４大生保（日本、第一、明治安田、住友）計 約104兆

※ 郵貯＋簡保約325兆 ≒ 家計の金融資産約1,400兆の1/4
（注）数値は2005年3月末

38

郵便事業vs民間トップ４

（出所）2005年10月15日付 日本経済新聞
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郵政改革の背景

 「民業圧迫」批判
郵便事業 ⇔ 民間宅配便

郵便貯金 ⇔ 民間銀行

簡易保険 ⇔ 民間生命保険

 財政投融資の問題

非効率な投融資（旧国鉄、旧道路公団等）

時代の変化と財政投融資の役割縮小
民間資金の充実

産業の発展

⇒ 300兆を超える資金を官から民へ

40

郵政改革の経緯

 1997年 行政改革会議中間報告
簡易保険は完全民営化
郵便貯金も民営化の条件整備
郵便事業は国営維持

 1998年 中央省庁等改革基本法
郵政公社化、郵政３事業は一体経営
民営化等の見直しは行わない

 2002年 郵政公社法、信書便法
郵政公社（2003年4月~）の業務等を規定
郵便事業への民間参入（ポスト設置基準等の参入条件）

（参考）「信書に該当する文書に関する指針」（2003年、総務省）

 2005年 郵政民営化法
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郵政民営化

政 府

日本郵政（持株会社）

郵便局会社
（窓口ネットワーク）

日本郵便
（郵便事業）

ゆうちょ銀行
（郵便貯金事業）

かんぽ生命
（簡易保険事業）

当初全株保有
→早期に保有義務（1/3）まで売却

窓口業務を委託

100％
→0％

100％
→0％100％維持100％維持

移行期間（2017年9月末
迄）中に完全民営化※ 地域分割は新会社の経営判断

民間企業

42

郵政民営化 見直し

（出所）日本経済新聞 2009年9月21日



22

43

基本理念

 郵政民営化法 第２条

郵政民営化は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、公社

に代わる新たな体制の確立等により、経営の自主性、創造

性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進

し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向

上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図る

ため、地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮

しつつ、公社が有する機能を分割し、それぞれの機能を引き

継ぐ組織を株式会社とするとともに、当該株式会社の業務と

同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するた

めの措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健

全な発展に寄与することを基本として行われるものとする。

44

郵政民営化の主な論点

 ユニバーサル・サービス の提供
郵便局数2万4,700（うち特定郵便局1万8,900）
 「あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を
設置（郵便局法第５条）」（詳細は総務省令で定める）

社会・地域貢献基金（１兆円以上）

 ３事業分離 vs 一体経営
完全民営化後の株式買戻し、持合い

 民間との イコール・フッティング
郵貯・簡保の政府保証、税負担
業務範囲等、経営の自由度
民間による信書事業参入

 財政投融資 改革＝郵政民営化の裏の（真の）テーマ
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地域における郵便局の存在

郵便局と民間金融機関の店舗配置状況

（出所）郵政民営化準備室パンフレット「だから、いま民営化」

46

民営化に伴う規制の変化

 郵便貯金 民間銀行 簡易保険 民間生命保険 

商品 

サービス 

法令で限定 経営判断 

（認可・届出等） 

法令で限定 経営判断 

（認可・届出等） 

預入等の

限度額 

1000 万円 制限なし 保険：1000 万円 

年金：初年度年

金額 90 万円 

制限なし 

貸し出し 預金者貸付のみ 制限なし   

預金等の

保護 

政府保証 預金保険機構に

加入 

政府保証 生命保険者保護

機構に加入 

法人税負

担 

免除 負担 免除 負担 

 

郵政事業と民間銀行等との規制の比較

※ 移行期間（2017年9月末迄）中に、「郵政民営化委員会」の意見を聞いて、
段階的に民間並みの規制に移行
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窓口・郵便業務の自由度拡大

諸外国の郵便局における各種サービス例

金融商品（証券、投資信託、保険等）の販売

個人・住宅ローン、金融相談サービス

運転免許、パスポート、住民登録関連手続き

公共交通機関チケット販売

旅行小切手、ギフトカード、映画館クーポン等販売

インターネット・カフェ 等

国際的な物流市場等の新分野への進出

（備考）郵政民営化準備室パンフレット「だから、いま民営化」等より

48

財政投融資

財政投融資・・・郵便貯金や年金積立金などにより集められ
た資金を用いて、

民間事業者では実施困難な事業（大規模・長期プロジェ
クト、公共性のある低収益事業等）への投資

民間金融機関では供給困難な融資（長期低利融資等）

を行う

入口： 郵便貯金、年金積立金、簡易保険等

中間： 大蔵省資金運用部

出口： 財政投融資機関 （特殊法人、特別会計等）

2001年4月 財政投融資改革：市場からの資金調達へ

2001年12月 「特殊法人等整理合理化計画」（＝出口の改革）

2007年10月 郵政民営化（＝入口の改革）
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財政投融資の仕組み（改革前）

郵便貯金
（255兆）

年金積立金
（140兆）

簡易保険
（112兆）

資金運用部
（443兆）

簡易保険資金
（60兆）

財政投融資機関（414兆）

【融資機関】（145兆）
住宅金融公庫（74.2兆）
日本政策投資銀行（17.1兆）
中小企業金融公庫（7.2兆）等

【事業機関】（110兆）
（旧）道路４公団（30.9兆）
都市基盤整備公団（14.5兆）
（旧）国鉄 等

【国の特別会計等】（73兆）
土地改良事業特会（1.1兆）
空港整備特会（1.0兆） 等

【地方公共団体】（83兆）
地方債等（83.4兆）

〈出口〉〈入口〉

国債等（115兆）

預託

預託

（備考）数値は99年度末残高（ストック）

50

財政投融資の仕組み（改革後）

郵便貯金

年金
積立金

金融市場

財政投融資機関

【融資機関】
住宅金融公庫
日本政策投資銀行
中小企業金融公庫等

【事業機関】
都市再生機構
福祉医療機構
（旧）道路４公団 等

【国の特別会計等】
土地改良事業特会
空港整備特会 等

【地方公共団体】
地方債等

自主運用

自主運用

（備考）数値は08年度発行予定額（フロー）

財投資金
特会

財投機関債（5.2兆）

（自主調達）

政府保証債（4.4兆）

財投債

（一括調達）

（8.4兆）

※ 経過措置として
郵貯や年金が財
投債の一部を直
接引受け（07年
度まで）
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財政投融資計画額の推移

（出所）財務省「財政投融資リポート2008」

52

財政投融資残高の推移

（出所）財務省「財政投融資リポート2008」
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特殊法人等改革

特殊法人等整理合理化計画（2001年12月）

道路４公団・・・民営化

住宅金融公庫・・・廃止（証券化業務のみ独法化）

その他計163法人の整理・合理化

実施状況（2005年1月）

措置済・・・136法人（約８割）

廃止36法人、民営化等36法人、独法化39法人など

今後措置予定・・・22法人

政策金融機関8法人など

54

政策金融改革
 政策金融機関９法人

 住宅金融公庫、日本政策投資銀行、国際協力銀行、国民生活金融
公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、農林漁業金融公庫、
公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫

 01年12月 特殊法人等整理合理化計画
 住宅金融公庫の廃止決定、残る８法人については結論を１年先送り

 02年12月 「政策金融改革について」経済財政諮問会議
 再度先送り：不良債権集中処理期間（～04年度）は政策金融を活用

 05年11月 「政策金融改革の基本方針」経済財政諮問会議
 政策金融の貸出残高（対GDP比）を半減（08年度中まで）

 政投銀・商工中金の民営化、その他機関の統廃合（08年度～）

 06年5月 行政改革推進法成立

 06年秋 政策金融改革関連法案審議

 08年度～ 政策金融機関を再編
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政策金融機関の再編

住 宅 金 融 公 庫

公営企業金融公庫

国民生活金融公庫

中小企業金融公庫

農林漁業金融公庫

沖縄振興開発金融公庫

国際協力銀行

08年度～

廃止
（一部業務は新設独立行政法人が引継ぐ）

完全民営化

（地方へ移管）

日本政策金融公庫

円借款部門

国際金融部門

国際協力機構

12年度以降に遅れて統合

06年度末

日本政策投資銀行

商工組合中央金庫 完全民営化

地方公共団体金融機構

統合

見直し？
株式売却も

14年度まで凍結

56

経済政策（政府）の役割 〔再掲〕

市場経済における経済政策（政府）の役割

＝「 市場（民間） ではできないことをやる」

というのが基本！！

経済は原則として 市場（民間） に任せる

経済政策（政府）の役割は 市場の補完 のみ
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経済政策（政府）の役割と市場（民間）の役割

政府の役割 市場の役割

① 資源配分 機能

「市場の失敗」の是正 市場メカニズム
公共財、外部性、 （価格メカニズム）
規模の経済性 等 ＝「神の見えざる手」

② 所得再分配 機能

豊かな人から社会的弱者 格差是正機能 なし
への所得移転

③ 経済安定化 機能

経済変動（成長率、失業率、 新古典 派（調整機能あり）
物価の変動）の安定化 vs ケインズ 派（なし）

58

公営方式の理由

資源配分機能？
（市場の失敗？）

公共財？

外部性？

規模の経済性？

情報の不完全性？

所得再分配機能？

経済安定化機能？
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資源配分機能（「市場の失敗」）

 公共財・・・皆が自由に使える（非競合性、非排除性）

 例： 純粋公共財・・・防衛、治安・警察、防災、衛生 等

準公共財・・・道路、鉄道、公園等

 問題： ただ乗り → 民間では不採算 → 過少供給

 対策： 税金による費用の強制徴収＋政府による直接供給

 外部性・・・直接の生産者・消費者以外にも利益・不利益

 例： 公害、たばこ（外部不経済）； 道路、鉄道、教育（外部経済）

 問題： 外部の利益・不利益が市場の取引に反映されない

→ 過少供給となる場合： 外部効果を含めれば社会的に利益があるも
のでも、民間で不採算だと供給されない

→ 過大供給となる場合： 外部効果を含めれば社会的に不利益となるも
のでも、民間で採算がとれれば供給される

 対策： 補助金・税金

60

資源配分機能（「市場の失敗」）

 規模の経済性・・・大量に生産するほど安く生産

 例： 電気、ガス、水道

 問題： 自然独占 → 独占の弊害（独占的価格設定、非効率）

 対策： 独占の容認 ＋ 政府による規制・監督

 情報の不完全性
 例： 英会話、エステ、中古車

 問題： 情報の欠如 → 適切な売買の判断が不能

 対策： 情報開示・表示の義務付け、情報提供、

基準・認証・検査、資格



31

61

所得再分配機能・経済安定化機能

所得再分配機能
問題： 格差・不平等

→ 社会的不満の高まり、社会のまとまりの喪失

対策： 富裕者から低所得者・社会的弱者への所得移転

税制（累進課税）、社会保障（弱者への給付）

経済安定化機能
問題： 景気変動 → 失業、インフレ、所得変動

対策： 財政政策、金融政策

62

民営化・規制改革の要因/背景

時代環境の変化

技術進歩、ニーズの変化等

公営・規制のコスト

競争や経営自主権の欠如による非効率

政府の失敗 vs 市場の失敗

海外からの圧力・貿易摩擦問題

（参考）経済学の潮流変化
 ケインズ派 → 新古典派
 コンテスタビリティの理論
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自主学習
 JR, NTTの民営化をどう評価するか

 道路公団の民営化をどう評価するか

 郵政民営化を推し進めるべきか、見直すべきか

 見直すとすれば、どのように見直すべきか

 見直す必要があるとすれば、郵便、郵便貯金、簡易保険は、なぜ、民
間には任せられないのか

 財政投融資の改革、特殊法人・政策金融の改革をどう評価するか

 日本政策投資銀行、商工中金は予定通りに完全民営化すべきか、
完全民営化は止めるべきか

【参考書の主な関連箇所】
 日本経済読本：第４章 第２節
 ゼミナール日本経済入門： ５章Ⅰ－５
 ゼミナール経済政策入門：第３章－３

【読書案内】
 中公新書ラクレ編集部編（2001）『論争・郵便局が消える日』中公新書ラクレ
 小泉純一郎・松沢しげふみ編（1999）『郵政民営化論―日本再生の大改革！』 PHP研

究所


