
1990年代初めのバブル経済崩壊後、経済
の停滞に直面して、日本は次第に成長の

原動力として規制改革に焦点を合わせるよう
になりました。1990年代半ば以降、政府は広
範な政策を次々と実施し、日本の経済、社会、
政府における規制改革を推進してきました。
改革の必要性は、21世紀最初の数年間に社会・
経済面で起きた根本的な変化によってさらに
明らかとなりました。つまり、予想以上に早
く進む人口の高齢化、環境問題の悪化、IT革
命の加速度的進展、経済のグローバル化に伴
う産業構造の変容といった変化です。

1995年に政府は「規制緩和推進計画」を
策定し、そこで次のような 11分野、1,091の
項目を取り上げました。すなわち、①住宅・
土地、②情報・通信、③流通、④運輸、⑤基
準・規格・認証・輸入、⑥金融・証券・保険、
⑦エネルギー、⑧雇用・労働、⑨公害・廃棄物・
環境保全、⑩危険物・防災・保安、⑪その他、
です。この計画は 1996年と 97年に改正され、
97年の改正では教育が 12番目の分野として
追加され、項目総数は 2,823となりました。

1995年の計画が期限切れとなった 1998年
に、政府は改めて「規制緩和推進 3か年計画」
を発表し、新しい政策を、前計画で実施され
なかったものと合わせて盛り込みました。こ
の 3か年計画の目標は、日本の社会と経済に
おける抜本的な構造改革を実現すること、国
際社会に開かれ、自己責任と市場原理に則っ
た自由で公正な社会経済システムを創出する
こと、事前規制型の行政から事後チェック型
の行政に転換していくこと、とされました。
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また競争政策、医療・福祉、および法務関
係の新 3分野が前計画の 12分野に追加され、
計 624項目が盛り込まれました。この 3か年
計画は 1999年と 2000年に改定されました。
さらに 2001年 3月に、政府は新たに「規

制改革推進 3か年計画」を決定し、今回は前
計画で用いられた「規制緩和」に替えて「規
制改革」の文字を名称に入れました。この計
画では 554項目が、法務、金融、教育、医療、
雇用、流通、エネルギー等の 15分野で取り
上げられています。また、IT、環境、競争、
基準認証、資格制度といった複数の分野をカ
バーする横断的な改革項目（104項目）も含
まれました。

2001年 4月には、内閣府の一部として総
合規制改革会議が設置され、3年を任期とし
て首相の諮問機関として機能しました。この
会議が作成した最初の二つの報告は、2002年
と 2003年になされた 3か年計画の改定の基
礎となりました。2002年の改定計画では医療、
社会福祉・子育て、雇用、教育、環境、およ
び都市再開発の 6分野に焦点が置かれ、2003
年の改定計画では、構造改革特区の設立と活
用を促進することに新たに重点が置かれまし
た。2003年 12月に出された規制改革会議の
最終報告書では、過去の改革努力の成果がま
とめられ、将来取り組むべき課題が示されま
した。この報告書にはおよそ 340の特定改革
案が含まれており、これに加えて、規制改革
会議は 2004年 3月の解散前に新たな 3か年
計画を準備しようとしています。現在、この
会議の後継機関の設置が検討されています。

規制改革
抜本的な構造改革が成長の新しい原動力に
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構造改革特別区域

構造改革特別区域（特区）とは、従来は
法規制等により全国で禁止されていた事業
を、その地域の特性に合った規定を通じて特
別に行うことができる、地理的に特定された
地域のことを指します。この計画は地方公共
団体と民間部門が協力し、その自発的決定を
通じて実施されるものです。特区の目的は、
規制緩和を通じて地域経済の活性化を実現
し、また将来的に全国レベルで実施される可
能性のある構造改革の成功例を示すことにあ
ります。構造改革特区に関する法案は 2002
年 12月に可決され、2003年 4月に施行され
ました。2003年末までに、政府は合計 236
の特区を認可しています。そこには、民間企
業が学校や大学を運営することのできる教育
特区や、民間企業が農業に従事できる農業特
区、また、外国の研究者に対するビザの発給
を容易にした国際交流特区などがあります。

通信と放送

データ通信の分野における規制改革は、
国内最大の通信事業者であった日本電信電話
公社（NTT）の 1985年の民営化に始まります。
以後、新規参入した一般通信業者（NCCs）は、
長距離通信市場で大きなシェアを占めるまで
になりました。通信業界における激しい競争
は、技術革新と相俟って、電話料金を大きく
引き下げました。
携帯電話の利用は過去 10年間、目覚まし

く拡大しました。携帯端末のレンタルシステ
ムは 1994年に売り切り制度に切り替えられ、
1996年には新料金の導入に関わる規制が緩
和され、1998年には携帯電話利用の認証手
続きが大幅に簡略化されて、申し込み料が引
き下げられました。このような改革は携帯通
信ブームを巻き起こし、利用者の数は 1994
年 3月の 213万人から 2003年 3月の 7,566
万人へと一挙に跳ね上がりました。

1997年の規制緩和政策によって NTTは国
際電話市場に参入することが可能となる一

方、最大の国際通信業者であった国際電信電
話（KDD）は国内市場に参入できるように
なりました。通信接続網に関する規則が作
成され、規制されていた公専公接続も自由
化されました。さらに 1998年には、NTTと
KDDを除いた主な電気通信会社の外国人に
よる所有が自由化されました。1999年 7月
に NTTは、NTT東日本および NTT西日本
という二つの地方会社と、一つの長距離通
信会社に三分割されました。規制緩和で生じ
た激しい競争は、この業界における再編に拍
車をかけています。一例として 2000年 10月
に、KDDと二つの一般通信業者が合併して
KDDI株式会社が誕生しました。
インターネットの利用が公私の通信手段

として拡大したことは、通信業界における規
制緩和が可能にしたもう一つの出来事です。
2001年と 2002年に実施された様々な規制改
革で、高速 ADSLブロードバンド・インター
ネットの利用料は世界最安水準となりまし
た。2000年 9月、ADSLユーザー数は約 2,500
人にすぎませんでしたが、2003年 9月には
920万人と爆発的に増加しました。
テレビとラジオのデジタル放送が 2003年

から 2006年にかけて漸次導入されることを
見越して、1999年に放送法が改正され、多
種多様なデータを、プログラムの映像や音と
は無関係であっても、デジタル信号の一部に
して放送することが可能になりました。

金融

「フリー（自由）、フェア（公正）、グロー
バル（国際化）」のコンセプトのもと、日本
政府は金融市場において抜本的な改革、いわ
ゆる「ビッグバン」を実施しました。この分
野における規制改革は、個人投資家の参加を
促すことを目的としています。証券取引法の
改正では、銀行、証券、保険の三業種間の障
壁が撤廃され、証券市場の魅力と競争性と活
力が高められました。持株会社に対する規制
も取り払われ、証券会社や銀行の業務範囲は
拡大しました。

携帯電話
低料金と多様なサービス
が携帯電話の売り上げを
伸ばしている
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促されました。また同年、羽田空港の新滑走
路整備で発着枠が増加すると、新会社の参入
余地が生まれました。その結果、二つの新
しい航空会社、スカイマーク・エアライン
とエアドゥが 1998年に運航を開始しました。
2000年以降、航空会社は自由に料金を設定
できるようになり、様々なディスカウント・
プランの導入や全般的な価格引き下げが行
われることとなりました。

2002年に施行された規制緩和策で、タク
シー業者もフレキシブルな料金システムを
採ることが可能となり、長距離ディスカウン
トや、空港等特定の目的地に対する固定料金
制などが導入されています。
土地・住宅業界：高層住居誘導地区の容

積率は引き上げられ、分譲マンションの容積
率測定に際しては、階段やホールなどの共
有部分は除外されました。これにより、居住
スペースとして利用可能な容積が大きく増
加しました。1998年の建築基準法改正では、
従来は地方公共団体のみが実施可能だった
建築確認検査を、指定された民間業者が行え
るようになりました。
医療・福祉業界：民間のイニシアティブ

が導入され、（営利・非営利の）サービス業
者が高齢者介護に参入できるようになりま
した。以前のこの分野では、公的サービスが
圧倒的でした。また薬価制度の見直しも行わ
れました。2000年以降、従来は地方公共団
体と社会福祉法人のみに許されていた保育
施設の運営を、民間企業も行えるようになり
ました。
雇用・労働分野：雇用を扱う専門業務に

関する規制が自由化されました。派遣労働に
ついての規則は 1996年から 2003年の間に
段階的に緩和されました。この規制緩和を通
じて、派遣労働者は、指定された職業でのみ
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外国為替管理法の改正は 1998年 4月に施
行され、為替は完全に自由化されました。こ
れにより企業も個人も、海外事業者との取引
を自由に行うことができるようになりまし
た。1998年 12月には金融制度改革のための
一連の法律が施行され、株式売買手数料や損
害保険料の規制緩和、証券デリバティブの店
頭販売の自由化、銀行の投資信託商品販売の
自由化などが実現しました。2001年以降実
施された規制改革では、銀行が様々な保険商
品を店頭販売できるようになりました。

その他の分野

流通業界：大規模小売店舗法（大店法）は、
小規模小売業者の保護を目的として 1974年
に成立しました。しかしその規制は、1990
年代に三つの改正を経て緩和されました。大
規模店の開店申請数は1989年に794件であっ
たのが、翌 1990年には 1,667件へと跳ね上
がり、1996年にはピークの 2,269件となりま
した。大規模小売店舗立地法は 1998年に成
立、2000年に施行され、大店法に取って代
わりました。この新法は、既存の小規模小売
店の保護から、地域の生活環境保護へと力点
を移しています。

1996年に米穀販売を規制する制度も変わ
り、制限的許可制から誰でも参入できる登録
制へと移行、また 1999年には登録手続きが
さらに簡略化されました。酒類販売免許の認
可規則は 1993年に大幅に自由化され、残さ
れていた人口基準や距離基準も 2000年に廃
止されました。また過去には、認可を受けた
薬局のみが医薬品を販売することができまし
たが、1999年以降は一般小売店やコンビニ
エンス・ストアもビタミン剤や胃腸薬、皮膚
消毒剤を含む 15種を販売することができる
ようになりました。ガソリンスタンドのセル
フサービスも 1998年に自由化されました。
運輸業界：国内線航空事業に対する規制

は、需給調整に関するものを中心に見直され
ました。1997年 4月には複線化・三重線化
の規制撤廃が行われ、航空会社間での競争が
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タクシー料金
規制改革で、タクシー会
社は自由に最低料金を設
定できるようになった
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雇用可能であったのが、特に禁じられた場合
を除く全ての職業で雇用可能となりました。
これにより派遣労働者を利用できる産業が増
え、実際、派遣労働者の利用は近年急激に拡
大しました。雇用における男女の平等な待遇
を促進するため、1999年には女性に対する
時間外・深夜・休日労働の規制が撤廃されま
した。
教育界：2000年に実施された規制改革で、

教員免許や教育分野での職歴を持たない個人
でも公立学校の校長として雇用されることが
可能となりました。これにより、民間部門で
広範な経験を培った人々の技能が、公立学校
においても活用可能となったのです。またこ
れに続く改革では、私立の小中学校設置の要
件が緩和され、国内のインターナショナル・
スクールや民族学校の卒業生も国立大学入学
試験を受けられるようになりました。
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大口定期預金の金利に対する制限撤廃
大規模小売店舗法の改正（地元商業者の合意の必要の廃止、出店調整
期間を1年以内に短縮）
建築基準法の改正（木造3階建て共同住宅の建設を一部許可）
東京と大阪で、タクシーの料金体系に会社による格差が生じる
ビール製造免許取得の要件、年間生産量2000klから60klに引き下げ
株式委託手数料、10億円を超える大口取引に関し規制撤廃
携帯電話の無条件販売の自由化
流動性預貯金金利の自由化（当座預金を除く）
標準パスポートの有効期間を5年から10年に拡大
生命保険と損害保険、子会社方式による相互乗り入れが可能に
公専公接続の自由化
日本型「ビッグバン」、金融システムの改革が宣言される
塩の専売廃止
工業標準化法の見直し（JISマーク認証が国内外の民間機関にも開放さ
れる）
持株会社禁止規制の撤廃
外国為替および外国貿易法施行、為替取引の規制緩和
セルフサービスのガソリンスタンド設立許可
大規模小売店舗立地法成立、2000年6月に旧大店法廃止
一連の金融システム改革立法が成立
一般小売店による一部医薬品の販売が許可される
女性に対する時間外・深夜・休日労働の規制撤廃
派遣労働者の雇用に関する規制が大幅に緩和される
NTT三分割
電気の小売、一部自由化
民間会社の保育施設運営が許可される
改革によりADSLブロードバンド・インターネット・サービスが拡大
国内航空運賃の規制緩和
1997年に初めて認可されたストックオプションの利用に関し、規制緩和
医療機関による宣伝の規制緩和
マンション建替え円滑化法施行
大学設置基準の規制緩和
構造改革特別区域（特区）システムの導入
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