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の成の成の成の成果果果果をとをとをとをとりりりりままままととととめためためためたももももののののでででで、、、、金金金金融融融融市市市市場場場場参参参参加加加加者者者者、、、、研研研研究究究究者者者者等等等等、、、、有有有有識識識識者者者者の方の方の方の方かかかからららら幅幅幅幅広広広広くくくくココココメメメメンンンントをトをトをトを頂頂頂頂

戴す戴す戴す戴するるるることことことことをををを企企企企図図図図してしてしてしていいいいまままますすすす。。。。たたたただだだだしししし、、、、論論論論文文文文の内の内の内の内容容容容やややや意意意意見見見見はははは、、、、執執執執筆筆筆筆者個者個者個者個人人人人にににに属属属属しししし、、、、日日日日本本本本銀銀銀銀行あ行あ行あ行あるるるる

いはいはいはいは各各各各海外海外海外海外事事事事務務務務所所所所の公の公の公の公式式式式見見見見解解解解をををを示示示示すすすすももももののののででででははははありありありありまままませせせせんんんん。。。。
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近年に近年に近年に近年におおおおけるフランけるフランけるフランけるフランススススのののの公的金融機関の民公的金融機関の民公的金融機関の民公的金融機関の民営営営営化化化化についについについについてててて

（要　（要　（要　（要　旨）旨）旨）旨）

○　○　○　○　フフフフラララランンンンススススににににおおおおいいいいてててて公公公公的的的的金金金金融融融融がががが金金金金融融融融全体全体全体全体にににに占占占占めめめめるるるる割割割割合合合合はははは、、、、かかかかつつつつててててはははは他他他他のののの主主主主要要要要国国国国にににに

比べか比べか比べか比べかななななり高めの水り高めの水り高めの水り高めの水準準準準ににににあったがあったがあったがあったが、、、、80年代以降大きく低下し年代以降大きく低下し年代以降大きく低下し年代以降大きく低下し、、、、今今今今日日日日でででではははは 10%強強強強とととと

かなりかなりかなりかなり低低低低い水準とない水準とない水準とない水準となっっっってててているいるいるいる。。。。

○　○　○　○　ここここううううした公的金した公的金した公的金した公的金融融融融のののの比比比比率低下を時期別率低下を時期別率低下を時期別率低下を時期別にににに分けてみると分けてみると分けてみると分けてみると、、、、80年年年年代代代代とととと 90年年年年代代代代ととととでででで

背景が背景が背景が背景が異異異異なるなるなるなる。。。。80年年年年代代代代後半の民営化は、主後半の民営化は、主後半の民営化は、主後半の民営化は、主にににに、一般商業銀行業務、一般商業銀行業務、一般商業銀行業務、一般商業銀行業務をををを営んでいなが営んでいなが営んでいなが営んでいなが

らららら国国国国有有有有化化化化さささされれれれてててていいいいたたたた金金金金融融融融機機機機関関関関ににににつつつついいいいてててて、、、、そそそそのののの資資資資本本本本構構構構成成成成をををを民民民民間間間間出出出出資資資資にににに戻戻戻戻すすすすももももののののででででああああ

った。った。った。った。ここここれに対しれに対しれに対しれに対し、、、、90年年年年代の民営化は、政代の民営化は、政代の民営化は、政代の民営化は、政府府府府の援助の援助の援助の援助・優遇措置等・優遇措置等・優遇措置等・優遇措置等にににによる金融の競よる金融の競よる金融の競よる金融の競

争争争争環環環環境境境境のののの阻阻阻阻害害害害をををを回回回回避避避避すすすするるるる観観観観点点点点かかかからららら、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関とととと競競競競争争争争関関関関係係係係ににににああああるるるる分分分分野野野野のののの業業業業務務務務をををを

順次民順次民順次民順次民営営営営化したこと化したこと化したこと化したことにににによよよよるものであるものであるものであるものであるるるる。。。。

　こ　こ　こ　このののの結結結結果果果果、、、、現現現現在在在在、、、、フフフフラララランンンンススススににににおおおおいいいいてててて、、、、所所所所謂謂謂謂公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関とととと分分分分類類類類さささされれれれてててていいいいるるるる貸貸貸貸出出出出

機関は機関は機関は機関は、、、、①預金供託①預金供託①預金供託①預金供託公公公公庫庫庫庫（低家賃公共住宅（低家賃公共住宅（低家賃公共住宅（低家賃公共住宅・・・・インフラ整備向インフラ整備向インフラ整備向インフラ整備向けけけけ中中中中心心心心））））、、、、②中小企業②中小企業②中小企業②中小企業

開発銀開発銀開発銀開発銀行行行行（中小企業（中小企業（中小企業（中小企業向向向向けけけけ保証保証保証保証・・・・融資融資融資融資））））、、、、③③③③仏仏仏仏開発庁開発庁開発庁開発庁（海外経済援助（海外経済援助（海外経済援助（海外経済援助））））の３機関のの３機関のの３機関のの３機関のみみみみ

となっとなっとなっとなってててているいるいるいる。。。。

──　──　──　──　例例例例えばえばえばえば、、、、地方地方地方地方自自自自治体向け公的金融を治体向け公的金融を治体向け公的金融を治体向け公的金融を行行行行っていた仏地方設備っていた仏地方設備っていた仏地方設備っていた仏地方設備公公公公庫や庫や庫や庫や、、、、輸出輸出輸出輸出金金金金
融融融融をををを行っ行っ行っ行ってててていいいいたたたた仏仏仏仏貿貿貿貿易易易易銀銀銀銀行行行行はははは、、、、業業業業務務務務のののの収収収収益益益益性性性性がががが比比比比較較較較的的的的高高高高くくくく、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関
としてとしてとしてとして十十十十分存続可能分存続可能分存続可能分存続可能とととと判断されたことから判断されたことから判断されたことから判断されたことから全全全全面民営化された面民営化された面民営化された面民営化された。。。。

──　──　──　──　一一一一方方方方、、、、預金供預金供預金供預金供託託託託公庫公庫公庫公庫についてはについてはについてはについては、、、、従従従従来来来来はははは、、、、低家賃公共住宅低家賃公共住宅低家賃公共住宅低家賃公共住宅建建建建設向け融資設向け融資設向け融資設向け融資のののの
ほほほほかかかか、保、保、保、保険険険険業業業業務務務務やややや投投投投資資資資銀銀銀銀行行行行業業業業務務務務にににに至至至至るるるるままままでででで、、、、かかかかななななりりりり幅幅幅幅広広広広いいいい業業業業務務務務をををを行行行行っっっってててていいいい
たたたた。。。。しかしかしかしかししししななななががががらららら、、、、ここここれれれれららららののののううううちちちち保保保保険険険険・・・・投投投投資資資資銀銀銀銀行行行行業業業業務務務務等等等等ににににつつつついいいいててててはははは、、、、民民民民間間間間
金金金金融融融融と競と競と競と競争争争争関関関関係係係係ににににあああありりりり民民民民業業業業をををを圧圧圧圧迫迫迫迫ししししかかかかねねねねなななないいいいとととと判判判判断断断断さささされれれれ、、、、段段段段階階階階的的的的にににに別別別別会会会会社社社社
にににに分分分分離し離し離し離してててて民民民民営営営営化化化化さささされれれれたたたた。。。。ここここのののの結結結結果果果果、、、、現現現現在在在在でででではははは、、、、公公公公的的的的関関関関与与与与がががが不不不不可可可可欠欠欠欠とととと判判判判断断断断
されたされたされたされた一一一一部限定分野部限定分野部限定分野部限定分野へへへへの貸出業務の貸出業務の貸出業務の貸出業務（非課税（非課税（非課税（非課税貯貯貯貯蓄預金の運用業務蓄預金の運用業務蓄預金の運用業務蓄預金の運用業務））））、、、、公公公公証人証人証人証人顧顧顧顧
客客客客口口口口座の座の座の座の管管管管理理理理運運運運用用用用業業業業務務務務、、、、退退退退職職職職者者者者年年年年金金金金基基基基金金金金のののの資資資資産産産産管管管管理理理理運運運運用用用用業業業業務務務務とととといいいいっっっったたたた分分分分野野野野
のみがのみがのみがのみが、、、、公的金融業公的金融業公的金融業公的金融業務務務務として存続しているとして存続しているとして存続しているとして存続している。。。。

──　──　──　──　中中中中小企業開発小企業開発小企業開発小企業開発銀銀銀銀行行行行にににについてはついてはついてはついては、、、、中小中小中小中小企企企企業向け公的金融機関業向け公的金融機関業向け公的金融機関業向け公的金融機関ととととして存続しして存続しして存続しして存続してててて
いいいいるるるる。も。も。も。もっっっっとととともももも、、、、そそそそのののの業業業業務務務務内内内内容容容容はははは、、、、部部部部分分分分保保保保証証証証やややや民民民民間間間間ととととのののの協協協協調調調調融融融融資資資資等等等等にににに限限限限定定定定
されてされてされてされておおおおり、同行がり、同行がり、同行がり、同行が単単単単独で与信を行うこと独で与信を行うこと独で与信を行うこと独で与信を行うことははははない仕組みとなってない仕組みとなってない仕組みとなってない仕組みとなっていいいいるるるる。。。。

────────　　　　海海海海外外外外経経経経済済済済援援援援助助助助業業業業務務務務はははは、、、、以以以以前前前前はははは複複複複数数数数のののの政政政政府府府府機機機機関関関関ににににおおおおいいいいてててて別別別別々々々々にににに行行行行わわわわれれれれてててていいいい
た。した。した。した。しかかかかしながら、しながら、しながら、しながら、同同同同業務は業務は業務は業務は、、、、98 年に年に年に年に仏開発仏開発仏開発仏開発庁庁庁庁にににに一一一一元化され、現在では同元化され、現在では同元化され、現在では同元化され、現在では同
庁グル庁グル庁グル庁グルーーーープが仏海外プが仏海外プが仏海外プが仏海外援援援援助の唯一の執行機関助の唯一の執行機関助の唯一の執行機関助の唯一の執行機関ととととなっているなっているなっているなっている。。。。
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○ 　　　　フフフフラララランンンンススススににににおおおおいいいいてててて、、、、90 年年年年代代代代ににににななななっっっってててて急急急急速速速速にににに公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関のののの民民民民営営営営化化化化がががが進進進進展展展展ししししたたたた

最大の最大の最大の最大の背背背背景としては景としては景としては景としては、、、、欧州統合の進展に伴欧州統合の進展に伴欧州統合の進展に伴欧州統合の進展に伴っっっってててて、、、、加盟国政府によ加盟国政府によ加盟国政府によ加盟国政府によるるるる特定企業向特定企業向特定企業向特定企業向けけけけ

公的補公的補公的補公的補助助助助が厳格に制が厳格に制が厳格に制が厳格に制限限限限されるようになったされるようになったされるようになったされるようになったとととといういういういう、、、、欧州レベルに欧州レベルに欧州レベルに欧州レベルにおおおおける規制強ける規制強ける規制強ける規制強化化化化

要因が要因が要因が要因が挙挙挙挙げられるげられるげられるげられる。。。。

　具　具　具　具体体体体的的的的ににににはははは、、、、汎汎汎汎欧欧欧欧州州州州レレレレベベベベルルルルのののの競競競競争争争争法法法法（（（（欧欧欧欧州州州州共共共共同同同同体体体体設設設設立立立立条条条条約約約約、、、、欧欧欧欧州州州州連連連連合合合合＜＜＜＜EU＞＞＞＞

規則規則規則規則、、、、欧欧欧欧州委員会指州委員会指州委員会指州委員会指令令令令等等等等））））によりによりによりにより、、、、市場経市場経市場経市場経済済済済を歪めを歪めを歪めを歪め、、、、競争環境を競争環境を競争環境を競争環境を阻阻阻阻害し民業を害し民業を害し民業を害し民業を圧圧圧圧

迫する迫する迫する迫する可可可可能性のある能性のある能性のある能性のある国国国国有企業に対する公的有企業に対する公的有企業に対する公的有企業に対する公的補補補補助が原則禁止された助が原則禁止された助が原則禁止された助が原則禁止された。。。。このためこのためこのためこのため、、、、フフフフ

ランスランスランスランスででででもももも、、、、こうしこうしこうしこうしたたたた公的金融機関につい公的金融機関につい公的金融機関につい公的金融機関についてててて、、、、完全民営化ないし完全民営化ないし完全民営化ないし完全民営化ないし民民民民間と競争関間と競争関間と競争関間と競争関係係係係

にあるにあるにあるにある業業業業務部門の部務部門の部務部門の部務部門の部分分分分民営化等を通じて民営化等を通じて民営化等を通じて民営化等を通じて、、、、政政政政府による補助金や税府による補助金や税府による補助金や税府による補助金や税制制制制上の優遇措上の優遇措上の優遇措上の優遇措置置置置

の対象の対象の対象の対象かかかから外すことら外すことら外すことら外すことをををを余儀なくされるに至余儀なくされるに至余儀なくされるに至余儀なくされるに至っっっったたたた。。。。

──　──　──　──　ここここのほかのほかのほかのほか、、、、80 年代半ば以降順次実施年代半ば以降順次実施年代半ば以降順次実施年代半ば以降順次実施さささされた金融自由化に伴れた金融自由化に伴れた金融自由化に伴れた金融自由化に伴いいいい、①公的金、①公的金、①公的金、①公的金
融融融融機機機機関関関関がががが地地地地方方方方をををを中中中中心心心心ととととししししてててて有有有有ししししてててていいいいたたたた強強強強固固固固なななな支支支支店店店店網網網網がががが民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関ににににととととっっっっ
ててててのののの事事事事実実実実上上上上のののの参参参参入入入入障障障障壁壁壁壁ととととななななっっっってててていいいいるるるるととととししししてててて、、、、強強強強いいいい批批批批判判判判にににに晒晒晒晒さささされれれれるるるるよよよよううううにににになななな
っっっったたたたこここことととと、、、、②②②②公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関のののの硬硬硬硬直直直直的的的的・・・・固固固固定定定定的的的的なななな資資資資本本本本構構構構造造造造（（（（出出出出資資資資分分分分のののの譲譲譲譲渡渡渡渡にににに
対対対対すすすするるるる制制制制限限限限等等等等））））ののののたたたためめめめにににに金金金金融融融融機機機機関関関関同同同同士士士士のののの合合合合併併併併・・・・買買買買収収収収がががが困困困困難難難難でででであああありりりり、、、、公公公公的的的的金金金金
融融融融機機機機関関関関のののの存存存存在在在在がががが金金金金融融融融のののの再再再再編編編編・・・・合合合合理理理理化化化化をををを阻阻阻阻害害害害ししししてててていいいいるるるるととととのののの批批批批判判判判がががが強強強強ままままっっっったたたた等等等等
の事情の事情の事情の事情もももも民営化の背民営化の背民営化の背民営化の背景景景景として指摘されていとして指摘されていとして指摘されていとして指摘されているるるる。。。。
　　　　

○　ま○　ま○　ま○　またたたた、、、、90年代年代年代年代ににににおけるフランスの公的おけるフランスの公的おけるフランスの公的おけるフランスの公的金金金金融機関融機関融機関融機関のののの民営化の具体的な進め方民営化の具体的な進め方民営化の具体的な進め方民営化の具体的な進め方・・・・手手手手

順順順順ににににはははは、、、、以以以以下下下下ののののよよよよううううなななな特特特特徴徴徴徴ががががみみみみらららられれれれるるるる。。。。すすすすななななわわわわちちちち、、、、ままままずずずず公公公公的的的的金金金金融融融融業業業業務務務務ととととししししてててて維維維維持持持持

すすすすべべべべきききき機機機機能能能能ととととそそそそううううででででなななないいいいももももののののととととにににに峻峻峻峻別別別別しししし、、、、前前前前者者者者ににににつつつついいいいててててはははは公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関ととととししししてててて存存存存

続続続続ささささせせせせるるるるここここととととととととししししたたたた。。。。一一一一方方方方、、、、公公公公的的的的関関関関与与与与がががが必必必必ずずずずししししもももも不不不不可可可可欠欠欠欠ででででははははなななないいいいとととと判判判判断断断断さささされれれれたたたた業業業業

務務務務ににににつつつついいいいててててはははは、、、、民民民民営営営営化化化化後後後後もももも公公公公的的的的援援援援助助助助ななななししししににににききききちちちちんんんんとととと収収収収益益益益がががが確確確確保保保保ででででききききるるるるかかかかどどどどううううかかかかとととと

いいいいうううう判判判判断断断断基基基基準準準準にににによよよよりりりり、、、、廃廃廃廃止止止止かかかか存存存存続続続続（（（（民民民民営営営営化化化化））））かかかかをををを決決決決定定定定ししししたたたた。。。。そそそそののののううううええええでででで、、、、後後後後者者者者にににに

つつつついいいいててててはははは必必必必要要要要にににに応応応応じじじじてててて別別別別会会会会社社社社化化化化ししししたたたたううううええええでででで、、、、ここここれれれれにににに企企企企業業業業価価価価値値値値をををを認認認認めめめめたたたた他他他他のののの民民民民間間間間金金金金

融機関融機関融機関融機関にににに同業務を買同業務を買同業務を買同業務を買収収収収ささささせるという方法でせるという方法でせるという方法でせるという方法で行行行行われた点が特徴的でわれた点が特徴的でわれた点が特徴的でわれた点が特徴的でああああるるるる。。。。

　こ　こ　こ　こののののよよよよううううにににに、、、、民民民民営営営営化化化化対対対対象象象象ととととななななっっっったたたた公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関ににににつつつついいいいててててはははは、、、、他他他他のののの民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関

とととと統統統統合合合合ささささせせせせてててて両両両両者者者者ののののノノノノウウウウハハハハウウウウをををを生生生生かかかかししししつつつつつつつつ相相相相乗乗乗乗効効効効果果果果をををを指指指指向向向向すすすするるるる格格格格好好好好でででで民民民民営営営営化化化化がががが行行行行

わわわわれれれれたたたた。。。。ここここののののたたたためめめめ、、、、民民民民営営営営化化化化さささされれれれるるるる公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関のののの経経経経営営営営陣陣陣陣・・・・従従従従業業業業員員員員ののののモモモモララララルルルルははははむむむむしししし

ろ高まろ高まろ高まろ高まりりりり、これ、これ、これ、これが民が民が民が民営営営営化化化化がががが円円円円滑滑滑滑に行われた一つの要因となっていに行われた一つの要因となっていに行われた一つの要因となっていに行われた一つの要因となっているるるる。。。。



3

目　　目　　目　　目　　次次次次

1111. . . . はじめに‥‥‥はじめに‥‥‥はじめに‥‥‥はじめに‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    4444

2222. . . . フランスにおけフランスにおけフランスにおけフランスにおけるるるる金融機関の民営化の経金融機関の民営化の経金融機関の民営化の経金融機関の民営化の経緯緯緯緯

（（（（1111））））80年代央年代央年代央年代央～～～～90年年年年代初にかけての国有代初にかけての国有代初にかけての国有代初にかけての国有大大大大手商業銀行の手商業銀行の手商業銀行の手商業銀行の「民有「民有「民有「民有化化化化」‥‥‥‥」‥‥‥‥」‥‥‥‥」‥‥‥‥    6666

（（（（2222））））90年代以年代以年代以年代以降降降降のののの公公公公的金融機関の民営化的金融機関の民営化的金融機関の民営化的金融機関の民営化‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥        7777

（（（（3333）現在の公的金）現在の公的金）現在の公的金）現在の公的金融融融融機関とその概要‥‥機関とその概要‥‥機関とその概要‥‥機関とその概要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11111111

3333. . . . 90年代に公的年代に公的年代に公的年代に公的金金金金融融融融機関の民営化が進んだ機関の民営化が進んだ機関の民営化が進んだ機関の民営化が進んだ要要要要因因因因・背・背・背・背景景景景

（（（（1111）公的金融機関）公的金融機関）公的金融機関）公的金融機関向向向向け政府援助に対するけ政府援助に対するけ政府援助に対するけ政府援助に対する汎汎汎汎欧州レベルでの規制強欧州レベルでの規制強欧州レベルでの規制強欧州レベルでの規制強化化化化の動き‥の動き‥の動き‥の動き‥    13131313

（（（（2222）国内における）国内における）国内における）国内における金金金金融自由化進展と公的融自由化進展と公的融自由化進展と公的融自由化進展と公的金金金金融の民業圧迫に対する融の民業圧迫に対する融の民業圧迫に対する融の民業圧迫に対する批批批批判‥‥‥判‥‥‥判‥‥‥判‥‥‥    16161616

4444. . . . フランスの公的フランスの公的フランスの公的フランスの公的金金金金融機関民営化の進め方融機関民営化の進め方融機関民営化の進め方融機関民営化の進め方ににににみられる特徴‥‥‥みられる特徴‥‥‥みられる特徴‥‥‥みられる特徴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17171717

（別（別（別（別添添添添 1111）預金供託）預金供託）預金供託）預金供託公公公公庫庫庫庫（（（（CDC）の概）の概）の概）の概要要要要

（別（別（別（別添添添添 2222）仏開発庁）仏開発庁）仏開発庁）仏開発庁（（（（AfD）の概）の概）の概）の概要要要要

（別（別（別（別添添添添 3333））））ﾌﾌﾌﾌﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝｽｽｽｽにおける公的金融機関の民における公的金融機関の民における公的金融機関の民における公的金融機関の民営営営営化事例化事例化事例化事例（そ（そ（そ（そのののの 1111：：：：地地地地方方方方自治体向け金融自治体向け金融自治体向け金融自治体向け金融））））

（別（別（別（別添添添添 4444））））ﾌﾌﾌﾌﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝｽｽｽｽにおける公的金融機関の民における公的金融機関の民における公的金融機関の民における公的金融機関の民営営営営化事例化事例化事例化事例（そ（そ（そ（そのののの 2222：：：：輸輸輸輸出出出出金融金融金融金融））））



4

1. はじめはじめはじめはじめにににに

○ 一般に一般に一般に一般にフフフフランスはランスはランスはランスは、、、、政政政政府による民間経済活府による民間経済活府による民間経済活府による民間経済活動動動動への関与が強い国とへの関与が強い国とへの関与が強い国とへの関与が強い国とみみみみられているられているられているられている。。。。

こうしこうしこうしこうしたたたた状況下状況下状況下状況下、、、、金金金金融融融融面においても面においても面においても面においても、、、、かつかつかつかつててててはほとんどの大手商はほとんどの大手商はほとんどの大手商はほとんどの大手商業業業業銀行が銀行が銀行が銀行が「国「国「国「国有有有有

銀行銀行銀行銀行」」」」でででであったことあったことあったことあったことももももあってあってあってあって、、、、現在でも金現在でも金現在でも金現在でも金融融融融全体に占める公的金全体に占める公的金全体に占める公的金全体に占める公的金融融融融の比率が高の比率が高の比率が高の比率が高いいいい

と考えと考えと考えと考えらららられがちであれがちであれがちであれがちであるるるる。。。。

　事　事　事　事実実実実、、、、フフフフラララランンンンススススのののの金金金金融融融融全全全全般般般般にににに占占占占めめめめるるるる公公公公的的的的金金金金融融融融のののの比比比比率率率率ををををみみみみるるるるとととと（（（（図図図図表表表表１１１１参参参参照照照照））））、、、、

80 年代央年代央年代央年代央以以以以降の国降の国降の国降の国有有有有企業民営化の過程で多企業民営化の過程で多企業民営化の過程で多企業民営化の過程で多くくくくの公的金融機関の公的金融機関の公的金融機関の公的金融機関1がががが「民有化」され「民有化」され「民有化」され「民有化」され

た後た後た後た後のののの 1990年年年年末時末時末時末時点点点点においてにおいてにおいてにおいてもももも 24.3 %とととと、、、、なおかなり高い水準なおかなり高い水準なおかなり高い水準なおかなり高い水準ににににあった。しかあった。しかあった。しかあった。しか

しながしながしながしながらららら、フランス、フランス、フランス、フランスのののの公的金融公的金融公的金融公的金融はははは 90 年代入り後急年代入り後急年代入り後急年代入り後急速速速速に縮小し、今日ではフランに縮小し、今日ではフランに縮小し、今日ではフランに縮小し、今日ではフラン

スにおスにおスにおスにおけけけける金融活動る金融活動る金融活動る金融活動全全全全体に公的金融が占め体に公的金融が占め体に公的金融が占め体に公的金融が占めるるるる比率比率比率比率はははは 10.6 ％％％％（（（（2001年年年年末末末末））））とととと、か、か、か、か

なり低なり低なり低なり低いいいい水準にまで水準にまで水準にまで水準にまで低低低低下してきてい下してきてい下してきてい下してきているるるる。。。。

（図表１）（図表１）（図表１）（図表１）フフフフランスランスランスランスのののの経経経経済済済済・・・・金金金金融活動に融活動に融活動に融活動に占占占占めるめるめるめる公公公公的的的的金金金金融の融の融の融の比比比比率率率率2

1990年末年末年末年末 2001年末年末年末年末

国国国国内内内内民民民民間間間間部部部部門向門向門向門向けけけけ総総総総信信信信用用用用比比比比 24.3 % 10.6 %

（（（（参参参参考考考考））））対対対対名名名名目目目目 GDP比比比比 22.1 % 8.7 %

（出（出（出（出所所所所）フ）フ）フ）フラララランンンンスススス中銀月中銀月中銀月中銀月報報報報、、、、「「「「財財財財政政政政投投投投融融融融資の資の資の資の経経経経済分済分済分済分析析析析」」」」（（（（中北中北中北中北徹徹徹徹ほほほほかかかか著著著著））））、、、、INSEE国国国国民民民民経経経経済済済済統統統統計計計計

○ 本稿で本稿で本稿で本稿ではははは、フランス、フランス、フランス、フランスににににおおおおけけけけるこうした公的るこうした公的るこうした公的るこうした公的金金金金融機融機融機融機関関関関の急速な縮小の急速な縮小の急速な縮小の急速な縮小のののの経緯経緯経緯経緯・・・・背背背背景景景景

についについについについてててて、、、、各公的金各公的金各公的金各公的金融融融融機関の民営化事例を機関の民営化事例を機関の民営化事例を機関の民営化事例をもももも含め含め含め含め、、、、やや詳しくみやや詳しくみやや詳しくみやや詳しくみてててていくことといくことといくことといくこととすすすす

るるるる3（主（主（主（主要要要要金融機関の金融機関の金融機関の金融機関の民民民民営化の推移について営化の推移について営化の推移について営化の推移についてはははは図表２参照図表２参照図表２参照図表２参照））））。。。。

                                                  
1 なお、フランスにおける「公的金融機関」とは、仏当局者の間では、経済的側面に着目して「補
助金ないし税制上の優遇措置等、政府による援助を受けている金融機関」と定義されているので、
本稿もその定義に従った。すなわち、フランスでは、80～90年代において民営化された金融機
関の中には、民営化後も、当初の設立根拠法がそのまま残っており、法律形式的にみると「公的
な金融機関」とみられるものが少なくない。しかしながら、これは「民営化に伴い根拠法を全廃
すると、被雇用者との間の労働協約の改訂も必要となり、強固な労働組合との交渉上経営側が大
幅な譲歩を余儀なくされるため、これを回避するとの理由によるに過ぎない」といわれており、
実質的には民営化されているといえる。
2 脚注１で定義される公的金融の規模を、時系列的に示すための統計は存在しない。こうしたデ
ータ制約の関係上、各時点の計数は以下の通り算出した。
まず、1990年末の国内民間部門向け総信用比率は、中北論文「政府の金融活動の国際比較（『財
政投融資の経済分析』所収）」中の図表（同論文 86ﾍﾟｰｼﾞ）において、「預金供託公庫・特殊金融
機関・貯蓄金庫・郵便局の民間非金融部門への貸付÷全金融機関の民間非金融部門への貸付」に
より算出された計数（24.3%）をそのまま利用。また、1990年末の対名目 GDP比率は、同計数
の分母を名目 GDPに置換えて算出。
一方、2001年末の国内民間部門向け総信用比率は、預金供託公庫、中小企業開発銀行、仏開発
庁による与信等総額（保証ないし出資形態分も含む）が、国内民間部門向け総信用に占める割合
を算出。また 2001年末の対名目 GDP比率は同割合の分母を名目 GDPに置換えて算出。
3 なお、金融機関以外の一般国営企業の民営化も、80年代央以降順次進められてきた。さらに、
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（図表２）（図表２）（図表２）（図表２）フフフフランスランスランスランスににににおおおおけけけけるるるる主主主主要金融機要金融機要金融機要金融機関関関関の民の民の民の民営営営営化化化化のののの推推推推移移移移

大大大大手手手手商商商商業業業業銀銀銀銀行行行行等等等等

BBBBNNNNPPPP((((ﾊﾟﾊﾟﾊﾟﾊﾟﾘﾘﾘﾘ国国国国立立立立))))                                                                                                    　　　　BBBBNNNNPPPP    99993333年年年年民民民民営営営営化化化化                    BBBBNNNNPPPP ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾘﾘﾘﾘﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙    99999999 年年年年ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾘﾘﾘﾘﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙とととと合合合合併併併併
ﾊﾊﾊﾊﾟﾘﾊﾟﾘﾊﾟﾘﾊﾟﾘﾊﾞ゙゙゙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　ﾊﾊﾊﾊﾟﾘﾟﾘﾟﾘﾟﾘﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙    88887777年民年民年民年民営営営営化化化化

ｿｿｿｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙﾙﾙﾙ                                        　　　　　　　　ｿｿｿｿｼｼｼｼｴｴｴｴﾃｼﾞｪﾃｼﾞｪﾃｼﾞｪﾃｼﾞｪﾈﾈﾈﾈﾗﾗﾗﾗﾙﾙﾙﾙ     88887777年民年民年民年民営営営営化化化化

ｸｸｸｸﾚﾃﾞｨﾘﾖﾚﾃﾞｨﾘﾖﾚﾃﾞｨﾘﾖﾚﾃﾞｨﾘﾖﾈﾈﾈﾈ　　　　                                                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｸｸｸｸﾚﾚﾚﾚﾃﾃﾃﾃﾞｨﾞｨﾞｨﾞｨﾘﾖﾘﾖﾘﾖﾘﾖﾈﾈﾈﾈ　　　　99999999年年年年民民民民営営営営化化化化

ｸｸｸｸﾚﾃﾞｨｱｸﾞﾘｺﾚﾃﾞｨｱｸﾞﾘｺﾚﾃﾞｨｱｸﾞﾘｺﾚﾃﾞｨｱｸﾞﾘｺﾙﾙﾙﾙ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｸｸｸｸﾚﾚﾚﾚﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨｱｨｱｨｱｨｱｸｸｸｸﾞﾘｺﾞﾘｺﾞﾘｺﾞﾘｺﾙﾙﾙﾙ　　　　88888888年相年相年相年相互互互互会会会会社社社社化化化化        　　　　ｸｸｸｸﾚﾚﾚﾚﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨｱｨｱｨｱｨｱｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞﾘﾘﾘﾘｺﾙ･ｲﾝｺﾙ･ｲﾝｺﾙ･ｲﾝｺﾙ･ｲﾝﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ｽｽｽｽｴｽｴｽｴｽｴｽﾞ゙゙゙    99996666 年年年年合合合合併併併併
ｲｲｲｲﾝﾄﾞｽｴｽﾝﾄﾞｽｴｽﾝﾄﾞｽｴｽﾝﾄﾞｽｴｽﾞ゙゙゙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲｲｲｲﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾞｽｴﾞｽｴﾞｽｴﾞｽｴｽｽｽｽﾞ゙゙゙    88887777年民年民年民年民営営営営化化化化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政政政政策策策策金金金金融融融融機機機機関関関関

ｸｸｸｸﾚﾃﾞｨﾅｼｮﾅﾚﾃﾞｨﾅｼｮﾅﾚﾃﾞｨﾅｼｮﾅﾚﾃﾞｨﾅｼｮﾅﾙﾙﾙﾙ 1919191911119999年年年年設設設設立立立立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                            　　　　            NNNNaaaatttteeeexxxxiiiissss    99997777 年年年年民民民民営営営営化化化化・・・・合合合合併併併併
仏仏仏仏貿貿貿貿易易易易銀銀銀銀行行行行((((BBBBFFFFCECECECE))))    1111999944447777年設年設年設年設立立立立

2020202000002222年年年年買買買買収収収収
CCCCOOOOFFFFACEACEACEACE((((仏仏仏仏貿貿貿貿易易易易保保保保険険険険会会会会社社社社))))    1941941941946666年年年年設設設設立　立　立　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CCCCOOOOFFFFAAAACCCCEEEE    99994444年年年年民民民民営営営営化化化化

仏仏仏仏地地地地方方方方設設設設備備備備公公公公庫庫庫庫     1111999966666666年年年年設設設設立立立立    　　　　　　　　　　　　            ｸｸｸｸﾚﾃﾚﾃﾚﾃﾚﾃﾞｨﾛｶﾞｨﾛｶﾞｨﾛｶﾞｨﾛｶｰーーーﾙﾙﾙﾙ     88887777年年年年民民民民営営営営化化化化    　　　　        DDDDeeeexxxxiiiiaaaa    99996666年年年年ﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙｷｷｷｷﾞ゙゙゙ｰーーー系系系系とととと合合合合併併併併

CCCCNNNNCECECECE((((貯貯貯貯蓄蓄蓄蓄金金金金庫庫庫庫) ) ) ) 1111888811118888年年年年設設設設立　立　立　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CCCCNNNNCCCCEEEE    99999999年年年年共共共共同同同同組組組組合銀行合銀行合銀行合銀行化化化化
99999999年年年年買買買買収収収収

CCCCFFFFFFFF((((仏仏仏仏不不不不動動動動産産産産銀銀銀銀行行行行) ) ) ) 1818181855552222年設立年設立年設立年設立
CCCCNNNNP P P P AAAAssssssssuuuurrrraaaannnncccceeeessss((((保保保保険険険険))))    99992222年民営年民営年民営年民営化化化化

CCCCDDDDC C C C IIIIXXXXIIIISSSS((((投投投投資資資資銀銀銀銀行行行行))))

CCCCNNNNPPPP((((保保保保険険険険))))    88887777年年年年公公公公社社社社化化化化                                                    2222000000001111年分年分年分年分離離離離････民民民民営営営営化化化化

CCCCDDDDCCCC((((預預預預金金金金供供供供託公託公託公託公庫庫庫庫))))    1111888811116666年設年設年設年設立立立立    　　　　　　　　        　　　　                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　CCCCDDDDCCCC

SSSSOOOOFFFFARARARARIIIISSSS((((中中中中小企業向け保小企業向け保小企業向け保小企業向け保証証証証))))    1981981981982222年設年設年設年設立立立立                                                                　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　                        BBBBDDDDPPPPMMMME E E E     99997777 年年年年統統統統合合合合
CCCCEEEEPPPPMMMMEEEE((((中中中中小企業向け融小企業向け融小企業向け融小企業向け融資資資資) ) ) )     1991991991990000年設立年設立年設立年設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（中中中中小小小小企企企企業業業業開開開開発発発発銀銀銀銀行行行行））））

AAAAffffDDDD((((仏仏仏仏開開開開発発発発庁庁庁庁) ) ) )     1111999944441111年年年年設設設設立　　　立　　　立　　　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　　　　　　　                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AAAAffffDDDD

（（（（注）金注）金注）金注）金融融融融機関機関機関機関名名名名がシがシがシがシャャャャドドドドーーーーにににになってなってなってなっていいいいるもるもるもるもののののは民営は民営は民営は民営化化化化さささされれれれたことを示すたことを示すたことを示すたことを示す。。。。

                                                                                                                                                            
最近の動きとしては、本年 6月に成立したラファラン内閣（中道右派政権）が、国有企業民営化
を加速する方針にある。すなわち、ラファラン首相は、「政府は、企業が経営危機に陥り、国家
戦略上必要と判断される場合を除き、民間と競合する部門から撤退すべき」との認識を示し、今
後は「各企業の利益･戦略を考慮しながら、個別の国営企業毎に段階的な民営化を検討する」旨
表明している。とくに欧州で自由化の流れが加速しているエネルギー分野では、業務の国際化が
進んでいる仏電力公社（EDF）、仏ガス公社（GDF）について、「公益事業という性格を尊重しな
がら」としつつも、段階的な株式売却を進める姿勢を明確にしている。

公的公的公的公的金金金金融機融機融機融機関関関関
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2. フランフランフランフランススススにおける金における金における金における金融融融融機機機機関の民営化の経関の民営化の経関の民営化の経関の民営化の経緯緯緯緯

○ フランフランフランフランススススにおける近における近における近における近年年年年のののの金金金金融機関民営化の融機関民営化の融機関民営化の融機関民営化の経経経経緯を緯を緯を緯を時時時時系列に従って系列に従って系列に従って系列に従って整整整整理する理する理する理するとととと、、、、

大きく大きく大きく大きく２２２２つの時期につの時期につの時期につの時期に分分分分けて捉えることがでけて捉えることがでけて捉えることがでけて捉えることができきききる。すなわち、①戦る。すなわち、①戦る。すなわち、①戦る。すなわち、①戦後後後後およおよおよおよびびびび 80年年年年

代初の代初の代初の代初の政政政政府の政策に府の政策に府の政策に府の政策によよよよりりりり、、、、一時一時一時一時、、、、国有化さ国有化さ国有化さ国有化されれれれていた大手商業銀行ていた大手商業銀行ていた大手商業銀行ていた大手商業銀行等等等等がががが、、、、86年年年年のののの民民民民

営化法営化法営化法営化法成成成成立を受立を受立を受立を受けけけけ 90年代初にかけて年代初にかけて年代初にかけて年代初にかけて「民「民「民「民有有有有化化化化」」」」されたされたされたされた時時時時期期期期とととと、、、、②主とし②主とし②主とし②主としてててて 90年年年年

代以降代以降代以降代以降、、、、汎欧州レベ汎欧州レベ汎欧州レベ汎欧州レベルルルルの競争法規制の競争法規制の競争法規制の競争法規制（特定（特定（特定（特定企企企企業に対する国家援助業に対する国家援助業に対する国家援助業に対する国家援助のののの原則禁止原則禁止原則禁止原則禁止））））のののの

厳格化厳格化厳格化厳格化等等等等を背景に公を背景に公を背景に公を背景に公的的的的金融機関の民営化が金融機関の民営化が金融機関の民営化が金融機関の民営化が進進進進展した時期、の２つ展した時期、の２つ展した時期、の２つ展した時期、の２つでででであるあるあるある。。。。

 以以以以下下下下ででででははははここここううううししししたたたた金金金金融融融融機機機機関関関関民民民民有有有有化化化化・・・・民民民民営営営営化化化化のののの経経経経緯緯緯緯をををを概概概概観観観観すすすするるるるととととととととももももにににに、、、、ここここううううしししし

た公的た公的た公的た公的金金金金融業務に対融業務に対融業務に対融業務に対すすすする絞込みが行われたる絞込みが行われたる絞込みが行われたる絞込みが行われた結結結結果果果果、、、、引続き公的関与引続き公的関与引続き公的関与引続き公的関与がががが不可欠であ不可欠であ不可欠であ不可欠であるるるる

としてとしてとしてとして存存存存続すること続すること続すること続することととととなった公的金融機関なった公的金融機関なった公的金融機関なった公的金融機関のののの業務概要を紹介する業務概要を紹介する業務概要を紹介する業務概要を紹介する。。。。

（（（（1111））））80年年年年代央代央代央代央～～～～90年年年年代初にかけての国有代初にかけての国有代初にかけての国有代初にかけての国有大大大大手手手手商業銀行の商業銀行の商業銀行の商業銀行の「民有「民有「民有「民有化化化化」」」」

○ 　この　この　この　この時時時時期の特徴は期の特徴は期の特徴は期の特徴は、、、、民営的な経営理念を民営的な経営理念を民営的な経営理念を民営的な経営理念を維維維維持したまま国有化さ持したまま国有化さ持したまま国有化さ持したまま国有化されれれれていた大手ていた大手ていた大手ていた大手商商商商

業銀行業銀行業銀行業銀行のののの資本構成を資本構成を資本構成を資本構成を民民民民間資本へ戻す間資本へ戻す間資本へ戻す間資本へ戻す、、、、いわいわいわいわばばばば「民有化「民有化「民有化「民有化」」」」と位置付と位置付と位置付と位置付けけけけられようられようられようられよう。。。。すすすす

なわちなわちなわちなわち、、、、資本形態は資本形態は資本形態は資本形態は政政政政府出資ながらも府出資ながらも府出資ながらも府出資ながらも、、、、市市市市場場場場原理による競争環境原理による競争環境原理による競争環境原理による競争環境のののの下で商業銀下で商業銀下で商業銀下で商業銀行行行行

業務を業務を業務を業務を行行行行っていた国っていた国っていた国っていた国有有有有銀行が銀行が銀行が銀行が、、、、国有化以前国有化以前国有化以前国有化以前のののの民間金融機関の資本民間金融機関の資本民間金融機関の資本民間金融機関の資本形形形形態に復帰す態に復帰す態に復帰す態に復帰するるるる

過程で過程で過程で過程でああああるるるる。。。。

（（（（82年年年年国国国国有有有有化法に化法に化法に化法によよよよるるるる「第二次銀行国有化「第二次銀行国有化「第二次銀行国有化「第二次銀行国有化」」」」））））

・ 第二次第二次第二次第二次大大大大戦後のフラ戦後のフラ戦後のフラ戦後のフランンンンスにおいてはスにおいてはスにおいてはスにおいては、、、、経済経済経済経済復復復復興のために興のために興のために興のために、、、、政府に政府に政府に政府によよよよる金融部る金融部る金融部る金融部門門門門

を通じを通じを通じを通じたたたた低利長期資低利長期資低利長期資低利長期資金金金金供給と投資促進政策供給と投資促進政策供給と投資促進政策供給と投資促進政策がががが推進された推進された推進された推進された。。。。こうしこうしこうしこうしたたたた政策の一政策の一政策の一政策の一環環環環

としてとしてとしてとして、、、、1945年銀年銀年銀年銀行行行行法により法により法により法により、、、、当時の四大当時の四大当時の四大当時の四大商商商商業銀行業銀行業銀行業銀行（（（（Société Générale、、、、Crédit

Lyonnais、、、、おおおおよよよよびびびび BNP＜＜＜＜ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾘﾘﾘﾘ国立銀行＞の国立銀行＞の国立銀行＞の国立銀行＞の前前前前身にあたる２行身にあたる２行身にあたる２行身にあたる２行4））））が国有化されが国有化されが国有化されが国有化されたたたた

（第一（第一（第一（第一次次次次銀行国有化銀行国有化銀行国有化銀行国有化5））））。。。。その後その後その後その後、、、、81年に成立したミッテラン社会年に成立したミッテラン社会年に成立したミッテラン社会年に成立したミッテラン社会党党党党政権の下政権の下政権の下政権の下でででで、、、、

                                                  
4 国立パリ割引銀行（Comptoir National d’Escompte de Paris）、国立商工業銀行（Banque Nationale
pour le Commerce et l’Industrie）の２行。国有化後の 1966年に、両行は合併し、パリ国立銀行
（BNP<Banque Nationale de Paris>）が誕生した。この結果、Société Générale、Crédit Lyonnais、BNP
の３行が、国有三大商業銀行と呼ばれるようになった。
5 当時仏政府は、金融機関を通じて優先産業分野に低利長期資金を供給し投資促進を図るという
人為的な低金利政策を実施したが、第一次銀行国有化はこうした政策の一環であった。しかしな
がら、戦後の激しいインフレと相次ぐ通貨切下げ等の状況下、金融資産に対する国民の不信感が
高かったため、国有商業銀行による預金吸収は円滑に進まず、当初政府が目論んだような産業復
興の役割を十分果たすことはできなかった。このため政府は、1950年代以降、政府のコントロ
ールが直接及ぶ政策金融機関による制度金融を積極的に活用する方向に転換していった。
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左左左左派派派派のののの政政政政治治治治的的的的理理理理念念念念をををを映映映映じじじじてててて再再再再びびびび企企企企業業業業国国国国有有有有化化化化のののの動動動動ききききがががが強強強強ままままりりりり、、、、82 年年年年のののの「銀「銀「銀「銀行行行行国国国国

有化法有化法有化法有化法」」」」により一定により一定により一定により一定規規規規模模模模（預金規（預金規（預金規（預金規模模模模 10億億億億仏仏仏仏ﾌﾌﾌﾌﾗﾗﾗﾗﾝﾝﾝﾝ））））以上の残りの銀以上の残りの銀以上の残りの銀以上の残りの銀行行行行も全て国有も全て国有も全て国有も全て国有

化され化され化され化されたたたた（第二次銀（第二次銀（第二次銀（第二次銀行行行行国有化国有化国有化国有化））））。この際国。この際国。この際国。この際国有有有有化の対象となったのは化の対象となったのは化の対象となったのは化の対象となったのは、、、、Crédit du

Nord、、、、Crédit Commercial de France（（（（CCF））））、、、、Crédit Industriel et Commercial

（（（（CIC））））、、、、Indosuez等等等等、商業銀、商業銀、商業銀、商業銀行行行行 39行に及んだ行に及んだ行に及んだ行に及んだ。。。。

・ こうしこうしこうしこうしたたたた銀行国有化銀行国有化銀行国有化銀行国有化政政政政策の策の策の策の結果結果結果結果、、、、国有銀行国有銀行国有銀行国有銀行ににににはははは、、、、①本来的①本来的①本来的①本来的なななな公公公公的的的的金融サービ金融サービ金融サービ金融サービスススス

をををを行う行う行う行う公公公公的金融機関的金融機関的金融機関的金融機関とととと、、、、②②②②国国国国有で有で有で有でありながら経営理念はむしろ民ありながら経営理念はむしろ民ありながら経営理念はむしろ民ありながら経営理念はむしろ民営営営営的であり的であり的であり的であり、、、、

あくまあくまあくまあくまでででで収益追求を収益追求を収益追求を収益追求を目目目目的とする商業銀行業的とする商業銀行業的とする商業銀行業的とする商業銀行業務務務務を行うを行うを行うを行う国国国国有有有有商商商商業業業業銀銀銀銀行行行行、、、、のののの２２２２種種種種類類類類がががが

存在存在存在存在すすすするるるることになっことになっことになっことになったたたた。。。。

（（（（86年年年年民民民民営営営営化法を化法を化法を化法を受受受受けけけけた国有商業銀行のた国有商業銀行のた国有商業銀行のた国有商業銀行の「「「「民民民民有有有有化化化化」」」」））））

・ 86年の国年の国年の国年の国民民民民議会選議会選議会選議会選挙挙挙挙で右派が勝利しで右派が勝利しで右派が勝利しで右派が勝利し、、、、内政内政内政内政をををを担当する首相が左派担当する首相が左派担当する首相が左派担当する首相が左派かかかから右派ら右派ら右派ら右派（（（（シシシシ

ララララクククク首首首首相相相相））））にににに代代代代わわわわっっっったたたたここここととととにににに伴伴伴伴いいいい（（（（保保保保革革革革共共共共存存存存政政政政権権権権のののの誕誕誕誕生生生生））））、、、、政政政政府府府府ははははそそそそれれれれままままででででのののの

国有化国有化国有化国有化政政政政策を反転さ策を反転さ策を反転さ策を反転させせせせ、、、、国有企業国有企業国有企業国有企業・・・・国有銀国有銀国有銀国有銀行行行行の大幅なの大幅なの大幅なの大幅な「民有化「民有化「民有化「民有化」」」」をををを推進する推進する推進する推進するここここ

ととととととととししししたたたた。。。。そそそそのののの結結結結果果果果、、、、86 年年年年にににに成成成成立立立立ししししたたたた民民民民営営営営化化化化法法法法のののの下下下下でででで、、、、大大大大手手手手三三三三大大大大商商商商業業業業銀銀銀銀行行行行がががが

次次次次々々々々とととと「「「「民民民民有有有有化化化化」」」」さささされれれれたたたた（（（（Société Générale<87年年年年>、、、、BNP<93 年年年年>、、、、Crédit

Lyonnais<99年年年年>6））））。。。。ままままたたたた、、、、これに続いこれに続いこれに続いこれに続いてててて 88年年年年にはにはにはには「相互会社化法「相互会社化法「相互会社化法「相互会社化法」」」」が成立しが成立しが成立しが成立し、、、、

これにこれにこれにこれに基基基基づいづいづいづいてててて Crédit Agricole（（（（農林系公農林系公農林系公農林系公的的的的金融機関金融機関金融機関金融機関））））の相互会の相互会の相互会の相互会社社社社化が行わ化が行わ化が行わ化が行われれれれ

たたたた。。。。

（（（（2222））））90年年年年代以代以代以代以降降降降のののの公公公公的的的的金融機関の民営金融機関の民営金融機関の民営金融機関の民営化化化化

○ 　この　この　この　この時時時時期の民営化期の民営化期の民営化期の民営化のののの特徴としては特徴としては特徴としては特徴としては、、、、欧州欧州欧州欧州統統統統合の進展を背景に合の進展を背景に合の進展を背景に合の進展を背景に、、、、汎汎汎汎欧州欧州欧州欧州レレレレベベベベルルルルのののの

競争法競争法競争法競争法規規規規制厳格化に制厳格化に制厳格化に制厳格化によよよより民営化が加速したり民営化が加速したり民営化が加速したり民営化が加速した点点点点があげられるがあげられるがあげられるがあげられる。。。。主た主た主た主たるるるる公的金融機公的金融機公的金融機公的金融機関関関関

の民営の民営の民営の民営化化化化の事例を簡の事例を簡の事例を簡の事例を簡単単単単に整理すると以下のに整理すると以下のに整理すると以下のに整理すると以下の通通通通りりりり。。。。

（（（（地方地方地方地方自自自自治体向け公治体向け公治体向け公治体向け公的的的的金金金金融機関の民営化─融機関の民営化─融機関の民営化─融機関の民営化─────仏仏仏仏地方設備公庫地方設備公庫地方設備公庫地方設備公庫7777））））

・ 仏地方仏地方仏地方仏地方設設設設備公庫備公庫備公庫備公庫（（（（CAECL））））はははは、、、、1966年に年に年に年に地地地地方自治体向け金融を方自治体向け金融を方自治体向け金融を方自治体向け金融を行行行行う専門機関う専門機関う専門機関う専門機関

としてとしてとしてとして設設設設立された公立された公立された公立された公的的的的機関で機関で機関で機関で、、、、多くの政策多くの政策多くの政策多くの政策金金金金融機関が極めて収益融機関が極めて収益融機関が極めて収益融機関が極めて収益性性性性の低い業の低い業の低い業の低い業務務務務

                                                  
6 Crédit Lyonnaisについては、90年代の経営破綻や公的資金導入を経て、経営建直しの過程で民
営化されたため、民営化時期はやや後ずれ。
7 仏地方設備公庫の民営化の経緯の詳細については、別添３を参照。
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をををを行行行行ってってってっていいいいたたたた中中中中でででで、、、、例例例例外外外外的的的的にににに高高高高収収収収益益益益をををを実実実実現現現現ししししてててていいいいたたたた8。。。。ここここののののたたたためめめめ、民、民、民、民営営営営化化化化ししししてててて

競争に競争に競争に競争に晒晒晒晒されても十されても十されても十されても十分分分分収収収収益を確保できると益を確保できると益を確保できると益を確保できると判判判判断断断断されされされされ、、、、新新新新たたたたにににに設立設立設立設立さささされれれれた私法た私法た私法た私法上上上上

の金融の金融の金融の金融機機機機関関関関 Crédit Local de France（（（（CLF））））にににに全全全全資資資資産産産産・・・・業務を移管業務を移管業務を移管業務を移管すすすするるるる格好で格好で格好で格好で、、、、

他の特他の特他の特他の特殊殊殊殊金融機関に金融機関に金融機関に金融機関に先先先先駆駆駆駆けてけてけてけて、、、、87年年年年にににに民民民民営営営営化化化化さささされれれれたたたた（（（（91年年年年ににににはははは取取取取引引引引所所所所に上場に上場に上場に上場））））。。。。

ままままたたたた、、、、同同同同庫庫庫庫のののの業業業業務務務務ははははそそそそれれれれままままでででで預預預預金金金金供供供供託託託託公公公公庫庫庫庫（（（（CDC））））にににに委委委委託託託託さささされれれれてててていいいいたたたたがががが、、、、87

年年年年のののの民民民民営営営営化化化化とととと同同同同時時時時にそにそにそにその委の委の委の委託託託託もももも打打打打切切切切らららられれれれたたたた。。。。そそそそのののの後後後後、、、、96 年年年年にににに、、、、ベベベベルルルルギギギギーーーーににににおおおお

いいいいてててて同同同同様様様様のののの地地地地方方方方自自自自治治治治体体体体向向向向けけけけ金金金金融融融融業業業業務務務務をををを行行行行っっっってててていいいいたたたた Crédit Communal de

Belgiqueとととと合合合合併し併し併し併し、、、、2つの持株会社つの持株会社つの持株会社つの持株会社（（（（Dexia Belgium<ﾍﾍﾍﾍﾞﾙｷﾞｰ法ﾞﾙｷﾞｰ法ﾞﾙｷﾞｰ法ﾞﾙｷﾞｰ法人人人人>とととと Dexia Crédit

Local<ﾌﾗﾌﾗﾌﾗﾌﾗﾝｽ法ﾝｽ法ﾝｽ法ﾝｽ法人人人人>））））をををを中中中中心とす心とす心とす心とするるるる Dexiaググググルルルループが形成されるに至ープが形成されるに至ープが形成されるに至ープが形成されるに至っっっったたたた。現在。現在。現在。現在

のののの Dexia Crédit Localは、他の一般金融機は、他の一般金融機は、他の一般金融機は、他の一般金融機関関関関と全く同じ競争条件のと全く同じ競争条件のと全く同じ競争条件のと全く同じ競争条件の下下下下にある純にある純にある純にある純

粋な民粋な民粋な民粋な民間間間間金融機関と金融機関と金融機関と金融機関とななななっっっっているているているている9。。。。

（貿易（貿易（貿易（貿易支支支支援関連公的援関連公的援関連公的援関連公的金金金金融融融融機関の民営化──機関の民営化──機関の民営化──機関の民営化──仏仏仏仏貿貿貿貿易銀行易銀行易銀行易銀行10101010、、、、仏仏仏仏貿貿貿貿易易易易保保保保険険険険会会会会社社社社））））

・ 仏貿易仏貿易仏貿易仏貿易銀銀銀銀行行行行（（（（BFCE））））はははは、、、、1947年に輸出金年に輸出金年に輸出金年に輸出金融融融融を行う専門金融機関を行う専門金融機関を行う専門金融機関を行う専門金融機関ととととして設立して設立して設立して設立ささささ

れた公れた公れた公れた公的的的的金融機関で金融機関で金融機関で金融機関で、、、、資資資資本の過半数は政府本の過半数は政府本の過半数は政府本の過半数は政府系系系系公公公公的企業により所有的企業により所有的企業により所有的企業により所有さささされれれれていたていたていたていた。。。。

同行は同行は同行は同行は、、、、1995年年年年、、、、Crédit National（後述（後述（後述（後述））））にににに買買買買収される格好で民収される格好で民収される格好で民収される格好で民営営営営化化化化さささされれれれたたたた後後後後、、、、

97年年年年ににににNatexisとととと改改改改称称称称、、、、同時に同時に同時に同時に、、、、普普普普通通通通銀行銀行銀行銀行ののののみが参加している仏みが参加している仏みが参加している仏みが参加している仏銀銀銀銀行連盟行連盟行連盟行連盟（（（（AFB））））

への加への加への加への加盟盟盟盟が認められが認められが認められが認められたたたた。。。。さらさらさらさらにににに 98年に年に年に年にはははは Natexisをををを Banques Populairesググググルルルルーーーー

プが買プが買プが買プが買収収収収しししし、、、、Natexis Banques Populairesがががが誕誕誕誕生生生生したしたしたした。。。。

────────　　　　ななななおおおお、、、、Natexis Banques Populairesはははは、、、、民民民民営化後も営化後も営化後も営化後も、、、、引続き引続き引続き引続き、、、、従従従従来来来来旧旧旧旧 Crédit

National なななないし旧仏いし旧仏いし旧仏いし旧仏貿貿貿貿易銀行易銀行易銀行易銀行（（（（BFCE））））がががが行行行行っっっってててていた公的金融業務いた公的金融業務いた公的金融業務いた公的金融業務のののの一一一一部部部部
（（（（①①①①旧旧旧旧仏仏仏仏貿貿貿貿易易易易銀銀銀銀行行行行のののの輸輸輸輸出出出出信信信信用用用用ににににかかかかかかかかるるるる金金金金利利利利変変変変動動動動リリリリススススクククク代代代代替替替替貸貸貸貸出出出出＜＜＜＜変変変変動動動動金金金金
利貸出利貸出利貸出利貸出のののの固定金利貸固定金利貸固定金利貸固定金利貸出出出出へへへへの変換＞の変換＞の変換＞の変換＞、、、、②②②②非非非非旧旧旧旧植植植植民民民民地地地地向向向向けけけけ海海海海外外外外経済援経済援経済援経済援助助助助、、、、③③③③航航航航
空資材空資材空資材空資材開開開開発向けの３発向けの３発向けの３発向けの３分分分分野野野野））））を行っているを行っているを行っているを行っている。。。。ももももっっっっともともともとも、、、、こうした業こうした業こうした業こうした業務務務務はははは、、、、新新新新
たに政たに政たに政たに政府府府府から委託をから委託をから委託をから委託を受受受受けけけけて行っているものて行っているものて行っているものて行っているものでででであああありりりり、、、、政府の特別勘政府の特別勘政府の特別勘政府の特別勘定定定定をををを通通通通じじじじ
て行わて行わて行わて行われれれれているに過ているに過ているに過ているに過ぎぎぎぎなななないいいい（（（（Natexis自自自自体体体体のののの貸貸貸貸借対照表には計上さ借対照表には計上さ借対照表には計上さ借対照表には計上されれれれなななないいいい））））。。。。

・ またまたまたまた、、、、仏仏仏仏貿易保険会貿易保険会貿易保険会貿易保険会社社社社（（（（COFACE11））））はははは、、、、1946年年年年にににに貿貿貿貿易信用保険業易信用保険業易信用保険業易信用保険業務務務務を専門を専門を専門を専門とととと

                                                  
8 当時、仏地方設備公庫の経営は預金供託公庫（CDC）に委託されており、地方自治体の経常資
金余資の４分の１の預金を受入れていた。
9 同行は民営化の際、「民営化によりこれまでの金融サービスが受けられなくなるのではない
か」との地方自治体の懸念に配慮し、政治的な意図から、一部公的金融分野を残した経緯がある。
もっとも、現在では新規の公的融資業務は一切行っていない（過去に実行した地方自治体向け公
的金融による貸出残高が若干残っているが、これは満期到来とともに自動消滅する筋合い）。
10 仏貿易銀行の民営化の経緯の詳細については、別添４を参照。
11 Compagine Française d’Assurance pour le Commerce Extérieurの略。
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すすすするるるる公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関ととととししししてててて設設設設立立立立さささされれれれたたたたがががが、、、、80 年年年年代代代代末末末末頃頃頃頃かかかからららら業業業業務務務務のののの多多多多角角角角化化化化・・・・国国国国際際際際

化を指化を指化を指化を指向向向向し始めし始めし始めし始め、、、、88年には民間の再保険市年には民間の再保険市年には民間の再保険市年には民間の再保険市場場場場にににに参入参入参入参入、、、、ままままたたたた 90年年年年ににににははははフフフフラララランンンンスススス

国外の国外の国外の国外の顧顧顧顧客向けに貿客向けに貿客向けに貿客向けに貿易易易易金金金金融サービスを提供融サービスを提供融サービスを提供融サービスを提供すすすするるるるに至ったに至ったに至ったに至った。。。。こうしこうしこうしこうしたたたた業業業業務務務務戦戦戦戦略略略略のののの

転換に転換に転換に転換に伴伴伴伴ってってってって、、、、仏貿仏貿仏貿仏貿易易易易保保保保険会社険会社険会社険会社（（（（COFACE））））のののの資資資資本構造や経営方本構造や経営方本構造や経営方本構造や経営方法法法法にににに関して関して関して関してもももも

改改改改革革革革のののの必必必必要要要要性性性性がががが認認認認識識識識さささされれれれるるるるよよよよううううににににななななりりりり、、、、94 年年年年ににににははははフフフフラララランンンンスススス政政政政府府府府のののの出出出出資資資資分分分分のののの一一一一

部を民部を民部を民部を民間間間間に放出するに放出するに放出するに放出するとととととととともにもにもにもに、、、、民民民民営営営営化化化化さささされれれれたたたた（（（（2000年年年年ににににはははは取引所取引所取引所取引所にににに上上上上場場場場））））。。。。ささささ

らにらにらにらに、、、、2002年年年年ににににはははは、、、、同同同同社の株主であっ社の株主であっ社の株主であっ社の株主であったたたた Natexis Banques Populairesにににによよよよりりりり買買買買

収され収され収され収され（（（（出資比出資比出資比出資比率率率率 19%→→→→98%12））））、同、同、同、同ググググルールールーループプププのののの傘下に入ることと傘下に入ることと傘下に入ることと傘下に入ることとななななっっっったたたた。。。。

────────　　　　現現現現在在在在、、、、仏貿易仏貿易仏貿易仏貿易保保保保険険険険会社会社会社会社（（（（COFACE））））はははは、、、、基本的に民間と全基本的に民間と全基本的に民間と全基本的に民間と全くくくく同同同同様の競様の競様の競様の競争争争争
条件の条件の条件の条件の下下下下で貿易保険で貿易保険で貿易保険で貿易保険業業業業務務務務を行っているを行っているを行っているを行っている。。。。ももももっっっっとととともももも、、、、ごく一部の商ごく一部の商ごく一部の商ごく一部の商業業業業ベベベベーーーースススス
では実では実では実では実施施施施できない高できない高できない高できない高リリリリススススク案件についてはク案件についてはク案件についてはク案件については、、、、引引引引続き政府勘定によ続き政府勘定によ続き政府勘定によ続き政府勘定によるるるる輸輸輸輸出出出出保保保保
険業務険業務険業務険業務をををを行うことは行うことは行うことは行うことはででででききききるがるがるがるが、、、、これは仏政これは仏政これは仏政これは仏政府府府府がががが新たに同社に業務新たに同社に業務新たに同社に業務新たに同社に業務委委委委託託託託ししししたたたた
形にな形にな形にな形になっっっっているているているている（同（同（同（同業業業業務務務務受託に関連する手受託に関連する手受託に関連する手受託に関連する手数数数数料料料料収入による収益が収入による収益が収入による収益が収入による収益が全全全全体体体体のののの収収収収
益に占益に占益に占益に占めめめめる割合は１る割合は１る割合は１る割合は１割割割割弱弱弱弱程度程度程度程度））））。。。。

（長期（長期（長期（長期産産産産業資金供給業資金供給業資金供給業資金供給公公公公的的的的金融機関の民営金融機関の民営金融機関の民営金融機関の民営化化化化────────Crédit National））））

・ 1950年年年年代以代以代以代以降降降降、長、長、長、長期期期期産産産産業資金供給の役割を業資金供給の役割を業資金供給の役割を業資金供給の役割を担担担担うううう特殊金融機関であ特殊金融機関であ特殊金融機関であ特殊金融機関であっっっったたたた Crédit

National13はははは、、、、94年年年年にににに「「「「民有化」されたが、民有化」されたが、民有化」されたが、民有化」されたが、そそそその後も政府が経営トの後も政府が経営トの後も政府が経営トの後も政府が経営トッッッッププププ 3名名名名中中中中

２名の２名の２名の２名の任任任任命権を掌握命権を掌握命権を掌握命権を掌握すすすするるるるなどなどなどなど、、、、実際には引実際には引実際には引実際には引続続続続きききき極めて公的金融機極めて公的金融機極めて公的金融機極めて公的金融機関関関関ととととしてのしてのしてのしての性性性性

格が強格が強格が強格が強かかかかった。そのった。そのった。そのった。その後後後後、、、、95年か年か年か年からららら 96年に年に年に年にかかかかけけけけてててて仏仏仏仏貿貿貿貿易銀行易銀行易銀行易銀行（（（（BFCE））））買買買買収収収収をををを

企企企企図図図図ししししたたたた際際際際にににに資資資資本本本本調調調調達達達達手手手手段段段段のののの多多多多様様様様化化化化のののの必必必必要要要要性性性性かかかかららららそそそそのののの法法法法的的的的地地地地位位位位がががが民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機

関関関関並並並並みみみみにににに見見見見直直直直さささされれれれ、、、、96 年年年年ににににはははは政政政政府府府府にににによよよよるるるる経経経経営営営営陣陣陣陣任任任任命命命命権権権権もももも廃廃廃廃止止止止さささされれれれてててて、、、、名名名名実実実実とととと

ももももにににに民民民民営営営営化化化化がががが完完完完了了了了ししししたたたた（（（（97 年年年年ににににはははは普普普普通通通通銀銀銀銀行行行行ののののみみみみがががが参参参参加加加加ででででききききるるるる仏仏仏仏銀銀銀銀行行行行連連連連盟盟盟盟

<AFB>へへへへのののの加加加加盟盟盟盟も認も認も認も認めめめめらららられたれたれたれた））））。。。。

（（（（そのそのそのその他他他他の民営化事の民営化事の民営化事の民営化事例例例例─────預金供託公庫、─預金供託公庫、─預金供託公庫、─預金供託公庫、貯貯貯貯蓄蓄蓄蓄金庫金庫金庫金庫））））

・ 預金供預金供預金供預金供託託託託公庫公庫公庫公庫（（（（CDC14））））についてはについてはについてはについては、、、、完全民完全民完全民完全民営営営営化化化化こそ行われなかっこそ行われなかっこそ行われなかっこそ行われなかったたたたもももものののののののの、、、、

                                                  
12 残りの 2％は仏政府が保有。
13 Crédit Nationalは、1919年に戦災被害や産業復興向けファイナンスの目的で設立され、1950年
頃までは建設業界向け貸出、その後は長期産業資金供給を主要業務とする公的金融機関であった
（わが国における旧日本開発銀行、旧日本興業銀行に近い役割を担っていた）。なお、Crédit
Nationalは、法的には株式会社形態をとっており、しかも政府による出資がなかったにもかかわ
らず、設立根拠法上、政府は同行の主要経営陣の任命権を有しており、公的政策金融機関として
の色彩が強かった。
14 Caisse des Dépôts et Consignationsの略。CDCおよびその関連会社は、わが国の財投改革前の資
金運用部および一部政策金融機関に類似する業務を実施してきたフランス最大の巨大公的金融
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その巨その巨その巨その巨額額額額の融資全ての融資全ての融資全ての融資全てにににに政府関与が必要な訳政府関与が必要な訳政府関与が必要な訳政府関与が必要な訳でででではないと判断されはないと判断されはないと判断されはないと判断され、、、、公公公公的関与が的関与が的関与が的関与が必必必必

要不可要不可要不可要不可欠欠欠欠な部分のみな部分のみな部分のみな部分のみをををを残す一方残す一方残す一方残す一方、、、、民間金融民間金融民間金融民間金融機機機機関との競合業務分野関との競合業務分野関との競合業務分野関との競合業務分野にににについてはついてはついてはついては、、、、

1984年年年年～～～～2001年年年年ににににかかかかけて段階的に民営けて段階的に民営けて段階的に民営けて段階的に民営化化化化がががが行行行行われたわれたわれたわれた。。。。

────────　　　　84年年年年に地域に地域に地域に地域開開開開発金融部門発金融部門発金融部門発金融部門（（（（Caisse des Dépôts Développement<C3D>））））をををを、、、、
85年には年には年には年には企企企企業向け業向け業向け業向け出出出出資業務部門資業務部門資業務部門資業務部門（（（（CDC Participations））））をををを、、、、87年年年年ににににはははは資資資資産産産産
管理運管理運管理運管理運用用用用業務部門業務部門業務部門業務部門（（（（CDC Asset Management））））をををを、、、、96年年年年にににには資本市場業は資本市場業は資本市場業は資本市場業務務務務
部門部門部門部門（（（（CDC Marchés））））をををを、それぞれ分離、それぞれ分離、それぞれ分離、それぞれ分離・・・・子子子子会社会社会社会社化化化化ししししたたたた。。。。

──　──　──　──　ここここの間、地方の間、地方の間、地方の間、地方自自自自治体向け金融業務を治体向け金融業務を治体向け金融業務を治体向け金融業務を行行行行っていっていっていっていたたたた CDC 傘傘傘傘下の仏地方設備下の仏地方設備下の仏地方設備下の仏地方設備
公庫に公庫に公庫に公庫につつつついてはいてはいてはいては、、、、87年に設立され年に設立され年に設立され年に設立されたたたた Crédit Local de France にににに移移移移管管管管・・・・民営民営民営民営
化され化され化され化されたたたた。。。。またまたまたまた、、、、個個個個人人人人向け保険業務を行っ向け保険業務を行っ向け保険業務を行っ向け保険業務を行ってててていいいいたたたたCDC傘傘傘傘下子会社下子会社下子会社下子会社ののののCaisse

Nationale de Prévoyance（（（（CNP））））ににににつつつついていていていてはははは、、、、87年年年年にににに一一一一旦公社化旦公社化旦公社化旦公社化さささされたもれたもれたもれたも
のののののののの、、、、92年年年年にににに CNP Assurancesととととして民営して民営して民営して民営化化化化さささされたれたれたれた（（（（98年年年年にににには取引所には取引所には取引所には取引所に
上場上場上場上場））））。。。。

・ ここここううううししししたたたた一一一一連連連連のののの分分分分離離離離・・・・子子子子会会会会社社社社化化化化のののの総総総総仕仕仕仕上上上上げとしてげとしてげとしてげとして、、、、預預預預金金金金供供供供託託託託公公公公庫庫庫庫（（（（CDC））））はははは

2000年年年年にににに大大大大幅幅幅幅なななな組組組組織織織織改改改改編編編編をををを実実実実施施施施、、、、公公公公的的的的金金金金融融融融とととと民民民民間間間間金金金金融融融融をををを明明明明確確確確にににに組組組組織織織織上上上上分分分分離離離離しししし

た。さた。さた。さた。さららららにににに、、、、2001年年年年 1 月月月月にににには、同組織改編は、同組織改編は、同組織改編は、同組織改編のののの結果、民間金融業務結果、民間金融業務結果、民間金融業務結果、民間金融業務とととと分類され分類され分類され分類され

た大企た大企た大企た大企業業業業向け金向け金向け金向け金融融融融・・・・投投投投資資資資銀銀銀銀行業務行業務行業務行業務部部部部門門門門（（（（CDC ググググループループループループ最最最最大の民大の民大の民大の民間間間間業業業業務部務部務部務部門門門門））））

としとしとしとしてててて CDC IXIS をををを設設設設立、本体から立、本体から立、本体から立、本体から分離分離分離分離・・・・民民民民営化営化営化営化ししししたたたた。。。。

────────　　　　CDC IXIS のののの設設設設立と同時に立と同時に立と同時に立と同時に、、、、これまこれまこれまこれまでででで既に分離既に分離既に分離既に分離・・・・子会社化子会社化子会社化子会社化さささされていたれていたれていたれていた金金金金
融融融融・・・・投投投投資資資資銀銀銀銀行行行行業業業業務務務務関関関関連連連連のののの子子子子会会会会社社社社（（（（CDC Participations、、、、CDC Asset

Management、、、、CDC Marchés））））はははは全全全全てててて CDC IXIS のののの子子子子会社として会社として会社として会社として再再再再編編編編成成成成ささささ
れたれたれたれた。。。。

・ このほこのほこのほこのほかかかか、、、、わが国のわが国のわが国のわが国の郵郵郵郵便貯金に匹敵するフ便貯金に匹敵するフ便貯金に匹敵するフ便貯金に匹敵するフラララランス最大の共済系預ンス最大の共済系預ンス最大の共済系預ンス最大の共済系預金金金金受入金融受入金融受入金融受入金融機機機機

関であ関であ関であ関であるるるる貯蓄金庫貯蓄金庫貯蓄金庫貯蓄金庫（（（（Caisse d’Epargne）も）も）も）も、、、、99 年年年年にににに民営化民営化民営化民営化（協同（協同（協同（協同組組組組合銀行化合銀行化合銀行化合銀行化））））

されたされたされたされた15。。。。

──　──　──　──　ななななお、共済系お、共済系お、共済系お、共済系・・・・協同組合金融協同組合金融協同組合金融協同組合金融機機機機関に関に関に関につつつついては、一段の経営いては、一段の経営いては、一段の経営いては、一段の経営合合合合理化理化理化理化・・・・統統統統合合合合
問題が問題が問題が問題が足足足足許の許の許の許の課課課課題と題と題と題としししして議論て議論て議論て議論さささされてれてれてれていいいいるるるる16。。。。ととととりわりわりわりわけけけけ、貯、貯、貯、貯蓄蓄蓄蓄金庫金庫金庫金庫（（（（Caisses

                                                                                                                                                            
機関。なお、同公庫の部分民営化の経緯の詳細については、別添１を参照。
15 但し、貯蓄金庫では、非課税貯蓄預金の受入れを引続き行っている（同預金を原資とした貸出
業務は、民営化を機に全て預金供託公庫に委託）。
16 共済系金融機関については、特に経営ガバナンスをどのように図っていくかの検討が重要との
指摘が多い。民営化された公的金融機関の中には、国の援助や税制上の優遇措置は受けていない
ものの、法的形態としては引続き相互会社形態をとっているところが多い（Crédit Agricole等）。
これら特殊金融機関は、今後、”de-mutualization（非共済化）”の道を辿り、将来的には株式会社
化されることになるのではないかとの見方が少なくない。なお、株式会社形態と相互会社形態と
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d’Epargne）につい）につい）につい）についてててては、は、は、は、2001年年年年、、、、非課税非課税非課税非課税貯貯貯貯蓄預金の預託先とし蓄預金の預託先とし蓄預金の預託先とし蓄預金の預託先としててててつながつながつながつなが
りの深りの深りの深りの深いいいい預金供託公預金供託公預金供託公預金供託公庫庫庫庫（（（（CDC））））との合弁にとの合弁にとの合弁にとの合弁によよよより持株会り持株会り持株会り持株会社社社社 Eulia をををを設設設設立立立立し、し、し、し、
両庫の両庫の両庫の両庫の民民民民間金融業務間金融業務間金融業務間金融業務のののの多くをその多くをその多くをその多くをその傘傘傘傘下に位置付ける形で再編成し下に位置付ける形で再編成し下に位置付ける形で再編成し下に位置付ける形で再編成したたたたがががが、、、、今今今今
後後後後具具具具体体体体的的的的ににににどどどどののののよよよよううううなななな形形形形でででで一一一一段段段段とととと統統統統合合合合をををを進進進進めめめめてててていいいいくくくくののののかかかかがががが注注注注目目目目さささされれれれてててていいいい
るるるる17。。。。

（（（（3333）現在の）現在の）現在の）現在の公公公公的金的金的金的金融融融融機機機機関とその概関とその概関とその概関とその概要要要要

○ 　以上　以上　以上　以上ででででみたようにみたようにみたようにみたように金金金金融機関民営化が進展融機関民営化が進展融機関民営化が進展融機関民営化が進展しししした結果た結果た結果た結果、、、、今日今日今日今日、、、、フラフラフラフランンンンスにおいてスにおいてスにおいてスにおいて引引引引

続き公続き公続き公続き公的的的的金融機関と金融機関と金融機関と金融機関としししして業務を行っているて業務を行っているて業務を行っているて業務を行っている貸貸貸貸出機関は出機関は出機関は出機関は、、、、①預金供①預金供①預金供①預金供託託託託公庫公庫公庫公庫（低家（低家（低家（低家賃賃賃賃

公公公公共共共共住住住住宅宅宅宅建建建建設設設設・・・・都都都都市市市市イイイインンンンフフフフララララ整整整整備備備備向向向向けけけけ中中中中心心心心））））、、、、②②②②中中中中小小小小企企企企業業業業開開開開発発発発銀銀銀銀行行行行（（（（中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向

け政策け政策け政策け政策金金金金融融融融））））、、、、③仏③仏③仏③仏開開開開発庁発庁発庁発庁（海外経済援（海外経済援（海外経済援（海外経済援助助助助<ODA>執執執執行機関行機関行機関行機関））））の３機関に限られの３機関に限られの３機関に限られの３機関に限られてててて

いるいるいるいる18。。。。

                                                                                                                                                            
の相違点として、当地における議論を整理すると以下のとおりである。第一は経営ガバナンス面
の相違。相互会社の場合には、特定の出資母体の下でさほど強い収益性の要請もなく、余り強い
ガバナンスは働かない。一方で株式会社、とくに上場株式会社の場合には、一般株主、顧客、債
権者等、多くの利害関係者の監視を受け、収益に対する要請も厳しく、より強力なガバナンスが
機能するといえよう。第二は、資本構造の柔軟性の相違。相互会社の場合には、出資母体がその
持分を第三者に譲渡することは原則できず、外部の投資家が新たに出資参加することも許されな
い。一方、上場株式会社の場合には、投資家は株式の購入により、その銀行への出資を自由に行
うことが出来、株式売却による投資からの撤退もまた自由である。これは、逆に金融機関の経営
サイドからみれば、買収・合併戦略が格段にやり易くなることをも意味している。
17 現時点では、持株会社 Euliaの下に、預金供託公庫の民間金融業務子会社（CDC IXISおよび
その子会社）と貯蓄金庫の有していた民間金融業務子会社各社とが、それぞれ別々の子会社とし
てぶら下がっている格好となっている。そして、その先行きに関し、①これ以上の統合は進まず、
引続きそれぞれの子会社が別々に業務展開、②両庫が有していた類似業務毎に統合する形で子会
社を再編成（統合強化）、③両庫以外に、例えば郵便貯金までを含めて大々的に再編成、等の様々
なシナリオが取り沙汰されている。
18 なお、フランスにおいて「公的金融機関」という場合には、このように貸出機能に着目して
分類する場合が一般的であるが、このほか、預金受入機能にまで対象を拡げ、①郵便貯金、②貯
蓄金庫等まで含めて「公的金融機関」と呼ぶ場合もある。両機関の概要は以下の通り。
① 郵便貯金（La Posteの金融サービス部門）は、その前身である国営の国民貯蓄公庫（Caisse

Nationale d’Epargne）が、1991年に、郵政省の電気通信部門から分離される格好で同省から
独立し公社化された金融機関である。現在、郵便貯金は、資金決済･送金業務、外為取引、
貯蓄金受入、株式売買取次・保管業務、資産管理、保険商品販売、住宅購入貯蓄制度に基づ
く貸付業務等の金融サービスを提供している。郵便貯金に対する優遇措置としては、付加価
値税や地方税の免除のほか、利子非課税貯蓄商品の取扱いを認められており、これら貯蓄商
品は政府が全額保証している。

② 貯蓄金庫（Caisse d’Epargne）の起源は、1818年に設立された Caisse d’Epargne de Parisである。
同金庫は、政府からの出資を受けない共済系金融機関であったものの、非課税貯蓄預金の受
入れやこれを原資とする貸出業務を行っていたため、公的金融機関として位置付けられ、同
金庫の運営も預金供託公庫（CDC）に任されていた。同金庫は、1999年に協同組合金融機関
として組織変更する格好で民営化され、民間金融業務として、通常預金の受入れ・貸出業務
を開始した。このほか、同金庫は、引続き、非課税預金の受入れ金融機関と位置付けられて
いるが、この非課税預金として受入れられた資金は、民間金融業務として受入れられた通常
預金と別管理され、その全額を預金供託公庫に預けることとされている（預金供託公庫は、
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　これ　これ　これ　これらららら機関が現在機関が現在機関が現在機関が現在行行行行っている公的金融業っている公的金融業っている公的金融業っている公的金融業務務務務はははは、、、、低家賃公共住宅低家賃公共住宅低家賃公共住宅低家賃公共住宅建建建建設設設設・・・・都都都都市市市市イイイインンンン

フラ整フラ整フラ整フラ整備備備備向け与信向け与信向け与信向け与信、、、、中中中中小企業向け与信小企業向け与信小企業向け与信小企業向け与信、、、、海海海海外外外外経済援助など経済援助など経済援助など経済援助など、、、、公的公的公的公的関関関関与が必要不与が必要不与が必要不与が必要不可可可可

欠と判欠と判欠と判欠と判断断断断された極めされた極めされた極めされた極めてててて少数の分野に限られ少数の分野に限られ少数の分野に限られ少数の分野に限られてててているいるいるいる。。。。またまたまたまた、、、、こうしこうしこうしこうしたたたた公的金融業公的金融業公的金融業公的金融業務務務務

を遂行を遂行を遂行を遂行すすすするにあたっるにあたっるにあたっるにあたってててて、、、、民間金融機関の業民間金融機関の業民間金融機関の業民間金融機関の業務務務務を圧迫したり市場原を圧迫したり市場原を圧迫したり市場原を圧迫したり市場原理理理理の働きを阻の働きを阻の働きを阻の働きを阻害害害害

したりしたりしたりしたりすすすすることのなることのなることのなることのないいいいようようようよう、、、、細心の注意が細心の注意が細心の注意が細心の注意が払払払払われているわれているわれているわれている。。。。各機関各機関各機関各機関のののの概要は以下概要は以下概要は以下概要は以下のののの

とおりとおりとおりとおり。。。。

──　──　──　──　ななななお、これらお、これらお、これらお、これら公公公公的金融機関に的金融機関に的金融機関に的金融機関に対対対対するするするする監監監監督体制面をみると、督体制面をみると、督体制面をみると、督体制面をみると、ままままず預金ず預金ず預金ず預金供供供供託託託託
公庫に公庫に公庫に公庫につつつついてはいてはいてはいては、、、、議議議議会会会会の直接の監督下に置の直接の監督下に置の直接の監督下に置の直接の監督下に置かかかかれているれているれているれている。。。。一方一方一方一方、、、、中中中中小小小小企業企業企業企業開開開開
発銀行発銀行発銀行発銀行とととと仏開発庁に仏開発庁に仏開発庁に仏開発庁につつつついてはいてはいてはいては、、、、銀行法上の銀行法上の銀行法上の銀行法上の「「「「特殊金融機関特殊金融機関特殊金融機関特殊金融機関」」」」としとしとしとしてててて、、、、いいいいずずずず
れも仏れも仏れも仏れも仏銀銀銀銀行委員会の行委員会の行委員会の行委員会の監監監監督の下に置かれてい督の下に置かれてい督の下に置かれてい督の下に置かれているるるる。。。。

①①①①    預金供預金供預金供預金供託託託託公庫公庫公庫公庫19（（（（Caisse des Dépôts et Consignations））））

預金預金預金預金供供供供託託託託公公公公庫庫庫庫（（（（CDC））））本本本本体体体体はははは、仏、仏、仏、仏政政政政府府府府にににによよよよりりりり委委委委託託託託さささされれれれたたたた公的公的公的公的金金金金融融融融業業業業務務務務をををを行行行行

う機関う機関う機関う機関ととととされているされているされているされている。。。。具体的には具体的には具体的には具体的には、、、、郵便貯郵便貯郵便貯郵便貯金金金金（（（（La Posteのののの金融サ金融サ金融サ金融サーーーービス部門ビス部門ビス部門ビス部門））））

や貯蓄や貯蓄や貯蓄や貯蓄金金金金庫庫庫庫（（（（Caisse d’Epargne））））が全国各が全国各が全国各が全国各地地地地に張りめぐらした支店に張りめぐらした支店に張りめぐらした支店に張りめぐらした支店網網網網を通じを通じを通じを通じてててて

集集集集めめめめらららられれれれたたたた非非非非課課課課税税税税貯貯貯貯蓄蓄蓄蓄預預預預金金金金をををを受受受受入入入入れれれれ、、、、ここここれれれれららららをををを公公公公共共共共ププププロロロロジジジジェェェェククククトトトト向向向向けけけけにににに長長長長期期期期

融融融融資資資資すすすするるるる政政政政策策策策金金金金融融融融業業業業務務務務をををを行行行行っっっってててていいいいるるるる。。。。同同同同貯貯貯貯蓄蓄蓄蓄資資資資金金金金のののの主主主主要要要要なななな運運運運用用用用先先先先はははは、、、、①①①①公公公公共共共共

賃賃賃賃貸貸貸貸住住住住宅宅宅宅建建建建設設設設業業業業者者者者向向向向けけけけ融融融融資資資資、、、、②②②②個個個個人人人人向向向向けけけけ住住住住宅宅宅宅ロロロローーーーンンンン、、、、③③③③都都都都市市市市イイイインンンンフフフフララララ整整整整備備備備向向向向

けけけけ融融融融資資資資、、、、ででででああああるるるる。。。。ままままたたたた、、、、ここここののののほほほほかかかか、、、、公公公公共共共共政政政政策策策策支支支支援援援援業業業業務務務務、、、、公公公公証証証証人人人人顧顧顧顧客客客客口口口口座座座座のののの管管管管

理運用理運用理運用理運用業業業業務、退職者務、退職者務、退職者務、退職者年年年年金基金の資産管理運金基金の資産管理運金基金の資産管理運金基金の資産管理運用用用用業務等も行っている業務等も行っている業務等も行っている業務等も行っている。。。。

②②②②    中中中中小小小小企企企企業業業業開開開開発発発発銀銀銀銀行行行行20（（（（Banque de Développement pour Petites et Moyennes

Entreprises））））

中小企中小企中小企中小企業業業業開発銀行開発銀行開発銀行開発銀行（（（（BDPME））））はははは、、、、中小企中小企中小企中小企業業業業向けの政策金融機関で向けの政策金融機関で向けの政策金融機関で向けの政策金融機関であああありりりり、、、、中中中中

小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ部部部部分分分分保保保保証証証証業業業業務務務務やややや協協協協調調調調融融融融資資資資業業業業務務務務をををを行行行行っっっってててていいいいるるるる。。。。同同同同行行行行はははは、、、、既既既既にににに公公公公的的的的金金金金

融融融融機機機機関関関関ととととししししてててて存存存存在在在在ししししてててていいいいたたたた複複複複数数数数のののの中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関をををを統統統統合合合合すすすするるるる持持持持株株株株

                                                                                                                                                            
当資金を他の受入資金と合わせて、これら全体を原資として貸出を行っている）。さらに、
2001年には、預金供託公庫（CDC）との合弁により持株会社 Euliaが設立され、貯蓄金庫の
民間業務部門の大宗（リテール、投資銀行業務、不動産金融業務等）は、Eulia傘下の子会社
として再編成された。

19 預金供託公庫（CDC）の業務内容の詳細については、別添１を参照。
20 中小企業開発銀行（BDPME）の業務内容の詳細については、本行ホームページ
（http://www.boj.or.jp）に掲載されている海外事務所ワーキングペーパーシリーズ 2002-1「フラ
ンスにおける中小企業向け公的金融制度の特徴」を参照。
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会社と会社と会社と会社とししししてててて 1997年年年年にににに発足した公的金融機発足した公的金融機発足した公的金融機発足した公的金融機関関関関であるであるであるである（政府出資比（政府出資比（政府出資比（政府出資比率率率率 54.5%））））。。。。

中中中中小小小小企企企企業業業業開開開開発発発発銀銀銀銀行行行行がががが行行行行うううう公公公公的的的的金金金金融融融融業業業業務務務務はははは、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関にににによよよよるるるる融融融融資資資資のののの「「「「部部部部

分分分分保保保保証証証証」」」」とととと、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関ととととのののの「「「「協協協協調調調調融融融融資資資資」」」」にににに限限限限らららられれれれてててておおおおりりりり、、、、同同同同行行行行がががが単単単単独独独独でででで

中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ与与与与信信信信をををを行行行行ううううここここととととははははなななないいいい（（（（部部部部分分分分保保保保証証証証とととと協協協協調調調調融融融融資資資資ののののいいいいずずずずれれれれのののの場場場場合合合合でででで

も、同も、同も、同も、同行行行行の信用リスの信用リスの信用リスの信用リスクククク分担比率は原分担比率は原分担比率は原分担比率は原則則則則 50％を上限としている％を上限としている％を上限としている％を上限としている））））。。。。

③③③③    仏開発庁仏開発庁仏開発庁仏開発庁21（（（（Agence française de Développement））））

仏開発仏開発仏開発仏開発庁庁庁庁（（（（AfD））））はははは、、、、海外向け経済援助海外向け経済援助海外向け経済援助海外向け経済援助（（（（ODA））））のののの執行機関とし執行機関とし執行機関とし執行機関としてててて 1941年年年年

にににに設設設設立立立立さささされれれれたたたた公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関でででであああありりりり、、、、銀銀銀銀行行行行法法法法上上上上「「「「特特特特殊殊殊殊金金金金融融融融機機機機関関関関」」」」ととととししししてててて位位位位置置置置付付付付

けられけられけられけられてててている。同庁いる。同庁いる。同庁いる。同庁はははは、数次に亘る組織改、数次に亘る組織改、数次に亘る組織改、数次に亘る組織改編編編編・改称を経た後・改称を経た後・改称を経た後・改称を経た後、、、、92年年年年にににに公公公公社化社化社化社化

されたされたされたされた。。。。そのそのそのその後後後後 98年年年年にににに、、、、現在の名称に改現在の名称に改現在の名称に改現在の名称に改称称称称されるとともにされるとともにされるとともにされるとともに、、、、これこれこれこれままままで複数で複数で複数で複数のののの

政政政政府府府府機機機機関関関関（（（（開開開開発発発発援援援援助助助助省省省省、、、、外外外外務務務務省省省省、、、、経経経経済済済済財財財財政政政政産産産産業業業業省省省省等等等等））））にににに分分分分散散散散ししししてててていいいいたたたた、、、、仏仏仏仏海海海海

外開発外開発外開発外開発援援援援助業務が全助業務が全助業務が全助業務が全てててて同庁に一元化された同庁に一元化された同庁に一元化された同庁に一元化された（（（（2000年年年年の政令により同庁が仏海の政令により同庁が仏海の政令により同庁が仏海の政令により同庁が仏海

外開発外開発外開発外開発援援援援助の一元的助の一元的助の一元的助の一元的執執執執行機関であることを行機関であることを行機関であることを行機関であることを明明明明確化確化確化確化））））。。。。

　こ　こ　こ　こののののたたたためめめめ、、、、仏仏仏仏開開開開発発発発庁庁庁庁でででではははは、、、、①①①①発発発発展展展展途途途途上上上上国国国国向向向向けけけけ、、、、②②②②仏仏仏仏海海海海外外外外県県県県・・・・海海海海外外外外領領領領土土土土向向向向けけけけ

とととといいいいっっっったたたた自自自自己己己己勘勘勘勘定定定定のののの与与与与信信信信ののののみみみみななななららららずずずず、、、、③③③③外外外外務務務務省省省省・・・・経経経経済済済済財財財財政政政政産産産産業業業業省省省省予予予予算算算算にににによよよよるるるる

海海海海外外外外経経経経済済済済援援援援助助助助のののの代代代代理理理理執執執執行行行行業業業業務務務務もももも行行行行っっっってててていいいいるるるる。。。。ここここののののほほほほかかかか、、、、仏仏仏仏開開開開発発発発庁庁庁庁のののの子子子子会会会会社社社社

Proparco22222222でででではははは、、、、とくとくとくとくにににに民民民民間間間間企業を対象とす企業を対象とす企業を対象とす企業を対象とするるるる海外援助関連の出資海外援助関連の出資海外援助関連の出資海外援助関連の出資業業業業務や務や務や務や、、、、融融融融

資資資資・保・保・保・保証証証証業務等を行業務等を行業務等を行業務等を行っっっっているているているている。。。。

3. 90年年年年代代代代にににに公公公公的金融的金融的金融的金融機機機機関関関関の民営化が進んだ要の民営化が進んだ要の民営化が進んだ要の民営化が進んだ要因因因因・・・・背背背背景景景景

（（（（1111）公的金）公的金）公的金）公的金融融融融機関機関機関機関向向向向けけけけ政府援助に対する政府援助に対する政府援助に対する政府援助に対する汎汎汎汎欧欧欧欧州レベルでの規制強州レベルでの規制強州レベルでの規制強州レベルでの規制強化化化化のののの動動動動きききき

○ フランフランフランフランススススにおいにおいにおいにおいてててて 90 年年年年代代代代に公的金融機関に公的金融機関に公的金融機関に公的金融機関のののの民営民営民営民営化化化化が大幅に進展しが大幅に進展しが大幅に進展しが大幅に進展したたたた最大最大最大最大のののの背背背背

景とし景とし景とし景としててててはははは、、、、欧州統欧州統欧州統欧州統合合合合進展に伴う汎欧州レ進展に伴う汎欧州レ進展に伴う汎欧州レ進展に伴う汎欧州レベベベベルの規制強化によりルの規制強化によりルの規制強化によりルの規制強化により、、、、欧州連合欧州連合欧州連合欧州連合（（（（EU））））

加盟国加盟国加盟国加盟国政政政政府による国府による国府による国府による国内内内内民間部門向け国家援民間部門向け国家援民間部門向け国家援民間部門向け国家援助助助助（補（補（補（補助助助助金金金金・・・・税制上の優遇措置等税制上の優遇措置等税制上の優遇措置等税制上の優遇措置等））））がががが

厳格に厳格に厳格に厳格に制制制制限されるよ限されるよ限されるよ限されるよううううになったことが挙げになったことが挙げになったことが挙げになったことが挙げらららられるれるれるれる。。。。

　すな　すな　すな　すなわわわわち、とくち、とくち、とくち、とくにににに 80 年代以降の欧州統年代以降の欧州統年代以降の欧州統年代以降の欧州統合合合合深化の過程で、欧州共深化の過程で、欧州共深化の過程で、欧州共深化の過程で、欧州共通通通通市場構築に市場構築に市場構築に市場構築に

                                                  
21 仏開発庁（AfD）の業務内容の詳細については、別添２を参照。
22 Promotion et de Participation pour la Coopération Economiqueの略。仏開発庁による出資比率は
68％。
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向けた向けた向けた向けた動動動動きが急速にきが急速にきが急速にきが急速に強強強強まってきたがまってきたがまってきたがまってきたが、、、、そのそのそのその際際際際にににに、、、、欧州域内各国間欧州域内各国間欧州域内各国間欧州域内各国間ににににおける企業おける企業おける企業おける企業間間間間

競争の競争の競争の競争の公公公公平性を実現平性を実現平性を実現平性を実現すすすする観点からる観点からる観点からる観点から、、、、各国政各国政各国政各国政府府府府による自国内の特定による自国内の特定による自国内の特定による自国内の特定産産産産業業業業・・・・企業に企業に企業に企業に対対対対

する国する国する国する国家家家家援助には援助には援助には援助には、、、、厳厳厳厳しい制限が付されるしい制限が付されるしい制限が付されるしい制限が付されるここここととなったととなったととなったととなった。。。。こうしこうしこうしこうしたたたた中で中で中で中で、、、、国有国有国有国有企企企企

業に対業に対業に対業に対すすすする各国政府る各国政府る各国政府る各国政府のののの国家援助のあり方も国家援助のあり方も国家援助のあり方も国家援助のあり方も批批批批判に晒されることと判に晒されることと判に晒されることと判に晒されることとななななったったったった。。。。すなすなすなすなわわわわ

ちちちち、、、、たたたたととととえ国有企業え国有企業え国有企業え国有企業・・・・公的金融機関であっ公的金融機関であっ公的金融機関であっ公的金融機関であっててててもももも、、、、市場経済を歪め市場経済を歪め市場経済を歪め市場経済を歪め競競競競争環境を阻争環境を阻争環境を阻争環境を阻害害害害

したりしたりしたりしたり、、、、民間企業の民間企業の民間企業の民間企業の業業業業務を圧迫する可能性務を圧迫する可能性務を圧迫する可能性務を圧迫する可能性がががが高い高い高い高い、、、、と判断されると判断されると判断されると判断される場場場場合には合には合には合には、、、、当当当当該該該該

企業向企業向企業向企業向けけけけ国家援助が国家援助が国家援助が国家援助が厳厳厳厳しく禁止しく禁止しく禁止しく禁止・・・・制限され制限され制限され制限されるるるるようようようよう、、、、汎欧州レベル汎欧州レベル汎欧州レベル汎欧州レベルのののの規制が強化規制が強化規制が強化規制が強化ささささ

れていれていれていれていっっっったたたた。。。。こうしこうしこうしこうしたたたた動きの中で動きの中で動きの中で動きの中で、、、、公的金公的金公的金公的金融融融融機関に対する国家援機関に対する国家援機関に対する国家援機関に対する国家援助助助助もももも、、、、85年年年年以以以以降降降降、、、、

当規制当規制当規制当規制のののの対象とされ対象とされ対象とされ対象とされたたたた（詳細は後（詳細は後（詳細は後（詳細は後掲掲掲掲 Box参参参参照照照照））））。。。。

○ こうしこうしこうしこうしたたたた状況下、も状況下、も状況下、も状況下、もととととももももとととと国有銀行等を中国有銀行等を中国有銀行等を中国有銀行等を中心心心心としとしとしとしてててて公的金融機関公的金融機関公的金融機関公的金融機関がががが経済経済経済経済・・・・金金金金融融融融

に占めに占めに占めに占めるるるる割合が高か割合が高か割合が高か割合が高かっっっったフランスにおいてたフランスにおいてたフランスにおいてたフランスにおいてもももも、、、、国家援助が必要不国家援助が必要不国家援助が必要不国家援助が必要不可可可可欠と欧州委欠と欧州委欠と欧州委欠と欧州委員員員員

会から会から会から会から認認認認められる一められる一められる一められる一部部部部業務を除き業務を除き業務を除き業務を除き、、、、政府に政府に政府に政府によよよよる補助金や税制上のる補助金や税制上のる補助金や税制上のる補助金や税制上の優優優優遇措置の対遇措置の対遇措置の対遇措置の対象象象象

から公から公から公から公的的的的金融機関を金融機関を金融機関を金融機関を外外外外されたされたされたされた。。。。またまたまたまた、、、、こうした民間金融機関と競こうした民間金融機関と競こうした民間金融機関と競こうした民間金融機関と競争争争争関係にある関係にある関係にある関係にある業業業業

務につ務につ務につ務についいいいてはてはてはては、、、、必要必要必要必要にににに応じて別法人化した応じて別法人化した応じて別法人化した応じて別法人化したううううえで民営化することえで民営化することえで民営化することえで民営化することをををを余儀なくさ余儀なくさ余儀なくさ余儀なくされれれれ

るに至るに至るに至るに至っっっったたたた。。。。

[Box] 公的金融機関向公的金融機関向公的金融機関向公的金融機関向けけけけ公公公公的的的的援助援助援助援助にににに関する汎関する汎関する汎関する汎欧欧欧欧州州州州レレレレベベベベルルルルの規制の規制の規制の規制のののの枠組枠組枠組枠組みみみみ

○○○○　　　　汎汎汎汎欧欧欧欧州州州州レレレレベベベベルルルルのののの公正公正公正公正競競競競争争争争法法法法のののの枠枠枠枠組組組組みみみみはははは、、、、ままままずずずず欧欧欧欧州州州州共共共共同同同同体体体体設設設設立立立立条条条条約約約約のののの中中中中でででで定定定定

められているめられているめられているめられている。。。。同条約同条約同条約同条約でででではははは、、、、政府による特定企政府による特定企政府による特定企政府による特定企業業業業（（（（公的企業を含む公的企業を含む公的企業を含む公的企業を含む））））へへへへのののの国国国国

家援助家援助家援助家援助（（（（State Aid、、、、政政政政府府府府補補補補助金や税制上の優遇助金や税制上の優遇助金や税制上の優遇助金や税制上の優遇措措措措置置置置等）を原則一律禁止等）を原則一律禁止等）を原則一律禁止等）を原則一律禁止すすすするるるる

とともにとともにとともにとともに、、、、同条約に限同条約に限同条約に限同条約に限定定定定列列列列挙した一定のケース挙した一定のケース挙した一定のケース挙した一定のケースにににに限限限限り例外的に国家援助り例外的に国家援助り例外的に国家援助り例外的に国家援助をををを行行行行

うことができると規定うことができると規定うことができると規定うことができると規定ししししてててていいいいるるるる。。。。その詳細およその詳細およその詳細およその詳細およびびびび具具具具体的な運用は体的な運用は体的な運用は体的な運用は、、、、本件本件本件本件にににに関関関関

し現在では同条約の下し現在では同条約の下し現在では同条約の下し現在では同条約の下部部部部規規規規定と位置付けられ定と位置付けられ定と位置付けられ定と位置付けられるるるる EU規規規規則則則則・・・・欧欧欧欧州州州州委委委委員員員員会指会指会指会指令令令令やややや、、、、

欧州委員会による通知欧州委員会による通知欧州委員会による通知欧州委員会による通知類類類類（（（（Communications等等等等））））、、、、個個個個別別別別案案案案件件件件に関する欧州に関する欧州に関する欧州に関する欧州委委委委員員員員

会会会会決定決定決定決定により定められにより定められにより定められにより定められてててていいいいるがるがるがるが、、、、域内経済の統域内経済の統域内経済の統域内経済の統合合合合深深深深化とともに化とともに化とともに化とともに、、、、国家援国家援国家援国家援助助助助のののの

認められる要件が厳格認められる要件が厳格認められる要件が厳格認められる要件が厳格化化化化さささされていった。これられていった。これられていった。これられていった。これら規規規規定定定定の概要は以下の通りの概要は以下の通りの概要は以下の通りの概要は以下の通り。。。。

（（（（1）欧州共同体設）欧州共同体設）欧州共同体設）欧州共同体設立立立立条約条約条約条約

・欧州共同体設立条約・欧州共同体設立条約・欧州共同体設立条約・欧州共同体設立条約第第第第 87条条条条第第第第 1項は、加盟項は、加盟項は、加盟項は、加盟各各各各国国国国政府が特定の企業政府が特定の企業政府が特定の企業政府が特定の企業（（（（民民民民間間間間企企企企

業業業業、、、、公的企業を問わな公的企業を問わな公的企業を問わな公的企業を問わないいいい））））を対象にを対象にを対象にを対象に、、、、これを優これを優これを優これを優遇遇遇遇すすすすることにより競争原ることにより競争原ることにより競争原ることにより競争原理理理理をををを

歪め歪め歪め歪め、、、、加盟国間の取引加盟国間の取引加盟国間の取引加盟国間の取引にににに影影影影響を及ぼすようなあ響を及ぼすようなあ響を及ぼすようなあ響を及ぼすようなあららららゆゆゆゆる国家援助を行うこる国家援助を行うこる国家援助を行うこる国家援助を行うこととととをををを
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一律に禁止している一律に禁止している一律に禁止している一律に禁止している（（（（但但但但しししし、、、、国家援助が例外的国家援助が例外的国家援助が例外的国家援助が例外的にににに認認認認められる条件を同められる条件を同められる条件を同められる条件を同第第第第 2項項項項

およびおよびおよびおよび第第第第 3項に限定列挙項に限定列挙項に限定列挙項に限定列挙23））））。。。。従って従って従って従って、、、、公的金公的金公的金公的金融融融融機機機機関関関関に対して行われる国に対して行われる国に対して行われる国に対して行われる国家家家家援援援援

助についても助についても助についても助についても、、、、例外的例外的例外的例外的にににに許許許許容される条件を満た容される条件を満た容される条件を満た容される条件を満たししししてててていない場合には条約いない場合には条約いない場合には条約いない場合には条約違違違違反反反反

となるとなるとなるとなる。。。。

・また、同条約・また、同条約・また、同条約・また、同条約第第第第 88条条条条では、特定の国においでは、特定の国においでは、特定の国においでは、特定の国においてててて条条条条約が定める国家援助約が定める国家援助約が定める国家援助約が定める国家援助のののの禁禁禁禁止止止止

に違反するような状況に違反するような状況に違反するような状況に違反するような状況がががが生生生生じている場合にはじている場合にはじている場合にはじている場合には、、、、欧欧欧欧州州州州委員会が委員会が委員会が委員会が、、、、各国政府各国政府各国政府各国政府のののの協協協協

力の下で条約違反の有力の下で条約違反の有力の下で条約違反の有力の下で条約違反の有無無無無にににについて審査を行いついて審査を行いついて審査を行いついて審査を行い、、、、必必必必要要要要な場合にはな場合にはな場合にはな場合には、、、、加盟国加盟国加盟国加盟国にににに対対対対

しこうした国家援助のしこうした国家援助のしこうした国家援助のしこうした国家援助の是是是是正正正正・・・・廃廃廃廃止を求め止を求め止を求め止を求めるるるる決決決決定定定定をををを下下下下すすすすここここととととがががができる旨規できる旨規できる旨規できる旨規定定定定ささささ

れているれているれているれている。。。。

（（（（2）欧州委員会指）欧州委員会指）欧州委員会指）欧州委員会指令令令令等等等等

・・・・EU規規規規則則則則・・・・欧州委員欧州委員欧州委員欧州委員会会会会指指指指令令令令等等等等でででではははは、加盟国政、加盟国政、加盟国政、加盟国政府府府府とととと各国公的企業との間各国公的企業との間各国公的企業との間各国公的企業との間のののの財財財財政政政政

面での関係の透明性確面での関係の透明性確面での関係の透明性確面での関係の透明性確保保保保をををを加盟国に義務付ける加盟国に義務付ける加盟国に義務付ける加盟国に義務付ける旨旨旨旨規規規規定している定している定している定している。。。。

・具体的には、欧州委・具体的には、欧州委・具体的には、欧州委・具体的には、欧州委員員員員会会会会指指指指令令令令 80/723/EECはははは、、、、欧欧欧欧州共同体設立条約が州共同体設立条約が州共同体設立条約が州共同体設立条約が企企企企業業業業全全全全

般般般般にににに対対対対すすすするるるる政政政政府府府府のののの国国国国家援家援家援家援助助助助をををを禁禁禁禁止止止止ししししてててていいいいるるるるこここことととと（（（（上上上上記記記記））））をををを受受受受けけけけ、、、、「「「「同同同同条約条約条約条約のののの

趣旨を貫徹するために趣旨を貫徹するために趣旨を貫徹するために趣旨を貫徹するためにはははは、、、、複雑で不透明になり複雑で不透明になり複雑で不透明になり複雑で不透明になりががががちちちちな政府と公的企業とな政府と公的企業とな政府と公的企業とな政府と公的企業とのののの間間間間

の財政面での関係の透の財政面での関係の透の財政面での関係の透の財政面での関係の透明明明明性性性性を確保することが不を確保することが不を確保することが不を確保することが不可可可可欠欠欠欠」」」」としているとしているとしているとしている。。。。こうこうこうこうししししたたたた

考え方に基づき考え方に基づき考え方に基づき考え方に基づき、、、、同指同指同指同指令令令令でででではははは、、、、政府政府政府政府がががが公公公公的企業的企業的企業的企業にににに対対対対して行うして行うして行うして行う、、、、直接的お直接的お直接的お直接的およよよよびびびび

間間間間接接接接的的的的なななな財財財財政政政政上上上上のののの支支支支援援援援のののの内内内内容容容容ややややそそそそのののの資資資資金金金金使使使使途途途途がががが明明明明確にな確にな確にな確になるるるるよよよよううううなななな措措措措置置置置をををを講講講講

ずることを加盟国に義ずることを加盟国に義ずることを加盟国に義ずることを加盟国に義務務務務付付付付けているけているけているけている。。。。

──　──　──　──　同指令は同指令は同指令は同指令は、、、、1980年年年年 6月月月月 25日日日日の発令以降の発令以降の発令以降の発令以降、、、、数数数数次にわたり改正が行次にわたり改正が行次にわたり改正が行次にわたり改正が行わわわわれれれれ
ているているているている（（（（1985年年年年、、、、1993年年年年、、、、2000年の３回改正年の３回改正年の３回改正年の３回改正、、、、最最最最新の改正版指令は新の改正版指令は新の改正版指令は新の改正版指令は欧欧欧欧
州委員会指州委員会指州委員会指州委員会指令令令令 2000/52/EC<2000年年年年 7月月月月 26日日日日>））））。。。。80年年年年当当当当初初初初のののの指令では指令では指令では指令では、、、、
「公的金融機関「公的金融機関「公的金融機関「公的金融機関（（（（public credit institution））））」は」は」は」は全全全全てててて指令の対象外とされ指令の対象外とされ指令の対象外とされ指令の対象外とされ
ていたがていたがていたがていたが、、、、85年年年年の改の改の改の改正正正正にににによりよりよりより、、、、「政府当局によ「政府当局によ「政府当局によ「政府当局によるるるる財財財財政援政援政援政援助助助助のののの条条条条件件件件が一が一が一が一般般般般
の市場取引における条の市場取引における条の市場取引における条の市場取引における条件件件件にににに準じている場合準じている場合準じている場合準じている場合」」」」ののののみみみみ公公公公的金融機関を対象的金融機関を対象的金融機関を対象的金融機関を対象外外外外
とするなどとするなどとするなどとするなど、、、、指令の適指令の適指令の適指令の適用用用用範範範範囲が次第に拡大した囲が次第に拡大した囲が次第に拡大した囲が次第に拡大した。。。。ここここのようにのようにのようにのように、、、、欧州委欧州委欧州委欧州委員員員員
会の公的金融機関に対会の公的金融機関に対会の公的金融機関に対会の公的金融機関に対すすすするるるる国家援助問題に対す国家援助問題に対す国家援助問題に対す国家援助問題に対するるるる姿姿姿姿勢が勢が勢が勢が、、、、時を追って時を追って時を追って時を追って厳厳厳厳
格化していった格化していった格化していった格化していった。。。。

○○○○　　　　以以以以上上上上ででででみみみみたたたたよよよよううううなななな一一一一般般般般規規規規定定定定のののの実実実実際際際際のののの運運運運用用用用面に面に面に面におおおおいいいいててててはははは、、、、欧欧欧欧州州州州委委委委員員員員会会会会のののの競競競競争争争争

総局が総局が総局が総局が、、、、加盟国政府に加盟国政府に加盟国政府に加盟国政府によよよよるるるる公公公公的金融機関向け政的金融機関向け政的金融機関向け政的金融機関向け政府府府府援援援援助助助助ににににつつつついいいいて通知類にて通知類にて通知類にて通知類によよよよりりりり

一般的な指針を示すほ一般的な指針を示すほ一般的な指針を示すほ一般的な指針を示すほかかかか、、、、政政政政府援府援府援府援助助助助のののの個別具体個別具体個別具体個別具体的的的的なななな事例についてその是事例についてその是事例についてその是事例についてその是非非非非をををを

審審審審査査査査・・・・決決決決定定定定すすすするるるるここここととととににににななななってってってっていいいいるるるる（（（（最最最最終終終終的的的的なななな判断判断判断判断はははは欧欧欧欧州州州州裁裁裁裁判判判判所所所所））））。。。。そそそそししししてててて、、、、

                                                  
23 例外的に国家援助が許容される条件として、①社会政策的な観点から行われる消費者個人に
対する援助、②自然災害や例外的な事象によって発生した損害に対する援助、③旧東ドイツ地域
の経済振興に必要な援助、④生活水準が極めて低いないし深刻な失業問題を抱えている地域の経
済振興に対する援助、⑤欧州の共通の利益に資する重要なプロジェクトや加盟国の深刻な経済不
振を改善するための援助、⑥加盟国間における経済取引を大きく阻害しないような分野での経済
活動の発展を促すための援助、⑦文化促進、文化遺産保護目的の援助、⑧欧州委員会の提案に基
づき閣僚理事会において賛成多数により可決された特定の範疇の援助、が限定列挙されている。
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このように競争総局がこのように競争総局がこのように競争総局がこのように競争総局が具具具具体体体体的的的的事例に関して過去事例に関して過去事例に関して過去事例に関して過去にににに行行行行った判断った判断った判断った判断・・・・措置等は措置等は措置等は措置等は、、、、いいいい

わわわわばばばば判判判判例例例例ととととししししてててて一一一一般般般般的的的的なななな指指指指針と針と針と針とととととももももににににそそそそのののの他他他他のののの案案案案件件件件のののの判判判判断断断断基基基基準準準準ととととさささされれれれるるるるここここ

とになるとになるとになるとになる。。。。またまたまたまた、、、、こうこうこうこうししししたたたた正正正正式な手続に基づく式な手続に基づく式な手続に基づく式な手続に基づく事事事事後後後後審査のみならず審査のみならず審査のみならず審査のみならず、、、、個個個個別別別別具具具具

体的な案件について体的な案件について体的な案件について体的な案件について、、、、各各各各国国国国政政政政府ないし各国企業府ないし各国企業府ないし各国企業府ないし各国企業がががが予予予予め欧州委員会競争総め欧州委員会競争総め欧州委員会競争総め欧州委員会競争総局局局局とととと

意見交換することも日意見交換することも日意見交換することも日意見交換することも日常常常常的的的的にににに行われてい行われてい行われてい行われているるるる。。。。

────────　　　　例例例例ええええばばばば、、、、ドドドドイイイイツツツツのののの公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関（（（（州州州州立立立立銀銀銀銀行行行行<Landesbanken>、、、、貯貯貯貯蓄蓄蓄蓄銀銀銀銀
行行行行<Sparkassen>等等等等））））にににに対対対対すすすする公的支援る公的支援る公的支援る公的支援（債務保（債務保（債務保（債務保証証証証等等等等））））が問題とされたが問題とされたが問題とされたが問題とされた事事事事
例例例例ににににつつつついいいいててててはははは、、、、銀銀銀銀行行行行業業業業界界界界、、、、競競競競争争争争総総総総局局局局ととととドドドドイイイイツツツツ政政政政府府府府のののの間間間間でででで長長長長年年年年に亘に亘に亘に亘るるるる議議議議
論論論論・調整が行われた結・調整が行われた結・調整が行われた結・調整が行われた結果果果果、、、、2001年年年年 7 月月月月にににに、ドイ、ドイ、ドイ、ドイツツツツ政政政政府がこれら公的金府がこれら公的金府がこれら公的金府がこれら公的金
融融融融機機機機関関関関にににに対対対対すすすするるるる国国国国家家家家援援援援助助助助をををを移移移移行行行行期期期期間間間間経経経経過過過過後後後後にににに全全全全廃廃廃廃すすすするるるる基基基基本本本本方方方方針針針針をををを固固固固めめめめ
決決決決着着着着ししししたたたた。。。。ままままたたたた、、、、ドドドドイツイツイツイツのののの他他他他のののの公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関（（（（KfW<復復復復興興興興金金金金融融融融公公公公庫庫庫庫>等等等等
の特殊目的金融機の特殊目的金融機の特殊目的金融機の特殊目的金融機関関関関<Förderbanken>）につい）につい）につい）についててててはははは、、、、2002年年年年 4月月月月にににに、、、、現現現現
在在在在のののの業業業業務務務務のののの中中中中でででで公公公公的的的的経経経経済済済済振振振振興興興興策策策策をををを担担担担ううううとととと判判判判断断断断できできできできないないないないもももものののの（（（（例例例例ええええばばばば、、、、
KfW ででででは輸出金融は輸出金融は輸出金融は輸出金融・・・・ププププロロロロジェクトファイナンジェクトファイナンジェクトファイナンジェクトファイナンスススス業業業業務の一部）は、遅く務の一部）は、遅く務の一部）は、遅く務の一部）は、遅く
とととともももも 2007年年年年末末末末までにまでにまでにまでに廃廃廃廃止止止止するか法的に独立しするか法的に独立しするか法的に独立しするか法的に独立したたたた子子子子会社に移管すること会社に移管すること会社に移管すること会社に移管すること
で合意されたで合意されたで合意されたで合意された。。。。

──　──　──　──　また、フランスまた、フランスまた、フランスまた、フランスににににおおおおいいいいてててて 2001年初に預年初に預年初に預年初に預金金金金供供供供託公庫託公庫託公庫託公庫（（（（CDC））））がががが、、、、民民民民間間間間
金融機関と競争関係に金融機関と競争関係に金融機関と競争関係に金融機関と競争関係にああああるるるる業務を本体から分離業務を本体から分離業務を本体から分離業務を本体から分離しししし、、、、CDC IXIS ととととししししてててて独独独独
立させた背景には立させた背景には立させた背景には立させた背景には、、、、上上上上記記記記ドドドドイツの公的金融を巡イツの公的金融を巡イツの公的金融を巡イツの公的金融を巡るるるる議議議議論論論論・・・・調整調整調整調整のののの経経経経緯緯緯緯ををををもももも
眺眺眺眺めめめめ、、、、預預預預金金金金供供供供託託託託公公公公庫庫庫庫（（（（CDC））））がががが公公公公的的的的金金金金融融融融業業業業務務務務とととと民民民民間間間間銀銀銀銀行行行行業業業業務務務務のののの両両両両方方方方をををを
同一法人内で行ってい同一法人内で行ってい同一法人内で行ってい同一法人内で行っているるるるこここことの是非に疑問が生との是非に疑問が生との是非に疑問が生との是非に疑問が生じじじじ、、、、競争総局と相談し競争総局と相談し競争総局と相談し競争総局と相談したたたた
結果とみられている結果とみられている結果とみられている結果とみられている。。。。

（（（（2222）国内に）国内に）国内に）国内におおおおけるけるけるける金金金金融融融融自由化進展と公的自由化進展と公的自由化進展と公的自由化進展と公的金金金金融融融融の民業圧迫に対するの民業圧迫に対するの民業圧迫に対するの民業圧迫に対する批批批批判判判判

○ また、また、また、また、ここここうした汎欧うした汎欧うした汎欧うした汎欧州州州州レレレレベベベベルの規制要因のルの規制要因のルの規制要因のルの規制要因のほほほほか、か、か、か、フフフフランス国内にランス国内にランス国内にランス国内におおおおける金ける金ける金ける金融融融融自自自自

由化の由化の由化の由化の進進進進捗とともに捗とともに捗とともに捗とともに民民民民業圧迫との批判が高業圧迫との批判が高業圧迫との批判が高業圧迫との批判が高ままままっっっったたたたこともこともこともことも、、、、必必必必ずずずずしも全てしも全てしも全てしも全てのののの公公公公的的的的金金金金

融機関融機関融機関融機関ににににはははは当てはま当てはま当てはま当てはまららららないものないものないものないもののののの、、、、民民民民営化が進展し営化が進展し営化が進展し営化が進展したたたた背背背背景景景景として挙げられるとして挙げられるとして挙げられるとして挙げられる。。。。フフフフ

ランスランスランスランスににににおける金融おける金融おける金融おける金融自自自自由化は由化は由化は由化は、、、、1984年の新銀行法成立を受けて、年の新銀行法成立を受けて、年の新銀行法成立を受けて、年の新銀行法成立を受けて、そそそそのののの後後後後 90年年年年代代代代

にかけにかけにかけにかけてててて順次進捗し順次進捗し順次進捗し順次進捗してててていったいったいったいった。。。。これにこれにこれにこれに伴伴伴伴いいいい、、、、①地域金融を中心と①地域金融を中心と①地域金融を中心と①地域金融を中心としししした強固な支た強固な支た強固な支た強固な支店店店店

網を半網を半網を半網を半ばばばば独占独占独占独占していしていしていしていたたたた公的金融機関公的金融機関公的金融機関公的金融機関（具体（具体（具体（具体的的的的には貯蓄金庫には貯蓄金庫には貯蓄金庫には貯蓄金庫、、、、Crédit Agricle 等等等等））））

の存在の存在の存在の存在がががが、、、、民間金融民間金融民間金融民間金融機機機機関にとっての事実上関にとっての事実上関にとっての事実上関にとっての事実上のののの参入障壁となってい参入障壁となってい参入障壁となってい参入障壁となっていたたたたことことことこと、、、、②公②公②公②公的的的的

金融機金融機金融機金融機関関関関の資本構造の資本構造の資本構造の資本構造がががが硬直的硬直的硬直的硬直的・・・・固定的固定的固定的固定的（特（特（特（特にににに共済系共済系共済系共済系、、、、協同組合銀協同組合銀協同組合銀協同組合銀行行行行等等等等））））で金融で金融で金融で金融機機機機

関同士関同士関同士関同士のののの合併合併合併合併・・・・買収買収買収買収をををを困難にし困難にし困難にし困難にしてててていたこと等からいたこと等からいたこと等からいたこと等から、、、、公的金融機関公的金融機関公的金融機関公的金融機関がががが民間金融機民間金融機民間金融機民間金融機関関関関

の業務の業務の業務の業務をををを圧迫し圧迫し圧迫し圧迫し、、、、ままままたたたた金融の再編金融の再編金融の再編金融の再編・・・・合理化合理化合理化合理化をををを阻害しているとの批阻害しているとの批阻害しているとの批阻害しているとの批判判判判が高まったが高まったが高まったが高まったとととと

いう事いう事いう事いう事情情情情があるがあるがあるがある。。。。

──　──　──　──　ととととくに欧州通くに欧州通くに欧州通くに欧州通貨貨貨貨統合が現実的なもの統合が現実的なもの統合が現実的なもの統合が現実的なものととととなっなっなっなったたたた 96 年年年年頃からは、フランスの頃からは、フランスの頃からは、フランスの頃からは、フランスの
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金融機金融機金融機金融機関関関関の収益性がの収益性がの収益性がの収益性が極極極極めて低いことめて低いことめて低いことめて低いこと（国際（国際（国際（国際競競競競争力の低さ争力の低さ争力の低さ争力の低さ））））が問題が問題が問題が問題視視視視されたされたされたされたがががが、、、、
その最その最その最その最大大大大の原因がの原因がの原因がの原因が、、、、公公公公的金融機関の過大な的金融機関の過大な的金融機関の過大な的金融機関の過大なププププレゼンスにありレゼンスにありレゼンスにありレゼンスにあり、、、、そそそそのののの早急な早急な早急な早急な是是是是
正が必正が必正が必正が必要要要要との危機感との危機感との危機感との危機感がががが仏政府や議会仏政府や議会仏政府や議会仏政府や議会、、、、中銀中銀中銀中銀等等等等の間で高まったことの間で高まったことの間で高まったことの間で高まったことがががが挙げら挙げら挙げら挙げられれれれ
るるるる。。。。具具具具体体体体的には的には的には的には、、、、①①①①公公公公的介入に起因する金的介入に起因する金的介入に起因する金的介入に起因する金融融融融システムの脆弱性がシステムの脆弱性がシステムの脆弱性がシステムの脆弱性が、、、、将来的将来的将来的将来的にににに
予予予予想想想想さささされれれれるるるる汎汎汎汎欧欧欧欧州州州州レレレレベベベベルルルルのののの金金金金融融融融再再再再編編編編ににににおおおおいいいいてててて仏仏仏仏系系系系金金金金融融融融機機機機関関関関のののの生生生生き残りをき残りをき残りをき残りを困困困困
難化さ難化さ難化さ難化させせせせるるるる、、、、②公的②公的②公的②公的介介介介入によってもたらさ入によってもたらさ入によってもたらさ入によってもたらされれれれる金融市場の歪みがる金融市場の歪みがる金融市場の歪みがる金融市場の歪みがパパパパリ金融リ金融リ金融リ金融市市市市
場の一場の一場の一場の一段段段段の地盤沈下の地盤沈下の地盤沈下の地盤沈下をををを引き起こす、といっ引き起こす、といっ引き起こす、といっ引き起こす、といったたたた危機感がみられた危機感がみられた危機感がみられた危機感がみられた。。。。

──　──　──　──　ここここのほかのほかのほかのほか、、、、公公公公的的的的金融機関の民営化が金融機関の民営化が金融機関の民営化が金融機関の民営化が促促促促進された背景として進された背景として進された背景として進された背景として、、、、政治的要因政治的要因政治的要因政治的要因もももも
指摘さ指摘さ指摘さ指摘されれれれているているているている。。。。すすすすななななわちわちわちわち、、、、フランスにおフランスにおフランスにおフランスにおけけけける国営化る国営化る国営化る国営化・・・・民営化は民営化は民営化は民営化は、、、、その経その経その経その経済済済済
的的的的効効効効果果果果とととといいいいうううう側側側側面面面面よよよよりりりりももももむむむむししししろろろろそそそそのののの時時時時々々々々のののの様様様様々々々々なななな政政政政治治治治的的的的思思思思惑惑惑惑にににに左右され左右され左右され左右されなななな
がら進がら進がら進がら進展展展展してきたしてきたしてきたしてきた。。。。そそそそうした政治的思惑のうした政治的思惑のうした政治的思惑のうした政治的思惑の一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、例えば例えば例えば例えば、、、、国国国国有銀行有銀行有銀行有銀行のののの
民民民民営営営営化化化化収収収収入入入入がががが政政政政府府府府のののの財財財財政政政政運運運運営営営営をををを支支支支援援援援すすすするるるる観観観観点点点点かかかからららら魅魅魅魅力力力力的的的的ででででああああっっっったというたというたというたという事事事事
情も存情も存情も存情も存在在在在するするするする24242424。。。。

4. フランフランフランフランススススの公的金融の公的金融の公的金融の公的金融機機機機関関関関民営化の進め方に民営化の進め方に民営化の進め方に民営化の進め方にみみみみらららられる特れる特れる特れる特徴徴徴徴

○ 以上で以上で以上で以上でみみみみてきたようてきたようてきたようてきたようななななフフフフラララランスの公的金融ンスの公的金融ンスの公的金融ンスの公的金融機機機機関関関関のののの民営化については、その民営化については、その民営化については、その民営化については、その具具具具体体体体

的な進的な進的な進的な進めめめめ方方方方・手順に・手順に・手順に・手順におおおおいて以下のような特いて以下のような特いて以下のような特いて以下のような特徴徴徴徴がみられるがみられるがみられるがみられる。。。。

　すな　すな　すな　すなわわわわちちちち、、、、まず公まず公まず公まず公的的的的金融業務として維持金融業務として維持金融業務として維持金融業務として維持すすすすべき機能とそうでなべき機能とそうでなべき機能とそうでなべき機能とそうでないいいいものとに峻ものとに峻ものとに峻ものとに峻別別別別

しししし、、、、前前前前者者者者のみを公的のみを公的のみを公的のみを公的金金金金融機関として存続さ融機関として存続さ融機関として存続さ融機関として存続させせせせることとするることとするることとするることとする。。。。一方一方一方一方、、、、公的関与が公的関与が公的関与が公的関与が必必必必

ずしもずしもずしもずしも不不不不可欠ではな可欠ではな可欠ではな可欠ではないいいいと判断された業務にと判断された業務にと判断された業務にと判断された業務につつつついてはいてはいてはいては、、、、民営化後も民営化後も民営化後も民営化後も公公公公的援助なし的援助なし的援助なし的援助なしにににに

きちんきちんきちんきちんとととと収益が確保収益が確保収益が確保収益が確保でででできるかどうかというきるかどうかというきるかどうかというきるかどうかという判判判判断基準により断基準により断基準により断基準により、、、、廃止廃止廃止廃止かかかか存続存続存続存続（民営（民営（民営（民営化化化化））））

かを決かを決かを決かを決定定定定するするするする。。。。そのそのそのそのううううえでえでえでえで、、、、後者につい後者につい後者につい後者についててててはははは必必必必要に応じて別会社要に応じて別会社要に応じて別会社要に応じて別会社化化化化したうえでしたうえでしたうえでしたうえで（（（（当当当当

該該該該金金金金融融融融機機機機関関関関にににに公公公公的的的的金金金金融融融融業業業業務務務務がががが残残残残ららららなななないいいい場場場場合合合合ににににはははは別別別別会会会会社社社社化化化化すすすするるるる必必必必要要要要ななななしししし））））、、、、ここここれれれれにににに

企企企企業業業業価価価価値値値値をををを認認認認めめめめたたたた他他他他のののの民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関にににに同同同同業業業業務務務務をををを買買買買収収収収ささささせせせせるるるるとととといいいいうううう方方方方法法法法でででで行行行行わわわわれれれれ

た点がた点がた点がた点が特特特特徴的といえ徴的といえ徴的といえ徴的といえよよよようううう。。。。

                                                  
24 例えば、82年以降第二次銀行国有化を推進したミッテラン大統領は、再任後の 88年以降、銀
行国有化・民営化に関し「Ni－Ni 政策（Ni privatisation, Ni nouvelle nationalisation、民営化も新た
な国有化もいずれも行わない）」という基本スタンスを表明した。しかしながら、その他の社会
政策推進のために財政負担が増大していた当時の政権にとっては、公的金融機関を含めた国有企
業の民営化収入は極めて魅力的な存在であった。このため、ミッテラン政権は、「民営化
（privatisation）」という言葉自体は避けつつ、「資本の開放（ouverture du capital）」という言い方
により、実質的な民営化（ないし民有化）を推進していった。このように、フランスにおける国
有化および民営化の動きを把握するに当たっては、表面上の言葉に惑わされないように注意する
必要がある。
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──　──　──　──　ここここうした特徴うした特徴うした特徴うした特徴をををを示す具体的な民営化示す具体的な民営化示す具体的な民営化示す具体的な民営化事事事事例例例例としてとしてとしてとして、、、、既にみた既にみた既にみた既にみた地地地地方自治体向方自治体向方自治体向方自治体向けけけけ
金融を金融を金融を金融を行行行行っていた仏っていた仏っていた仏っていた仏地地地地方設備公庫方設備公庫方設備公庫方設備公庫（現在（現在（現在（現在のののの Dexia Crédit Local））））や、輸出金や、輸出金や、輸出金や、輸出金
融を行融を行融を行融を行っっっっていた仏貿ていた仏貿ていた仏貿ていた仏貿易易易易銀行銀行銀行銀行（現在（現在（現在（現在のののの Natexis Banques Populaires））））ののののケケケケースースースース
があるがあるがあるがある。。。。これらの事これらの事これらの事これらの事例例例例はははは、、、、経営危機に陥っ経営危機に陥っ経営危機に陥っ経営危機に陥ったたたた金融機関の救済金融機関の救済金融機関の救済金融機関の救済ののののたたたためめめめのののの民営化民営化民営化民営化
（例え（例え（例え（例えばばばば、仏不動産、仏不動産、仏不動産、仏不動産銀銀銀銀行行行行25<Crédit Foncier de France>やややや Crédit Lyonnais26のののの
例例例例））））ととととはははは異なり異なり異なり異なり、、、、そそそそももももそも収益力が高く経そも収益力が高く経そも収益力が高く経そも収益力が高く経営営営営が順調であった公的が順調であった公的が順調であった公的が順調であった公的金金金金融機関融機関融機関融機関でででで
あったあったあったあった点点点点が特徴的でが特徴的でが特徴的でが特徴的でああああるるるる（詳細については（詳細については（詳細については（詳細については別別別別添添添添 3、、、、4参参参参照照照照））））。。。。

────────　　　　ままままたたたた、、、、預金供預金供預金供預金供託託託託公庫公庫公庫公庫（（（（CDC））））の場の場の場の場合合合合ににににはははは、、、、公的関与が不可公的関与が不可公的関与が不可公的関与が不可欠欠欠欠と判断されたと判断されたと判断されたと判断された
一一一一部部部部業業業業務務務務ののののみみみみがががが、、、、引引引引続続続続きききき公公公公的的的的金金金金融融融融業業業業務務務務ととととししししてててて預預預預金金金金供供供供託託託託公公公公庫庫庫庫（（（（CDC））））本本本本体体体体にににに
残され残され残され残されるるるることとなっこととなっこととなっこととなったたたた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、その他のその他のその他のその他の民民民民営化すべきと判断さ営化すべきと判断さ営化すべきと判断さ営化すべきと判断されれれれた業務た業務た業務た業務部部部部
門につ門につ門につ門についいいいてはてはてはては、、、、本体本体本体本体かかかから分離ら分離ら分離ら分離・・・・子会社化す子会社化す子会社化す子会社化するるるるかたちでかたちでかたちでかたちで、、、、段段段段階階階階的的的的に民営化さに民営化さに民営化さに民営化されれれれ
たたたた（詳（詳（詳（詳細細細細についてはについてはについてはについては別別別別添１参照添１参照添１参照添１参照））））。。。。

○ このよこのよこのよこのよううううに、民営化に、民営化に、民営化に、民営化対対対対象象象象ととととなった公的金融なった公的金融なった公的金融なった公的金融機機機機関に関に関に関につつつついては、他のいては、他のいては、他のいては、他の民民民民間金融間金融間金融間金融機機機機関関関関

と統合と統合と統合と統合ささささせてせてせてせて、、、、両者両者両者両者ののののノウハウを生かしつノウハウを生かしつノウハウを生かしつノウハウを生かしつつつつつ相乗効果を指向する相乗効果を指向する相乗効果を指向する相乗効果を指向する格格格格好で民営化好で民営化好で民営化好で民営化がががが

行われ行われ行われ行われたたたた。。。。このためこのためこのためこのため、、、、民営化される公的金民営化される公的金民営化される公的金民営化される公的金融融融融機関の経営陣機関の経営陣機関の経営陣機関の経営陣・・・・従業従業従業従業員員員員のモラルはのモラルはのモラルはのモラルはむむむむ

しろ高しろ高しろ高しろ高ままままり、これり、これり、これり、これがががが民民民民営化営化営化営化がががが円滑に行われた一つの要因となって円滑に行われた一つの要因となって円滑に行われた一つの要因となって円滑に行われた一つの要因となっていいいいるるるる。。。。

────────　　　　具具具具体的には体的には体的には体的には、、、、民民民民営化営化営化営化に伴に伴に伴に伴いいいい、、、、①①①①従従従従来来来来かかかからららら行ってき行ってき行ってき行ってきたたたた公公公公的的的的金融業務のノウ金融業務のノウ金融業務のノウ金融業務のノウハハハハ
ウと買ウと買ウと買ウと買収収収収主体の有す主体の有す主体の有す主体の有するるるる民間金融のノウハウ民間金融のノウハウ民間金融のノウハウ民間金融のノウハウととととを合わせることによを合わせることによを合わせることによを合わせることによりりりり、、、、よりよりよりより高高高高
度な金度な金度な金度な金融融融融ニーズに対ニーズに対ニーズに対ニーズに対応応応応できるようになるこできるようになるこできるようになるこできるようになることととと、、、、②②②②従従従従業業業業員員員員にとっても新しいにとっても新しいにとっても新しいにとっても新しい金金金金
融手法融手法融手法融手法がががが習得でき習得でき習得でき習得でき自自自自ららららの市場価値が高まるの市場価値が高まるの市場価値が高まるの市場価値が高まるこここことととと、、、、③③③③民民民民営営営営化化化化により金融機関により金融機関により金融機関により金融機関のののの
収益力収益力収益力収益力がががが向上すれば向上すれば向上すれば向上すれば、、、、経営者経営者経営者経営者・・・・従業員とも従業員とも従業員とも従業員ともにににに報酬報酬報酬報酬がががが増増増増加加加加すすすするるるるこここことととと、、、、などなどなどなどがががが期期期期
待され待され待され待されたたたた格好格好格好格好。。。。

以　以　以　以　上上上上

                                                  
25 仏不動産銀行（Crédit Foncier de France）は、1852年に設立された不動産金融専門の公的金融
機関であったが、1980年代に発生したフランスにおける不動産バブルがその後崩壊したあおり
を受けて、経営危機に瀕した結果、政府主導の下で同行の救済が図られた。具体的には、1996
年に預金供託公庫（CDC）に買収された後、1999年には貯蓄金庫（Caisse d’Epargne）グループ
の傘下に入ることとなった。
26 Crédit Lyonnaisのケースは、極端に積極的な海外進出や過剰投資に加え、不動産バブル崩壊等
を背景に、90年代初に経営破綻の危機に瀕し、政府が救済に乗り出した。具体的には、まず国
有銀行という資本形態のまま数次に亘り財政資金を投入して危機を乗り越えた後、不良債権処理
等が一段落した 99年に至って、政府保有株式を市中金融機関に売却する格好で民営化（民有化）
された。
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（別添（別添（別添（別添１１１１））））

預金供預金供預金供預金供託託託託公庫公庫公庫公庫（（（（CDC））））の概の概の概の概要要要要

1. 沿　沿　沿　沿　革革革革

l 　預金　預金　預金　預金供供供供託公庫託公庫託公庫託公庫（（（（Caisse des Dépôts et Consignations、、、、以以以以下下下下 CDC））））はははは、、、、高い安全高い安全高い安全高い安全

性が必性が必性が必性が必要要要要とされる民とされる民とされる民とされる民間間間間の預金保護を目的との預金保護を目的との預金保護を目的との預金保護を目的とししししてててて 1816年年年年に設立された公的金融機に設立された公的金融機に設立された公的金融機に設立された公的金融機

関で関で関で関でああああるるるる。。。。CDC ググググルルルルーーーーププププででででは、は、は、は、郵郵郵郵便貯便貯便貯便貯金金金金やややや貯貯貯貯蓄蓄蓄蓄金金金金庫庫庫庫が全が全が全が全国国国国に張に張に張に張りりりり巡巡巡巡ららららせせせせたたたた支支支支店店店店

網を通網を通網を通網を通じじじじて集めた非て集めた非て集めた非て集めた非課課課課税貯蓄資金を原資と税貯蓄資金を原資と税貯蓄資金を原資と税貯蓄資金を原資とししししてててて、、、、公共の利益に資公共の利益に資公共の利益に資公共の利益に資すすすする公的金融る公的金融る公的金融る公的金融業業業業

務を担務を担務を担務を担っっっってきたほかてきたほかてきたほかてきたほか、、、、投資銀行業務や保険投資銀行業務や保険投資銀行業務や保険投資銀行業務や保険業業業業務といった民間金融務といった民間金融務といった民間金融務といった民間金融機機機機関と競争関関と競争関関と競争関関と競争関係係係係

にあにあにあにあるるるる分分分分野野野野ににににおけおけおけおけるるるる金金金金融融融融業務業務業務業務もももも行っ行っ行っ行っててててきたきたきたきた。。。。CDC はははは、主、主、主、主要要要要な政な政な政な政策策策策金金金金融融融融機機機機関関関関ととととしししし

てフラてフラてフラてフランンンンスの経済発スの経済発スの経済発スの経済発展展展展と金融システムの近と金融システムの近と金融システムの近と金融システムの近代代代代化に重要な役割を果化に重要な役割を果化に重要な役割を果化に重要な役割を果たたたたしてきたしてきたしてきたしてきた。。。。

2. 民間と民間と民間と民間と競競競競争関係にあ争関係にあ争関係にあ争関係にあるるるる金金金金融業務の分離融業務の分離融業務の分離融業務の分離・子・子・子・子会会会会社社社社化化化化

l 　　　　1980年代年代年代年代以以以以降降降降、、、、進進進進展に伴う汎欧州レベル展に伴う汎欧州レベル展に伴う汎欧州レベル展に伴う汎欧州レベルのののの競争法規制強化を背競争法規制強化を背競争法規制強化を背競争法規制強化を背景景景景にににに、、、、欧州連欧州連欧州連欧州連合合合合

加盟諸加盟諸加盟諸加盟諸国国国国においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、公的金融機関に対す公的金融機関に対す公的金融機関に対す公的金融機関に対するるるる優遇措置を削減し優遇措置を削減し優遇措置を削減し優遇措置を削減し、、、、公公公公的金融分野的金融分野的金融分野的金融分野とととと

民民民民間間間間金金金金融融融融分分分分野野野野をををを明明明明確確確確にににに区区区区分分分分すすすするるるる必必必必要要要要がががが生生生生じじじじたたたた（（（（詳詳詳詳細細細細はははは本本本本文文文文参参参参照照照照））））。。。。ままままたたたた、、、、民民民民間間間間金金金金

融機関融機関融機関融機関とととと競争的な関競争的な関競争的な関競争的な関係係係係にある金融業務におにある金融業務におにある金融業務におにある金融業務においいいいてててて、、、、民間金融機関と民間金融機関と民間金融機関と民間金融機関と同同同同一業務を行一業務を行一業務を行一業務を行っっっっ

ているているているているににににも関わらずも関わらずも関わらずも関わらず国国国国家援助を受けてい家援助を受けてい家援助を受けてい家援助を受けているるるる CDC がががが民業を圧迫して民業を圧迫して民業を圧迫して民業を圧迫していいいいるとの批判るとの批判るとの批判るとの批判

が高まが高まが高まが高まるるるるようになっようになっようになっようになったたたた。。。。

l 　こう　こう　こう　こうしししした事情を背た事情を背た事情を背た事情を背景景景景にににに、、、、CDCグループグループグループグループはははは、、、、1984年年年年かかかからららら 2001年年年年ににににかかかかけてけてけてけて、、、、民間民間民間民間

金融機金融機金融機金融機関関関関と競争関係と競争関係と競争関係と競争関係ににににある金融業務を段階ある金融業務を段階ある金融業務を段階ある金融業務を段階的的的的に分離に分離に分離に分離・子会社化し・子会社化し・子会社化し・子会社化してててていったいったいったいった。。。。

　具体　具体　具体　具体的的的的にはにはにはには、、、、1984年に地域開発金融部門年に地域開発金融部門年に地域開発金融部門年に地域開発金融部門ををををCDC本本本本体から分離体から分離体から分離体から分離・・・・子会社化子会社化子会社化子会社化（（（（Caisse

des Dépôts Développement<C3D>））））ししししたたたたほほほほかかかか、、、、85 年年年年ににににはははは企企企企業業業業向向向向けけけけ出出出出資資資資業業業業務務務務部部部部門門門門

（（（（CDC Participations））））をををを、、、、87年には資産年には資産年には資産年には資産運運運運用業務部門用業務部門用業務部門用業務部門（（（（CDC Asset Management））））

を、さを、さを、さを、さららららにににに 96年に年に年に年にはははは資本市場業務部門資本市場業務部門資本市場業務部門資本市場業務部門（（（（CDC Marchés））））を、それを、それを、それを、それぞぞぞぞれ分離れ分離れ分離れ分離・子・子・子・子

会社化会社化会社化会社化ししししたたたた。。。。

　この　この　この　この間間間間、、、、CDC 傘傘傘傘下下下下ににににあっあっあっあったたたた仏地仏地仏地仏地方方方方設設設設備備備備公公公公庫庫庫庫がががが行っ行っ行っ行ってててていいいいたたたた地方地方地方地方自自自自治治治治体体体体向向向向けけけけ金金金金融融融融

業務に業務に業務に業務につつつついていていていて、、、、87年年年年に設立されに設立されに設立されに設立されたたたた Crédit Local de France にににに移移移移管管管管・・・・民営化した。民営化した。民営化した。民営化した。

またまたまたまた、、、、CDC傘下の傘下の傘下の傘下の子子子子会社として個人向け会社として個人向け会社として個人向け会社として個人向け保保保保険険険険業務を行ってい業務を行ってい業務を行ってい業務を行っていたたたた Caisse Nationale

de Prévoyance（（（（CNP））））についについについについててててもももも、、、、92年年年年、、、、CNP Assurancesとととと改改改改称称称称して民営化して民営化して民営化して民営化ささささ

れたれたれたれた。。。。
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家援助家援助家援助家援助はははは前者のみに前者のみに前者のみに前者のみに付付付付与され、後者は民間与され、後者は民間与され、後者は民間与され、後者は民間金金金金融機関と全く同一の融機関と全く同一の融機関と全く同一の融機関と全く同一の競競競競争条件争条件争条件争条件））））。。。。

──　──　──　──　ななななおおおお、、、、2001年年年年 11月には、月には、月には、月には、CDC 本体本体本体本体とととと貯貯貯貯蓄金蓄金蓄金蓄金庫庫庫庫28（（（（Caisses d’Epargne 29））））
の合弁の合弁の合弁の合弁ににににより持株会より持株会より持株会より持株会社社社社ユーリアユーリアユーリアユーリア（（（（Eulia））））が設立されが設立されが設立されが設立され（出資比率（出資比率（出資比率（出資比率：：：：CDC 50.1%、、、、
仏貯蓄仏貯蓄仏貯蓄仏貯蓄金金金金庫庫庫庫 49.9%））））、、、、同持株会社の下同持株会社の下同持株会社の下同持株会社の下にににに CDC IXIS がががが行行行行う投資銀行う投資銀行う投資銀行う投資銀行業業業業務のほ務のほ務のほ務のほ
かかかか、、、、貯貯貯貯蓄蓄蓄蓄金庫の民間金庫の民間金庫の民間金庫の民間金金金金融業務部門融業務部門融業務部門融業務部門（リテー（リテー（リテー（リテールルルル、、、、不動産不動産不動産不動産、、、、保険保険保険保険））））をををを取取取取込むか込むか込むか込むかたたたた
ちで再ちで再ちで再ちで再編編編編成された成された成された成された。。。。同同同同再編成は再編成は再編成は再編成は、、、、国内に数国内に数国内に数国内に数多多多多くの支店を有する貯くの支店を有する貯くの支店を有する貯くの支店を有する貯蓄蓄蓄蓄金庫と金庫と金庫と金庫と事事事事
実上合実上合実上合実上合併併併併するするするする30ことにことにことにことによよよよりりりり、、、、両グループの民両グループの民両グループの民両グループの民間間間間金融業務における競金融業務における競金融業務における競金融業務における競争争争争力を力を力を力を高高高高
めるこめるこめるこめることとととを企図したを企図したを企図したを企図したもももものであるのであるのであるのである。。。。

3. 公的金公的金公的金公的金融融融融業務の概業務の概業務の概業務の概要要要要

l 　　　　CDCが現在行っが現在行っが現在行っが現在行ってててている公的金融業務はいる公的金融業務はいる公的金融業務はいる公的金融業務は、、、、以以以以下の４つである下の４つである下の４つである下の４つである。。。。

────────　　　　ここここれらの公的れらの公的れらの公的れらの公的金金金金融融融融業業業業務は務は務は務は、、、、政府の委政府の委政府の委政府の委託託託託をををを受けた公的業務と受けた公的業務と受けた公的業務と受けた公的業務とししししてててて、、、、法律の法律の法律の法律の定定定定
めに基めに基めに基めに基づづづづき明確に限き明確に限き明確に限き明確に限定定定定された範囲で行われされた範囲で行われされた範囲で行われされた範囲で行われてててているいるいるいる。。。。経理面でも経理面でも経理面でも経理面でも、、、、（（（（4））））をををを除除除除きききき、、、、
全て各全て各全て各全て各業業業業務毎に固有務毎に固有務毎に固有務毎に固有のののの特別勘定を用いてお特別勘定を用いてお特別勘定を用いてお特別勘定を用いておりりりり、、、、CDC ググググルルルループの連ープの連ープの連ープの連結結結結対象外対象外対象外対象外
となっとなっとなっとなってててているいるいるいる。。。。

（（（（1）貯）貯）貯）貯蓄蓄蓄蓄資金管理資金管理資金管理資金管理運運運運用用用用及び公共プロジェ及び公共プロジェ及び公共プロジェ及び公共プロジェククククトトトト向け長期融資業向け長期融資業向け長期融資業向け長期融資業務務務務

l 　　　　CDC はははは、、、、郵郵郵郵便便便便貯貯貯貯金金金金（（（（La Posteのののの金金金金融融融融ササササーーーービビビビスススス部部部部門門門門））））やややや仏仏仏仏貯貯貯貯蓄蓄蓄蓄金金金金庫庫庫庫（（（（Caisse

d’Epargne）が全国）が全国）が全国）が全国にににに張り巡らせた支店網張り巡らせた支店網張り巡らせた支店網張り巡らせた支店網をををを通じて集め通じて集め通じて集め通じて集めたたたた Livret A、、、、Livret B、、、、

産業振産業振産業振産業振興興興興口座口座口座口座（（（（Codevi））））、、、、庶民貯蓄口座庶民貯蓄口座庶民貯蓄口座庶民貯蓄口座（（（（LEP<Livret d’Epargne Populaire>））））とととと

いったいったいったいった非非非非課税貯蓄預課税貯蓄預課税貯蓄預課税貯蓄預金金金金をををを受受受受入れ、これを主入れ、これを主入れ、これを主入れ、これを主ととととしてしてしてして公公公公共プロジェク共プロジェク共プロジェク共プロジェクトトトトに対すに対すに対すに対するるるる長長長長

期融資期融資期融資期融資ととととして運用しして運用しして運用しして運用してててていいいいるるるる。このほか、余。このほか、余。このほか、余。このほか、余資資資資部分部分部分部分にににについては、流ついては、流ついては、流ついては、流動動動動性と収性と収性と収性と収益益益益性性性性

確保の確保の確保の確保のたたたため資本市場め資本市場め資本市場め資本市場（（（（国債が中心）で運用国債が中心）で運用国債が中心）で運用国債が中心）で運用ししししているているているている。。。。

l 　　　　CDCによるによるによるによる、、、、公公公公共共共共プロジェクト向け長プロジェクト向け長プロジェクト向け長プロジェクト向け長期期期期融融融融資の具体的な融資先資の具体的な融資先資の具体的な融資先資の具体的な融資先ととととしてはしてはしてはしては、、、、①①①①

低家賃低家賃低家賃低家賃公公公公共共共共賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅（（（（HLM 31）建）建）建）建設設設設業業業業者向け者向け者向け者向け融融融融資、②資、②資、②資、②都都都都市インフ市インフ市インフ市インフララララ整整整整備向備向備向備向けけけけ融融融融

                                                                                                                                                            
都市政策、起業、持続可能な成長等の諸分野において貢献することが期待されている。」
28 貯蓄金庫は、全国にネットワークを有する民間・非営利の組織であり、非課税貯蓄預金（Livret
A）の受入業務を行っている。CDCは貯蓄金庫に対し出資を行っているが（出資比率 35%）、同
金庫は CDCグループの連結対象外。
29 正確には、地方に多数存在する貯蓄金庫の中央統括機関である Centre National des Caisses
d’Epargne（CNCE）との合弁。
30 CDCｸﾞﾙｰﾌﾟ Lebégue総裁のスピーチによれば、「CDCは、定款により他者との合併が禁止され
ているため、合併形態を避けつつ実質的に合併と同じ経済効果が得られるような方法を模索した。
法律専門家の意見も参考にした結果、合弁による Eulia設立という結論に至った」と説明されて
いる。
31 Habitation à Loyer Modéré（低家賃賃貸住宅）の略。
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資、③資、③資、③資、③個個個個人向け住宅人向け住宅人向け住宅人向け住宅ロロロローーーーンンンン等がある等がある等がある等がある。。。。公共住宅建公共住宅建公共住宅建公共住宅建設設設設向け融資は、向け融資は、向け融資は、向け融資は、市市市市場金利場金利場金利場金利にににに比比比比

較して較して較して較して極極極極めて低金利めて低金利めて低金利めて低金利でででで、、、、貸出期間が超長期貸出期間が超長期貸出期間が超長期貸出期間が超長期（（（（期期期期間間間間 50年年年年等等等等））））である点である点である点である点にににに特特特特徴徴徴徴があがあがあがあ

るるるる。。。。

────────　　　　CDCによるによるによるによる貯貯貯貯蓄資金運用業務は蓄資金運用業務は蓄資金運用業務は蓄資金運用業務は、、、、仏仏仏仏政政政政府の完全な監督下に府の完全な監督下に府の完全な監督下に府の完全な監督下にあああありりりり、、、、毎年、毎年、毎年、毎年、
政府政府政府政府にににによよよよって示されって示されって示されって示されるるるる基本運用方針に沿う基本運用方針に沿う基本運用方針に沿う基本運用方針に沿う形形形形でででで、、、、対象資産等につ対象資産等につ対象資産等につ対象資産等についいいいて厳て厳て厳て厳格格格格
な制限な制限な制限な制限のののの下で運用業下で運用業下で運用業下で運用業務務務務が行われているが行われているが行われているが行われている。。。。

（（（（図表２図表２図表２図表２））））CDCがががが受受受受入入入入れれれれてててていいいいるるるる貯貯貯貯蓄蓄蓄蓄預預預預金金金金のののの内内内内訳訳訳訳（（（（2001年年年年末末末末））））

単位：億ﾕｰﾛ

Livret A、Livret B

庶民貯蓄口座(LEP)

Livret jeunes(若年層向け)

産業振興口座(CODEVI)

住宅貯蓄口座
Livret bleu

その他

1,088

422

9

70

253

138

10

合　計 1,990

（資料）CDC年報

（（（（図表３図表３図表３図表３））））CDCのののの公公公公的的的的金金金金融融融融部部部部門門門門（（（（貯貯貯貯蓄資蓄資蓄資蓄資金金金金運運運運用用用用勘勘勘勘定定定定））））のののの貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表表表表（（（（2001年年年年末末末末））））

単位：億ﾕｰﾛ
資　産 負　債

インターバンク放出          18
公的金融貸出              975
　うち都市インフラ整備向け   65
　うち賃貸住宅建設向け      748
　うちその他ローン          162
国　債                    635
一般債                    259
その他資産                 53

インターバンク借入        53
貯蓄資金               1,757
補助金                   15
引当金                   12
その他負債                4
銀行業務リスク準備金     25
内部留保                 74

資産計                  1,940 負債・資本計          1,940

（資料）CDC年報

（（（（2）供）供）供）供託託託託金等の管金等の管金等の管金等の管理理理理業業業業務務務務

l 　　　　CDCが伝統的にが伝統的にが伝統的にが伝統的に行行行行ってってってってききききた業務でありた業務でありた業務でありた業務であり、、、、供供供供託金および裁判所な託金および裁判所な託金および裁判所な託金および裁判所ないいいいし弁護士等し弁護士等し弁護士等し弁護士等
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のののの法法法法務業務業務業務業務務務務遂遂遂遂行行行行上上上上の目の目の目の目的的的的ののののたたたためめめめにににに預預預預けけけけらららられれれれたたたた口口口口座座座座のののの管管管管理理理理業業業業務務務務32やややや社社社社会会会会保保保保険険険険関関関関連連連連

の資金の資金の資金の資金管管管管理業務等を理業務等を理業務等を理業務等をそそそその内容とするの内容とするの内容とするの内容とする。。。。なおなおなおなお、、、、2000年年年年にはにはにはには、、、、従従従従来来来来 Crédit Agricole

とととと CDCの両者が行の両者が行の両者が行の両者が行っっっっていたていたていたていた、、、、公証人の顧公証人の顧公証人の顧公証人の顧客客客客勘定の管理業務が勘定の管理業務が勘定の管理業務が勘定の管理業務が、、、、CDCへへへへのののの委託委託委託委託

のみにのみにのみにのみに一一一一元化された元化された元化された元化された。。。。

（（（（3）公）公）公）公的的的的退職者年退職者年退職者年退職者年金金金金基基基基金の管理業金の管理業金の管理業金の管理業務務務務

l 　フラ　フラ　フラ　フランンンンスの公務員スの公務員スの公務員スの公務員年年年年金金金金制制制制度の適用を受け度の適用を受け度の適用を受け度の適用を受けなななない国い国い国い国家家家家職員及び地方職員及び地方職員及び地方職員及び地方自自自自治体職治体職治体職治体職員員員員をををを

対象と対象と対象と対象としししした大型の賦た大型の賦た大型の賦た大型の賦課課課課方方方方式式式式年金基金の管理年金基金の管理年金基金の管理年金基金の管理をををを行っ行っ行っ行ってててているいるいるいる（フラン（フラン（フラン（フランススススの退職の退職の退職の退職者者者者のののの

7 人人人人にににに 1人人人人が当年金が当年金が当年金が当年金をををを利用利用利用利用））））。また。また。また。また、、、、CDC はははは、年金基金の管理のみ、年金基金の管理のみ、年金基金の管理のみ、年金基金の管理のみなななならず、そらず、そらず、そらず、そ

れに付れに付れに付れに付随随随随する、融資する、融資する、融資する、融資やややや保険商品の取扱い、保険商品の取扱い、保険商品の取扱い、保険商品の取扱い、福福福福祉基金の管理等も行祉基金の管理等も行祉基金の管理等も行祉基金の管理等も行っっっっているているているている。。。。

（（（（4）公）公）公）公共共共共政策支援政策支援政策支援政策支援業業業業務務務務

l 　　　　CDCは政府は政府は政府は政府・・・・地地地地方方方方公共団体の公共政策公共団体の公共政策公共団体の公共政策公共団体の公共政策ののののううううちちちち、、、、民間ベースでは民間ベースでは民間ベースでは民間ベースでは採採採採算が取れな算が取れな算が取れな算が取れな

いよういよういよういようなななな案件に対し案件に対し案件に対し案件に対し、、、、融融融融資資資資をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする各各各各種公種公種公種公的的的的金融業務を行金融業務を行金融業務を行金融業務を行っっっっているているているている。。。。主主主主

なものなものなものなものはははは、①都市再、①都市再、①都市再、①都市再開開開開発発発発、、、、②中小企業育成②中小企業育成②中小企業育成②中小企業育成、、、、③地域振興③地域振興③地域振興③地域振興のののの 3333分分分分野野野野ででででああああるるるる。。。。ここここれれれれ

らの業らの業らの業らの業務務務務はははは CDC本本本本体体体体の貸借対照表上に反の貸借対照表上に反の貸借対照表上に反の貸借対照表上に反映映映映されているされているされているされている33333333。。。。

l 　この　この　この　このううううち地域振興ち地域振興ち地域振興ち地域振興分分分分野におい野におい野におい野においてててて CDCはははは、、、、公共事業プロジェ公共事業プロジェ公共事業プロジェ公共事業プロジェククククトトトトやややや交通輸送交通輸送交通輸送交通輸送、、、、

ココココミミミミュュュュニニニニテテテティィィィーーーーササササーーーービビビビススススのののの支支支支援援援援をををを行行行行うううう地地地地方方方方のののの第第第第 3 セセセセククククタタタターーーー(SEM< Sociétés

d’Economie Mixte >)約約約約 500社社社社を対象に、出を対象に、出を対象に、出を対象に、出資資資資や管理業務を行ってや管理業務を行ってや管理業務を行ってや管理業務を行っていいいいるるるる。。。。

4. 民間金民間金民間金民間金融融融融機関と競争機関と競争機関と競争機関と競争関関関関係係係係にある金融業務のにある金融業務のにある金融業務のにある金融業務の概概概概要要要要

l 　　　　CDCグループにグループにグループにグループにおおおおいいいいてててて行われている行われている行われている行われている民間民間民間民間金金金金融業務は融業務は融業務は融業務は、、、、①①①①Eulia傘傘傘傘下下下下ののののCDC    IXIS

によるによるによるによるホホホホールセールールセールールセールールセール・投資銀・投資銀・投資銀・投資銀行行行行業務業務業務業務、、、、②②②②C3D（（（（Caisse des Dépôts Développement））））

によるによるによるによる地地地地域開発域開発域開発域開発・イ・イ・イ・インンンンフラ整備事業フラ整備事業フラ整備事業フラ整備事業、、、、③③③③CNP Assurancesにににによよよよるるるる個個個個人人人人向向向向けけけけ保保保保険険険険業業業業

務、の務、の務、の務、の３３３３つつつつであるであるであるである。。。。

                                                  
32 例えば、裁判所で係争中の倒産企業の再建や解散に伴って生じる資金のやり取りの管理等に利
用される。
33 CDCの貸借対照表は子会社分も含めた連結ベースでした入手できないため、当業務の具体的
規模は不明。
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（（（（図表４図表４図表４図表４））））CDCググググルルルルーーーーププププのののの貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表表表表（（（（連連連連結結結結ベベベベーーーースススス、、、、2001年年年年末末末末））））

単位：億ﾕｰﾛ
資　産 負　債

インターバンク放出      1,058
顧客向け貸出              269
債券・株式                720
保険会社向け投資          530
長期保有株式・関連会社株式 36
固定資産                   47
その他資産                237

インターバンク借入    1,160
顧客預金等              480
債務証券                430
保険会社引当金          577
その他負債               83
引当金・準備金           17
劣後ローン               14
少数株主持分              7
資本・剰余金            129

資産計                  2,897 負債・資本計          2,897

（資料）CDC年報

（（（（1）投）投）投）投資資資資銀行業務銀行業務銀行業務銀行業務（（（（CDC IXIS 34））））

l 　　　　CDC IXIS にににによるよるよるよるホホホホールセールールセールールセールールセール・投資銀・投資銀・投資銀・投資銀行行行行業務は、①資本市場業務は、①資本市場業務は、①資本市場業務は、①資本市場業業業業務、②資務、②資務、②資務、②資産産産産

管理業管理業管理業管理業務務務務（不動産（不動産（不動産（不動産、、、、ベベベベンチャーキャピタルンチャーキャピタルンチャーキャピタルンチャーキャピタルをををを含む含む含む含む））））、、、、③商業銀行③商業銀行③商業銀行③商業銀行・・・・証証証証券保管業券保管業券保管業券保管業務務務務

の３つの３つの３つの３つにににに大別される大別される大別される大別される。。。。

────────　　　　資資資資本市場業務本市場業務本市場業務本市場業務にににについては、子会社ついては、子会社ついては、子会社ついては、子会社のののの CDC IXIS Capital Markets（（（（CDC

Marchésがががが改改改改称称称称））））がががが中中中中心となって海外現法心となって海外現法心となって海外現法心となって海外現法とととと連連連連携しつつ高格付を携しつつ高格付を携しつつ高格付を携しつつ高格付を活活活活かしたかしたかしたかした
市市市市場場場場業業業業務務務務をををを展展展展開開開開ししししてててていいいいるるるる。。。。ままままたたたた、、、、シシシシ････ロロロローーーーンンンン組成組成組成組成、、、、LBO・・・・不動不動不動不動産産産産金金金金融融融融等等等等のののの
ほか、ほか、ほか、ほか、アアアアセットファセットファセットファセットファイイイイナンスやプロジェクナンスやプロジェクナンスやプロジェクナンスやプロジェクトトトトフフフファイナンスにも注ァイナンスにも注ァイナンスにも注ァイナンスにも注力力力力。。。。

────────　　　　資資資資産管理運用産管理運用産管理運用産管理運用業業業業務においては務においては務においては務においては、、、、2000年年年年にににに米国の資産運用会米国の資産運用会米国の資産運用会米国の資産運用会社社社社 Nvestググググルルルル
ープをープをープをープを買買買買収し、国際収し、国際収し、国際収し、国際化化化化を一段と進めていを一段と進めていを一段と進めていを一段と進めているるるる。。。。

────────　　　　証証証証券保管業券保管業券保管業券保管業務務務務ににににおいては、欧おいては、欧おいては、欧おいては、欧州州州州各国各国各国各国のののの子会社を通子会社を通子会社を通子会社を通じじじじて欧州て欧州て欧州て欧州域域域域内で発内で発内で発内で発行行行行ささささ
れた証れた証れた証れた証券券券券の証券保管の証券保管の証券保管の証券保管ササササービスを展開していービスを展開していービスを展開していービスを展開しているるるる。。。。

（（（（2）個）個）個）個人人人人向け保険向け保険向け保険向け保険業業業業務務務務（（（（CNP Assurances））））

l 　　　　CNP Assurancesはははは、フ、フ、フ、フラララランス国内個人向ンス国内個人向ンス国内個人向ンス国内個人向けけけけ保険市場におい保険市場におい保険市場におい保険市場においてててて 18％％％％のののの市市市市場占場占場占場占

有有有有率率率率をををを有有有有しししし、、、、仏仏仏仏大大大大手手手手生生生生命命命命保保保保険険険険のののの一一一一角角角角をををを占占占占めめめめてててていいいいるるるる。。。。個個個個人人人人向向向向けけけけ保保保保険険険険商商商商品品品品はははは CDC

グルーグルーグルーグループプププの提携金融の提携金融の提携金融の提携金融機機機機関により販売されて関により販売されて関により販売されて関により販売されていいいいるるるる。。。。CNP Assurancesでででではははは海外展海外展海外展海外展開開開開

も積極も積極も積極も積極的的的的に行っておに行っておに行っておに行っておりりりり、、、、既既既既にイタリア、ポにイタリア、ポにイタリア、ポにイタリア、ポルルルルトガトガトガトガルルルル、英国、中国、英国、中国、英国、中国、英国、中国、、、、ブラジブラジブラジブラジルルルルにににに

                                                  
34 前述のとおり、2001年 11月以降 CDC IXISは、CDCの子会社 Euliaの子会社と位置付けら
れたため、CDCからみれば孫会社との位置付け。その傘下に、さらに従来 CDCが行っていた
CDC IXIS Capital markets（資本市場業務）、CDC Asset Management（資産管理運用業務）、
CDC Participation（出資業務）等の子会社が多数ぶら下がっている。
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進出し進出し進出し進出してててているいるいるいる。。。。

────────　　　　CNP Assurancesのののの前前前前身は身は身は身は、、、、1850～～～～60年年年年代代代代に設立された複数に設立された複数に設立された複数に設立された複数のののの国営損害国営損害国営損害国営損害
保険保険保険保険、、、、国国国国営営営営生生生生保保保保のののの業業業業務務務務をををを統統統統合合合合すすすするるるる形形形形でででで、、、、1959年年年年にににに預預預預金金金金供供供供託託託託公公公公庫庫庫庫（（（（CDC））））
の子会の子会の子会の子会社社社社として設立として設立として設立として設立さささされれれれたたたた Caisse Nationale de Prévoyance（（（（CNP））））でででであるあるあるある。。。。
87年に公年に公年に公年に公社社社社化され化され化され化されたたたた同社は、同社は、同社は、同社は、92年には民年には民年には民年には民営営営営化化化化さささされれれれ CNP Assuranceとととと改改改改称称称称
しししし、、、、98年年年年ににににはパリはパリはパリはパリ証証証証券取引所に上場した券取引所に上場した券取引所に上場した券取引所に上場した（（（（現現現現在在在在の主要株主はの主要株主はの主要株主はの主要株主は、、、、CDC<37%>、、、、
仏郵便仏郵便仏郵便仏郵便局局局局<18%>、貯、貯、貯、貯蓄蓄蓄蓄金庫金庫金庫金庫<18%>））））。。。。

（（（（3）地）地）地）地域域域域開発支援開発支援開発支援開発支援業業業業務務務務（（（（C3D））））

l 　　　　Caisse des Dépôts Développement（（（（C3D））））はははは業業業業務務務務分野毎分野毎分野毎分野毎にににに、、、、不不不不動産開発動産開発動産開発動産開発（（（（SCIC））））、、、、

レジャレジャレジャレジャーーーー･観光･観光･観光･観光（（（（Compagnie des Alpes））））、都、都、都、都市市市市交通交通交通交通・・・・運運運運輸輸輸輸（（（（Transdev））））、、、、地地地地域域域域イイイイ

ンフランフランフランフラ（（（（EGIS））））等等等等のののの専門子会社専門子会社専門子会社専門子会社をををを有有有有しししし、、、、ここここれれれれららららをををを通通通通じじじじたたたた技技技技術術術術支支支支援援援援・・・・経経経経営営営営支支支支援等援等援等援等

のののの形形形形でででで地地地地域開発域開発域開発域開発をサをサをサをサポポポポートしていートしていートしていートしているるるる。。。。ななななおおおお、、、、C3Dのののの売上高売上高売上高売上高のののの 25%ははははフフフフラララランス国ンス国ンス国ンス国

外での外での外での外での売売売売上となって上となって上となって上となっていいいいるるるる。。。。

5. 政府政府政府政府・・・・監監監監督当局との督当局との督当局との督当局との関関関関係係係係

l 　　　　CDC 本本本本体は体は体は体は銀銀銀銀行行行行法法法法上上上上のののの銀銀銀銀行に行に行に行に該該該該当し当し当し当しなななないいいいたたたためめめめ、、、、仏仏仏仏銀行銀行銀行銀行委委委委員会員会員会員会のののの監監監監督督督督はははは受受受受けけけけてててて

いないいないいないいない（（（（但し但し但し但し、、、、CDC IXIS 等の子会社は銀等の子会社は銀等の子会社は銀等の子会社は銀行行行行法上の銀行法上の銀行法上の銀行法上の銀行ととととししししてててて仏銀行委員会の監仏銀行委員会の監仏銀行委員会の監仏銀行委員会の監

督下に督下に督下に督下にああああるるるる））））。。。。CDC本本本本体は体は体は体は、、、、直接直接直接直接、、、、元老元老元老元老院院院院おおおおよび国民議会の監督よび国民議会の監督よび国民議会の監督よび国民議会の監督のののの下に置かれる下に置かれる下に置かれる下に置かれる

形とな形とな形とな形となっっっっているているているている35。。。。

────────　　　　CDC はははは、、、、議議議議会会会会、経、経、経、経済済済済財財財財政政政政省、省、省、省、会会会会計計計計検検検検査査査査院院院院等等等等のののの各各各各代表代表代表代表ややややフフフフラララランンンンスススス中中中中銀銀銀銀総総総総裁裁裁裁
によりによりによりにより構構構構成される監成される監成される監成される監査査査査委員委員委員委員会会会会36363636のののの監督の下で事業を行っている監督の下で事業を行っている監督の下で事業を行っている監督の下で事業を行っている。。。。監監監監査査査査委員委員委員委員会会会会
はははは CDCの経営に関の経営に関の経営に関の経営に関与与与与する広範な権限を与する広範な権限を与する広範な権限を与する広範な権限を与ええええられておりられておりられておりられており、、、、監査監査監査監査委委委委員員員員会会会会のメンのメンのメンのメン
バーはバーはバーはバーは必必必必要と認める要と認める要と認める要と認める場場場場合合合合、、、、財務状況財務状況財務状況財務状況、、、、財務財務財務財務諸諸諸諸表の管理表の管理表の管理表の管理、、、、業務執行業務執行業務執行業務執行のののの詳細に詳細に詳細に詳細につつつつ
いて報いて報いて報いて報告告告告を求めるこを求めるこを求めるこを求めることとととができるができるができるができる。。。。

────────　　　　監監監監査委員会は査委員会は査委員会は査委員会は、、、、通常国会の会期末に通常国会の会期末に通常国会の会期末に通常国会の会期末に議議議議会会会会に監査報告書を提に監査報告書を提に監査報告書を提に監査報告書を提出出出出することとすることとすることとすることとささささ
れていれていれていれているるるる。。。。同報告書同報告書同報告書同報告書ににににはははは、、、、監査委員会によ監査委員会によ監査委員会によ監査委員会によるるるる口頭試問の記録口頭試問の記録口頭試問の記録口頭試問の記録、、、、監監監監査査査査委員会委員会委員会委員会のののの

                                                  
35 これは、CDCの創設当時、業務の政府に対する独立性を維持するため、設立法上、「議会の監
督と保証の下に置く」という特殊な監督体制をとったもの（1816年 4月 28日法第 115条）。な
お、CDCの資本勘定は、その設立当初より内部留保と準備金のみによって構成されており、特
定の「株主」も存在しない。
36 監査委員会は、４人の議会議員、国庫局長、フランス銀行総裁、国務院・会計検査院の各代表
者、貯蓄金庫の監査委員長、パリ商工会議所会頭により構成される。監査委員会は月２回開催さ
れ、CDC総裁からの業務概要報告が行われる。なお、CDC総裁の任期は５年、再任は１回まで
可能である。
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決議内決議内決議内決議内容容容容、業務内容、業務内容、業務内容、業務内容にににについての監査委員会ついての監査委員会ついての監査委員会ついての監査委員会宛宛宛宛て報告等が含まれてて報告等が含まれてて報告等が含まれてて報告等が含まれていいいいるるるる。。。。

6. 公的資公的資公的資公的資金金金金援援援援助助助助

l 　　　　CDC ググググルールールーループプププがががが民民民民間間間間金金金金融融融融機関機関機関機関ととととしてしてしてして行行行行っっっってててていいいいるるるる業業業業務に務に務に務に関関関関してしてしてしてはははは、、、、一一一一切切切切補補補補助助助助金金金金

ないしないしないしないし税税税税制上の優遇制上の優遇制上の優遇制上の優遇措措措措置は存在しないほか置は存在しないほか置は存在しないほか置は存在しないほか、、、、他の通常の民間金融他の通常の民間金融他の通常の民間金融他の通常の民間金融機機機機関と全く同関と全く同関と全く同関と全く同様様様様

の条件の条件の条件の条件ににににより、法人より、法人より、法人より、法人税税税税に類似する課税に類似する課税に類似する課税に類似する課税37が行が行が行が行わわわわれているれているれているれている。。。。

l 　一方　一方　一方　一方、、、、CDCの行の行の行の行っっっっている公的金融業務ている公的金融業務ている公的金融業務ている公的金融業務ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、CDCがががが非課税貯蓄資金非課税貯蓄資金非課税貯蓄資金非課税貯蓄資金のののの

一元的一元的一元的一元的なななな受け皿であ受け皿であ受け皿であ受け皿であるるるるという資金調達面のという資金調達面のという資金調達面のという資金調達面の優優優優位性に加え位性に加え位性に加え位性に加え、、、、必要に必要に必要に必要に応応応応じ国家援助じ国家援助じ国家援助じ国家援助がががが

行われ行われ行われ行われてててているいるいるいる。。。。もっもっもっもっとととともももも、、、、この場合でこの場合でこの場合でこの場合でもももも国家援助が必要最小限に国家援助が必要最小限に国家援助が必要最小限に国家援助が必要最小限に止止止止まるようまるようまるようまるよう、、、、個個個個

別業務別業務別業務別業務毎毎毎毎に援助と業に援助と業に援助と業に援助と業務務務務の関係を明確化するの関係を明確化するの関係を明確化するの関係を明確化するよよよよう工夫されているう工夫されているう工夫されているう工夫されている。。。。

────────　　　　例例例例えばえばえばえば、、、、低家低家低家低家賃賃賃賃公共賃貸住宅の建設公共賃貸住宅の建設公共賃貸住宅の建設公共賃貸住宅の建設業業業業者者者者向け貸出に対する向け貸出に対する向け貸出に対する向け貸出に対する補補補補助金は助金は助金は助金は、、、、補補補補助助助助
金支給金支給金支給金支給段段段段階では階では階では階では、、、、ままままずずずず損益計算書中の未収損益計算書中の未収損益計算書中の未収損益計算書中の未収収収収収益項目に計上され益項目に計上され益項目に計上され益項目に計上され、、、、実実実実際に貸際に貸際に貸際に貸出出出出
利利利利回回回回りが貸りが貸りが貸りが貸出出出出のののの原原原原資であ資であ資であ資であるるるる貯貯貯貯蓄蓄蓄蓄預預預預金金金金にににに支支支支払払払払わわわわれれれれるるるる利利利利息息息息とととと比比比比較較較較ししししてててて逆逆逆逆鞘鞘鞘鞘にににになななな
った段った段った段った段階階階階で、それがで、それがで、それがで、それが取取取取崩される扱いとなっ崩される扱いとなっ崩される扱いとなっ崩される扱いとなってててているいるいるいる。。。。

以　以　以　以　上上上上

                                                  
37 正確には、CDC本体が民間金融業務部門について国庫に納付している金額の名目は、「法人
税」ではなく、「法人税代替納付金（contribution représentative de l’impôt sur société）」と呼ばれる。
もっとも、これは単に名目が異なるだけで、通常の民間企業が支払う法人税と、課税ベース、税
率等、実質的には何ら変わりない。
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（別添（別添（別添（別添２２２２））））

仏開発仏開発仏開発仏開発庁庁庁庁（（（（AfD））））のののの概概概概要要要要

1. 沿沿沿沿　　　　革革革革

l 　仏開　仏開　仏開　仏開発発発発庁庁庁庁（（（（Agence française de Développement、、、、以以以以下下下下 AfD））））はははは、フランスの海、フランスの海、フランスの海、フランスの海

外経済外経済外経済外経済援援援援助助助助（（（（ODA））））のののの執行業務を担う公的執行業務を担う公的執行業務を担う公的執行業務を担う公的金金金金融機関である。その融機関である。その融機関である。その融機関である。その起起起起源源源源はははは 1941年年年年

にドにドにドにド････ゴール大統領ゴール大統領ゴール大統領ゴール大統領ににににより設立されより設立されより設立されより設立されたたたた Caisse centrale de la France libreにににに遡遡遡遡るるるる。。。。同同同同

機機機機関関関関はははは、、、、数数数数次次次次にににに亘亘亘亘るるるる組組組組織織織織改改改改編編編編・・・・改改改改称称称称をををを経経経経たたたた後後後後、、、、92 年年年年にににに公公公公社社社社化化化化さささされれれれ、、、、仏仏仏仏開開開開発発発発公公公公庫庫庫庫

（（（（Caisse française de Développement））））とととと改改改改称称称称されたされたされたされた。。。。

l 　　　　98年に年に年に年にはははは、、、、それそれそれそれままままで複数の政府機関で複数の政府機関で複数の政府機関で複数の政府機関（開（開（開（開発発発発援助省、外務省、経援助省、外務省、経援助省、外務省、経援助省、外務省、経済済済済財政産業省財政産業省財政産業省財政産業省））））

に分散に分散に分散に分散ししししていたフラていたフラていたフラていたフランンンンスの海外開発援助業スの海外開発援助業スの海外開発援助業スの海外開発援助業務務務務がががが、、、、全て同庁に一元全て同庁に一元全て同庁に一元全て同庁に一元化化化化される格好される格好される格好される格好でででで

再再再再編編編編さささされれれれたたたた。。。。そそそそれれれれとととと同同同同時時時時にににに、、、、現現現現在在在在のののの名名名名称称称称ででででああああるるるる仏仏仏仏開開開開発発発発庁庁庁庁（（（（Agence française de

Développement））））にににに改改改改称された称された称された称された。。。。またまたまたまた、、、、2000年年年年にはにはにはには、、、、政令によ政令によ政令によ政令によりりりり AfD ががががここここののののようようようよう

に仏開に仏開に仏開に仏開発発発発援助の一元援助の一元援助の一元援助の一元的的的的執行機関である旨が執行機関である旨が執行機関である旨が執行機関である旨が法法法法文上も明確化された文上も明確化された文上も明確化された文上も明確化された。。。。

l 　　　　AfD の本部はパの本部はパの本部はパの本部はパリリリリ市市市市に所在し、アフリカに所在し、アフリカに所在し、アフリカに所在し、アフリカ諸諸諸諸国を中心とし国を中心とし国を中心とし国を中心としたたたた 44のののの海海海海外外外外支店網が支店網が支店網が支店網が

海外開海外開海外開海外開発発発発援助の対象援助の対象援助の対象援助の対象地地地地域をカバーしている域をカバーしている域をカバーしている域をカバーしている。。。。またまたまたまた、、、、AfD はははは、、、、開発援助に関わる多開発援助に関わる多開発援助に関わる多開発援助に関わる多

数の子数の子数の子数の子会会会会社社社社（民間開（民間開（民間開（民間開発発発発支援業務支援業務支援業務支援業務、、、、不動産業不動産業不動産業不動産業務務務務関連等関連等関連等関連等））））を有しておを有しておを有しておを有しておりりりり、、、、これら子これら子これら子これら子会会会会

社が援社が援社が援社が援助助助助業務の効率業務の効率業務の効率業務の効率的的的的な運営を支えているな運営を支えているな運営を支えているな運営を支えている。。。。

2. 政政政政府府府府・・・・監監監監督機関督機関督機関督機関ととととのののの関関関関係係係係

l 　　　　AfD 長官長官長官長官（（（（Director-general））））はははは、、、、経済財経済財経済財経済財政政政政産業大臣の推薦に基産業大臣の推薦に基産業大臣の推薦に基産業大臣の推薦に基づづづづきききき、、、、政令に政令に政令に政令によよよよ

り任命り任命り任命り任命さささされるれるれるれる。。。。

l 　　　　AfD は公企業体は公企業体は公企業体は公企業体ととととししししてその業務運営は会てその業務運営は会てその業務運営は会てその業務運営は会計計計計検査院の監督下にあ検査院の監督下にあ検査院の監督下にあ検査院の監督下にあるるるる。。。。またまたまたまた、、、、AfD

はははは、、、、銀銀銀銀行行行行法上法上法上法上「特殊「特殊「特殊「特殊金金金金融機関融機関融機関融機関」」」」と位置づけと位置づけと位置づけと位置づけらららられているためれているためれているためれているため、、、、同時同時同時同時にににに仏銀行委員仏銀行委員仏銀行委員仏銀行委員会会会会

の監督の監督の監督の監督下下下下にもあるにもあるにもあるにもある。。。。ここここのほかのほかのほかのほか、、、、グループ内グループ内グループ内グループ内にににに設けられた監査委員設けられた監査委員設けられた監査委員設けられた監査委員会会会会にはにはにはには、、、、AfD のののの

業務運業務運業務運業務運営営営営が関連法規が関連法規が関連法規が関連法規をををを遵守しているか否か遵守しているか否か遵守しているか否か遵守しているか否か、、、、その業務内容が公的その業務内容が公的その業務内容が公的その業務内容が公的使使使使命に合致し命に合致し命に合致し命に合致してててて

いるかいるかいるかいるか否否否否かをチェッかをチェッかをチェッかをチェッククククするため、政府委員するため、政府委員するため、政府委員するため、政府委員一一一一名がメンバーとなっ名がメンバーとなっ名がメンバーとなっ名がメンバーとなってててているいるいるいる。。。。
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3. AfD本本本本体の業務の体の業務の体の業務の体の業務の概概概概要要要要

l 　　　　AfD が行う海外が行う海外が行う海外が行う海外経経経経済済済済援助は援助は援助は援助は、、、、発展途上国発展途上国発展途上国発展途上国おおおおよび仏海外県よび仏海外県よび仏海外県よび仏海外県・・・・領土領土領土領土（（（（DOM-TOM 38383838））））

におけにおけにおけにおけるるるる、、、、①生産性①生産性①生産性①生産性向向向向上のための投資上のための投資上のための投資上のための投資、、、、②②②②生生生生活基礎インフラの整活基礎インフラの整活基礎インフラの整活基礎インフラの整備備備備、、、、③地方③地方③地方③地方・・・・都都都都

市開発市開発市開発市開発、、、、④環境保護④環境保護④環境保護④環境保護、、、、⑤貧困の解消⑤貧困の解消⑤貧困の解消⑤貧困の解消、、、、⑥男⑥男⑥男⑥男女女女女差別差別差別差別・・・・不均衡の解消不均衡の解消不均衡の解消不均衡の解消、、、、の６つを重の６つを重の６つを重の６つを重点点点点

分野と分野と分野と分野とししししておりておりておりており、、、、ととととくくくくに経済成長支援と貧に経済成長支援と貧に経済成長支援と貧に経済成長支援と貧困困困困の解消を二大政策目の解消を二大政策目の解消を二大政策目の解消を二大政策目標標標標として掲げとして掲げとして掲げとして掲げてててて

いるいるいるいる。。。。

l 　　　　AfD のののの主主主主要要要要業業業業務務務務はははは、、、、AfD のののの自自自自己己己己勘勘勘勘定定定定にににによよよよるるるる①①①①発発発発展展展展途途途途上上上上国国国国向向向向けけけけ支支支支援援援援、、、、②②②②仏仏仏仏海海海海外外外外

県県県県・・・・海海海海外外外外領土向け支領土向け支領土向け支領土向け支援援援援、、、、および③仏政府予および③仏政府予および③仏政府予および③仏政府予算算算算による海外経済援助による海外経済援助による海外経済援助による海外経済援助のののの代理執行業代理執行業代理執行業代理執行業務務務務

の３つの３つの３つの３つにににに大別される大別される大別される大別される。。。。

（参考（参考（参考（参考））））AfD ググググループループループループのののの主主主主要要要要な融資な融資な融資な融資・出資等残・出資等残・出資等残・出資等残高高高高

単位単位単位単位：百：百：百：百万万万万ﾕﾕﾕﾕｰーーーﾛﾛﾛﾛ
融資融資融資融資・出・出・出・出資資資資 残残残残高高高高

海外海外海外海外（仏海外県（仏海外県（仏海外県（仏海外県・領土・領土・領土・領土以以以以外外外外）向）向）向）向けけけけ 743
ううううちちちちﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾛｼﾛｼﾛｼﾛｼﾞ゙゙゙ｪｪｪｪｸﾄ支ｸﾄ支ｸﾄ支ｸﾄ支援援援援 705
ううううちちちち構造調整貸構造調整貸構造調整貸構造調整貸出出出出 20
ううううちちちち出出出出資資資資 11
ううううちちちち保保保保証証証証 7

仏海外県向仏海外県向仏海外県向仏海外県向けけけけ 358
ううううちちちち非金融機関向け貸非金融機関向け貸非金融機関向け貸非金融機関向け貸出出出出････出出出出資資資資 167
ううううちちちち金融機関向け貸金融機関向け貸金融機関向け貸金融機関向け貸出出出出 191

仏海外領土向仏海外領土向仏海外領土向仏海外領土向けけけけ 139
ううううちちちち非金融機関向け貸非金融機関向け貸非金融機関向け貸非金融機関向け貸出出出出････出出出出資資資資 72
ううううちちちち金融機関向け貸金融機関向け貸金融機関向け貸金融機関向け貸出出出出 67

（出所（出所（出所（出所））））AfD 年報年報年報年報

（（（（1）発）発）発）発展展展展途上国向途上国向途上国向途上国向けけけけ支支支支援援援援

l 　開発　開発　開発　開発援援援援助対象優先助対象優先助対象優先助対象優先地地地地域域域域（（（（ZSP39）と定義さ）と定義さ）と定義さ）と定義されれれれた発展途た発展途た発展途た発展途上上上上 61かかかか国国国国向けの経済支向けの経済支向けの経済支向けの経済支

援業務援業務援業務援業務でででであり、従来あり、従来あり、従来あり、従来はははは開発援助省が行って開発援助省が行って開発援助省が行って開発援助省が行ってききききた業務た業務た業務た業務をををを 1998年年年年にににに AfD がががが引引引引継継継継いいいい

だだだだ。。。。

l 　同経　同経　同経　同経済済済済支援は支援は支援は支援は、、、、①①①①ププププロジェクト支援向けロジェクト支援向けロジェクト支援向けロジェクト支援向け（（（（l’Aide Projet））））とととと、、、、②②②②構構構構造調整向け造調整向け造調整向け造調整向け

（（（（l’Ajustement Structurel））））の２つの形態の２つの形態の２つの形態の２つの形態ががががあああありりりり、、、、前者が大宗を占前者が大宗を占前者が大宗を占前者が大宗を占めめめめているているているている（上（上（上（上

                                                  
38 各々、Département français d’Outre-Mer（海外県）、Territoire français d’Outre-Mer（海外領土）の
略。
39 Zone de Solidarité Prioritaireの略。



29

表参照表参照表参照表参照））））。。。。最近のプ最近のプ最近のプ最近のプロロロロジェクト支援向けにジェクト支援向けにジェクト支援向けにジェクト支援向けにおおおおいてはいてはいてはいては、、、、とくにとくにとくにとくに、、、、環境環境環境環境保保保保護護護護、、、、生活生活生活生活基基基基

盤イン盤イン盤イン盤インフフフフララララ、、、、経済･経済･経済･経済･金金金金融の安定均衡融の安定均衡融の安定均衡融の安定均衡、、、、経済経済経済経済とととと社会の安定等に関連す社会の安定等に関連す社会の安定等に関連す社会の安定等に関連するるるる案件を中案件を中案件を中案件を中心心心心

としてとしてとしてとしていいいいるるるる。。。。またまたまたまた、、、、構構構構造調整向け支援は造調整向け支援は造調整向け支援は造調整向け支援は、、、、上上上上記発展途記発展途記発展途記発展途上上上上 61かかかか国国国国の中でもさらの中でもさらの中でもさらの中でもさらにににに

最貧国最貧国最貧国最貧国とととと認定された認定された認定された認定された国国国国へへへへのののの補助金や貸出を補助金や貸出を補助金や貸出を補助金や貸出を行行行行うもうもうもうものののので、支援実行で、支援実行で、支援実行で、支援実行はははは政府が政府が政府が政府が決決決決定定定定

し、支し、支し、支し、支援援援援実施の具体実施の具体実施の具体実施の具体的的的的手続きについては、手続きについては、手続きについては、手続きについては、経経経経済財政産業省、外務済財政産業省、外務済財政産業省、外務済財政産業省、外務省省省省、、、、AfD がががが共共共共

同で協同で協同で協同で協議議議議のうえ決定のうえ決定のうえ決定のうえ決定すすすすることになっていることになっていることになっていることになっているるるる。。。。

（（（（2）仏）仏）仏）仏海海海海外県外県外県外県・海・海・海・海外外外外領領領領土向け支土向け支土向け支土向け支援援援援

l 　　　　AfD が創設以来が創設以来が創設以来が創設以来行行行行っっっっている、フランス固ている、フランス固ている、フランス固ている、フランス固有有有有の海外県の海外県の海外県の海外県・海外領土・海外領土・海外領土・海外領土向向向向け支援であけ支援であけ支援であけ支援であ

りりりり、、、、AfD の融資等の融資等の融資等の融資等残残残残高高高高全体のおよそ４割を全体のおよそ４割を全体のおよそ４割を全体のおよそ４割を占占占占めている。同業務にめている。同業務にめている。同業務にめている。同業務にはははは、①地方公、①地方公、①地方公、①地方公

共団体共団体共団体共団体向向向向け金融、②け金融、②け金融、②け金融、②企企企企業業業業向向向向け与信、③住宅け与信、③住宅け与信、③住宅け与信、③住宅関関関関連イ連イ連イ連インンンンフラ整備支援フラ整備支援フラ整備支援フラ整備支援、、、、の３分の３分の３分の３分野野野野がががが

あるあるあるある。。。。

──　──　──　──　地地地地方公共団方公共団方公共団方公共団体体体体向向向向け金融についけ金融についけ金融についけ金融についてててては、は、は、は、地地地地方公共団体方公共団体方公共団体方公共団体自自自自身のほ身のほ身のほ身のほかかかか、開発、開発、開発、開発公公公公共共共共
機関向機関向機関向機関向けけけけや第３セクや第３セクや第３セクや第３セクタタタター向け金融支援も含ー向け金融支援も含ー向け金融支援も含ー向け金融支援も含ままままれれれれるるるる。。。。またまたまたまた、、、、財務コ財務コ財務コ財務コンンンンサルサルサルサルテテテテ
ィングィングィングィングやややや投資計画の投資計画の投資計画の投資計画の策策策策定等のサービスも行定等のサービスも行定等のサービスも行定等のサービスも行っっっってててているいるいるいる。。。。

──　──　──　──　企企企企業向け与業向け与業向け与業向け与信信信信にににについては、海ついては、海ついては、海ついては、海外外外外県向県向県向県向けけけけの場合にはの場合にはの場合にはの場合には海海海海外県の外県の外県の外県の傘傘傘傘下にあ下にあ下にあ下にあるるるる公公公公
的的的的フフフファァァァイイイイナナナナンンンンスススス会会会会社社社社（（（（SDC40））））をををを経経経経由由由由ししししてててて行行行行わわわわれれれれるるるる一一一一方方方方、、、、海海海海外外外外領領領領土土土土向向向向けけけけのののの
場合に場合に場合に場合にはははは AfD のののの金金金金融融融融子会社を経由して行わ子会社を経由して行わ子会社を経由して行わ子会社を経由して行われれれれるるるる場合が多い場合が多い場合が多い場合が多い。。。。

──　──　──　──　住住住住宅関連イン宅関連イン宅関連イン宅関連インフフフフラ整備支援についてラ整備支援についてラ整備支援についてラ整備支援についてはははは、、、、AfD がががが出出出出資してい資してい資してい資しているるるる不動産不動産不動産不動産・建・建・建・建
設会社設会社設会社設会社やややや AfD のののの金金金金融融融融子会社を通じて子会社を通じて子会社を通じて子会社を通じて、、、、建設建設建設建設事事事事業業業業支援や金融支援を支援や金融支援を支援や金融支援を支援や金融支援を実実実実施して施して施して施して
いるいるいるいる。。。。

l 　また　また　また　また、、、、AfD ではではではでは、、、、他他他他の金融機関の仏海外の金融機関の仏海外の金融機関の仏海外の金融機関の仏海外県県県県・海外領土向け業務・海外領土向け業務・海外領土向け業務・海外領土向け業務（（（（仏不動産銀仏不動産銀仏不動産銀仏不動産銀

行行行行<Credit Foncier de France>ののののポポポポーーーートトトトフフフフォォォォリリリリオオオオ管管管管理理理理やややや、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業開開開開発発発発銀銀銀銀行行行行

<BDPME>のののの中中中中小小小小企企企企業業業業金融等）の一部を代金融等）の一部を代金融等）の一部を代金融等）の一部を代行行行行する場合もあるする場合もあるする場合もあるする場合もある。。。。

（（（（3）仏）仏）仏）仏政政政政府予算に府予算に府予算に府予算によよよよるるるる海外経済援助の代海外経済援助の代海外経済援助の代海外経済援助の代理理理理執執執執行行行行

l 　　　　AfD はははは、、、、外務省外務省外務省外務省のののの委委委委託により託により託により託により、、、、開発援助開発援助開発援助開発援助対対対対象優先地域象優先地域象優先地域象優先地域（（（（ZSP41））））各各各各国国国国間の経済間の経済間の経済間の経済

協力プ協力プ協力プ協力プロロロロジェクトやジェクトやジェクトやジェクトや、、、、そそそそのののの他フランスが関他フランスが関他フランスが関他フランスが関わわわわる地る地る地る地域域域域別別別別・業種別公・業種別公・業種別公・業種別公共共共共投資の投資の投資の投資の執執執執行行行行

業業業業務務務務をおをおをおをおここここななななっっっってててていいいいるるるる42。。。。ままままたたたた、、、、投投投投資資資資案案案案件件件件のののの実実実実施施施施可可可可否否否否調調調調査査査査研研研研究究究究基基基基金の金の金の金の運運運運営営営営やややや、、、、

                                                  
40 Sociétés Départementales de Créditの略。
41 Zone de Solidarité Prioritaireの略。
42 AfD は、その傘下に建設会社・不動産会社等の子会社も有し、単に海外経済援助の金融面の業
務を行うのみならず、その執行（工事等）にも直接関与することがある。
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外務省外務省外務省外務省がががが実施する直実施する直実施する直実施する直接接接接貸貸貸貸出出出出に関する与信管に関する与信管に関する与信管に関する与信管理理理理業務業務業務業務等等等等を行っているを行っているを行っているを行っているほほほほか、仏か、仏か、仏か、仏地地地地球球球球

環境基環境基環境基環境基金金金金（（（（FFEM 43））））のののの管理運営も担ってい管理運営も担ってい管理運営も担ってい管理運営も担っているるるる。。。。

　この　この　この　このほほほほかかかか、、、、AfD はははは、、、、経済財政産業省が行経済財政産業省が行経済財政産業省が行経済財政産業省が行うううう開発プロジェクトに開発プロジェクトに開発プロジェクトに開発プロジェクトに対対対対する融資やする融資やする融資やする融資や

無償援無償援無償援無償援助助助助の管理運営の管理運営の管理運営の管理運営業業業業務も担ってい務も担ってい務も担ってい務も担っているるるる

l 　また　また　また　また、、、、AfD はははは、、、、1988年以降は年以降は年以降は年以降は、、、、国際通貨国際通貨国際通貨国際通貨基基基基金金金金（（（（IMF））））が行ってが行ってが行ってが行っていいいいる構造調整る構造調整る構造調整る構造調整

プロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクト（貧困（貧困（貧困（貧困削削削削減減減減・・・・経済成長プログ経済成長プログ経済成長プログ経済成長プログララララム等ム等ム等ム等））））に対しても資に対しても資に対しても資に対しても資金金金金援助を援助を援助を援助を実実実実施施施施

していしていしていしているるるる。。。。

4. 主主主主要子要子要子要子会会会会社の業社の業社の業社の業務務務務概概概概要要要要

（（（（1））））Proparco44

l 　民間　民間　民間　民間部部部部門向けのリ門向けのリ門向けのリ門向けのリススススクキャピタル業務にクキャピタル業務にクキャピタル業務にクキャピタル業務に特特特特化した子会社として化した子会社として化した子会社として化した子会社として、、、、1977年年年年にににに設設設設

立され立され立され立されたたたた。。。。90年に年に年に年にはははは銀行法上の銀行法上の銀行法上の銀行法上の「金融会社「金融会社「金融会社「金融会社」」」」に改組されに改組されに改組されに改組され、、、、現在で現在で現在で現在ではははは資本資本資本資本のののの 68.2%

をををを AfD が出資しが出資しが出資しが出資してててていいいいるるるる（残り（残り（残り（残りのののの 31.8%は金融機関は金融機関は金融機関は金融機関、、、、国際開発金融国際開発金融国際開発金融国際開発金融機機機機関関関関、、、、事業事業事業事業会会会会

社等が社等が社等が社等が保保保保有有有有））））。。。。

l 　　　　Proparcoはははは、、、、AfD グループが行っていグループが行っていグループが行っていグループが行っているるるる民民民民間部門向け開発支援間部門向け開発支援間部門向け開発支援間部門向け開発支援のののの様々な業務様々な業務様々な業務様々な業務

に関わに関わに関わに関わっっっっており、出ており、出ており、出ており、出資資資資、、、、中中中中長期融資、保証長期融資、保証長期融資、保証長期融資、保証ののののほかほかほかほか幅幅幅幅広い海外経済広い海外経済広い海外経済広い海外経済支支支支援関連援関連援関連援関連業業業業務務務務

を行っを行っを行っを行ってててているいるいるいる。。。。

──　──　──　──　具具具具体的には体的には体的には体的には、、、、発発発発展途上国にお展途上国にお展途上国にお展途上国におけけけけるスるスるスるスタタタタートアップートアップートアップートアップ企企企企業支援業支援業支援業支援、、、、金融市金融市金融市金融市場場場場整整整整
備、地備、地備、地備、地域域域域別別別別・業種別・業種別・業種別・業種別基基基基金への出資、現地通金への出資、現地通金への出資、現地通金への出資、現地通貨貨貨貨にににによる借入保証業務よる借入保証業務よる借入保証業務よる借入保証業務、、、、等等等等。。。。

（（（（2））））CEFEB（（（（Centre d’Etudes Financiers, Economiques et Bancaires））））

l 　海外　海外　海外　海外開開開開発援助の一発援助の一発援助の一発援助の一環環環環としての研修機関ととしての研修機関ととしての研修機関ととしての研修機関とししししてててて 1963年年年年に設立されに設立されに設立されに設立され、、、、支援対象支援対象支援対象支援対象国国国国

の金融の金融の金融の金融機機機機関の幹部等関の幹部等関の幹部等関の幹部等向向向向けに研修けに研修けに研修けに研修・技術移転・技術移転・技術移転・技術移転業業業業務を行っている務を行っている務を行っている務を行っている。。。。

以　以　以　以　上上上上

                                                  
43 Fonds Français pour l’Environnement Mondialの略。
44 Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economiqueの略。
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（別添（別添（別添（別添３３３３））））

フランフランフランフランススススにおける公における公における公における公的的的的金金金金融機関の民営化事融機関の民営化事融機関の民営化事融機関の民営化事例例例例（（（（その１その１その１その１：地方自治：地方自治：地方自治：地方自治体体体体向向向向け金融け金融け金融け金融））））

────────　仏地　仏地　仏地　仏地方方方方設備公設備公設備公設備公庫庫庫庫のののの民民民民営営営営化化化化によによによによるるるる Dexia ｸﾞﾙｸﾞﾙｸﾞﾙｸﾞﾙｰーーーﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟの誕の誕の誕の誕生生生生

（仏地（仏地（仏地（仏地方方方方設備公庫に設備公庫に設備公庫に設備公庫につつつついいいいてててて））））

l 　　　　仏地仏地仏地仏地方方方方設備公庫設備公庫設備公庫設備公庫（（（（Caisse d’Aide à l’Equipement des Collectivités Locales、、、、以以以以下下下下

CAECL）は）は）は）は、、、、1966年年年年にににに、、、、当時の部門別当時の部門別当時の部門別当時の部門別産産産産業業業業振興政策の下振興政策の下振興政策の下振興政策の下でででで、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体向向向向けけけけ

金融を金融を金融を金融を行行行行う専門う専門う専門う専門機機機機関関関関ととととして設立さして設立さして設立さして設立されれれれたたたた。。。。CAECL はははは内内内内務省務省務省務省とととと経済経済経済経済財財財財政省の政省の政省の政省の傘傘傘傘下下下下

にあるにあるにあるにある公公公公的金融機関的金融機関的金融機関的金融機関とととと位置付けられ位置付けられ位置付けられ位置付けられ、、、、そのそのそのその経経経経営は預金供託公庫営は預金供託公庫営は預金供託公庫営は預金供託公庫（（（（CDC））））にににに委委委委託託託託

されてされてされてされていいいいたたたた。。。。

────────　　　　CAECL はははは、、、、金金金金融市場にお融市場にお融市場にお融市場におけけけける債券る債券る債券る債券発発発発行行行行やややや内外金融機内外金融機内外金融機内外金融機関関関関かかかかららららの借入の借入の借入の借入れれれれにににに
より資より資より資より資金金金金調達を行う調達を行う調達を行う調達を行うこここことが認められていたとが認められていたとが認められていたとが認められていたほほほほかかかか、、、、国の財政当局に国の財政当局に国の財政当局に国の財政当局に預預預預託す託す託す託するるるる
義義義義務務務務ののののなななないいいい地地地地方方方方自自自自治治治治体体体体のののの経経経経常常常常資資資資金金金金全全全全体体体体のののの４４４４分分分分のののの１１１１にににに当当当当るるるる資資資資金金金金のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿とととと
なってなってなってなっていいいいたたたた。。。。この原この原この原この原資資資資を利用しを利用しを利用しを利用してててて CAECL はははは、、、、地地地地方公的部門向け方公的部門向け方公的部門向け方公的部門向け業業業業務につ務につ務につ務につ
いてはいてはいてはいては、、、、預金供託公預金供託公預金供託公預金供託公庫庫庫庫と貯蓄金庫に次ぐ貸と貯蓄金庫に次ぐ貸と貯蓄金庫に次ぐ貸と貯蓄金庫に次ぐ貸出出出出資資資資産規模を有してい産規模を有してい産規模を有してい産規模を有していたたたた。。。。

l 　もっ　もっ　もっ　もっとととともももも、、、、CAECL がががが次第に業容拡大次第に業容拡大次第に業容拡大次第に業容拡大・・・・多多多多角化を図って角化を図って角化を図って角化を図っていいいいくにくにくにくにああああたってたってたってたってはははは、、、、

CAECL に適用に適用に適用に適用さささされれれれるるるる公公公公的管理会計規則的管理会計規則的管理会計規則的管理会計規則がががが同同同同行の業務の自行の業務の自行の業務の自行の業務の自由由由由度を度を度を度を大大大大きく制きく制きく制きく制約約約約しししし

ていたていたていたていた。。。。このたこのたこのたこのためめめめ、、、、CAECL の法律形態の法律形態の法律形態の法律形態のののの見見見見直し、すなわ直し、すなわ直し、すなわ直し、すなわちちちち私法私法私法私法上上上上の株式の株式の株式の株式会会会会社社社社

化化化化（民（民（民（民営営営営化）が検討化）が検討化）が検討化）が検討さささされるに至ったれるに至ったれるに至ったれるに至った。。。。

（（（（Crédit Local de Franceにににについてついてついてついて））））

l 　　　　CAECL の地の地の地の地方方方方自自自自治治治治体向け貸出業務は体向け貸出業務は体向け貸出業務は体向け貸出業務は、、、、1987年年年年、、、、新たに設立さ新たに設立さ新たに設立さ新たに設立されれれれた私法上のた私法上のた私法上のた私法上の

金融機金融機金融機金融機関関関関 Crédit Local de France（（（（以以以以下下下下 CLF））））にににに全資産全資産全資産全資産・・・・業務を承業務を承業務を承業務を承継継継継する格好でする格好でする格好でする格好で、、、、

民営化民営化民営化民営化さささされたれたれたれた。。。。

────────　　　　ななななおおおお、、、、CAECL の民営化の民営化の民営化の民営化・・・・CLF のののの設設設設立立立立に当たっては、民営に当たっては、民営に当たっては、民営に当たっては、民営化化化化法法法法（（（（86年年年年））））
の適用の適用の適用の適用にににによりよりよりより、、、、政府政府政府政府保保保保有分の株式が有分の株式が有分の株式が有分の株式が「資本「資本「資本「資本開開開開放放放放」」」」の形で一般に売の形で一般に売の形で一般に売の形で一般に売却却却却されされされされたたたた
（（（（87年年年年 11月の通達月の通達月の通達月の通達ににににより公示より公示より公示より公示））））。。。。株式売却株式売却株式売却株式売却はははは、、、、財政当局主導によ財政当局主導によ財政当局主導によ財政当局主導によるるるる相対ベ相対ベ相対ベ相対ベ
ースのースのースのースの入入入入札手続によ札手続によ札手続によ札手続によりりりり、選出され、選出され、選出され、選出されたたたた 31の投の投の投の投資資資資家家家家（（（（Société Général, Crédit

Lyonnais, 貯貯貯貯蓄蓄蓄蓄金金金金庫庫庫庫、、、、AGF、、、、UAP、、、、Crédit National, Crédit communal de

Belgique等等等等））））に対しに対しに対しに対し行行行行われわれわれわれ、、、、これら投資家これら投資家これら投資家これら投資家にににによよよより資本り資本り資本り資本のののの 27.5％％％％がががが保有され保有され保有され保有され
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ることることることることととととなったなったなったなった。。。。

────────　　　　CLF はははは、、、、民民民民営営営営化に伴い貸出先に対す化に伴い貸出先に対す化に伴い貸出先に対す化に伴い貸出先に対するるるる制約がなくなり制約がなくなり制約がなくなり制約がなくなり、、、、一一一一般般般般企業向け企業向け企業向け企業向けにににに
直直直直接接接接貸貸貸貸出出出出をををを実実実実行行行行ししししたたたたりりりり、、、、外外外外国国国国にににに所所所所在在在在すすすするるるる同同同同様様様様のののの地地地地方方方方自自自自治治治治体体体体向向向向けけけけ金金金金融融融融機機機機関関関関
（（（（Crédit municipal de Belgique等）と取引等）と取引等）と取引等）と取引をををを行行行行うことが認められうことが認められうことが認められうことが認められるるるることとこととこととことと
なったなったなったなった。。。。

l 　　　　87年の年の年の年の民民民民営化に営化に営化に営化に伴伴伴伴いいいい、、、、CLF に対に対に対に対すすすする仏る仏る仏る仏政政政政府の出資比率府の出資比率府の出資比率府の出資比率はははは 72.5%かかかからららら 47.5％％％％にににに

低下し低下し低下し低下したたたた。その後も。その後も。その後も。その後も政政政政府府府府保保保保有株は段階的に有株は段階的に有株は段階的に有株は段階的に一一一一般売般売般売般売却却却却され、政府出され、政府出され、政府出され、政府出資資資資比率は比率は比率は比率は徐徐徐徐々々々々

に引下に引下に引下に引下げげげげられたられたられたられた。。。。具具具具体体体体的には的には的には的には、、、、政府保有株政府保有株政府保有株政府保有株売売売売却は却は却は却は、、、、クレッソン内クレッソン内クレッソン内クレッソン内閣閣閣閣下下下下のののの 91年年年年、、、、

およびおよびおよびおよびババババラデュールラデュールラデュールラデュール内内内内閣下閣下閣下閣下のののの 93年に行わ年に行わ年に行わ年に行われれれれ、この結果、この結果、この結果、この結果、、、、CLF にににに対対対対すすすする政府出る政府出る政府出る政府出

資比率資比率資比率資比率はははは 22.5％に低％に低％に低％に低下下下下した。この間、同時した。この間、同時した。この間、同時した。この間、同時並並並並行的に預金供託公庫行的に預金供託公庫行的に預金供託公庫行的に預金供託公庫のののの保有分の株保有分の株保有分の株保有分の株

式売却式売却式売却式売却もももも段階的に進段階的に進段階的に進段階的に進めめめめられ、同公庫の出資られ、同公庫の出資られ、同公庫の出資られ、同公庫の出資比比比比率率率率もももも 7.58％％％％に低下した。なお、に低下した。なお、に低下した。なお、に低下した。なお、91

年年年年にににに CLF 株株株株式式式式はパはパはパはパリリリリ証券取引所に上場さ証券取引所に上場さ証券取引所に上場さ証券取引所に上場されれれれたたたた。。。。

（（（（Dexiaググググループのループのループのループの誕誕誕誕生生生生））））

l 　　　　93年年年年ののののCLF株株株株式式式式売売売売却は証券取引所を通却は証券取引所を通却は証券取引所を通却は証券取引所を通じじじじた公開オファーによた公開オファーによた公開オファーによた公開オファーによりりりり行われたが行われたが行われたが行われたが、、、、

CLF のののの業業業業務務務務のののの収収収収益益益益性性性性のののの高高高高ささささにににに着着着着目目目目ししししたたたた外外外外国投資家が国投資家が国投資家が国投資家がそそそそのののの過過過過半半半半をををを購購購購入入入入しししし、、、、CLF

の最大の最大の最大の最大株株株株主はこれら主はこれら主はこれら主はこれら外外外外国投資家グループと国投資家グループと国投資家グループと国投資家グループとななななったったったった。。。。こうした状況こうした状況こうした状況こうした状況下下下下、、、、97年年年年、、、、CLF

ははははベベベベルルルルギギギギーーーーのののの地地地地方方方方自自自自治治治治体体体体向向向向けけけけ専専専専門門門門金金金金融融融融機機機機関関関関ででででああああるるるる CCB-Crédit communal de

Belgiqueとととと提携した提携した提携した提携した。。。。CLF とととと CCB は合弁は合弁は合弁は合弁にににによよよよりりりり CLF－－－－Dexiaとととと CCB－－－－Dexia

の２つの２つの２つの２つのののの持株会社を持株会社を持株会社を持株会社を設設設設立し、これら持株会立し、これら持株会立し、これら持株会立し、これら持株会社社社社からなからなからなからなるるるる Dexiaググググルルルループが成立しープが成立しープが成立しープが成立し

たたたた。。。。そそそそのののの後後後後、、、、99年年年年ににににはははは、、、、グループは単一持グループは単一持グループは単一持グループは単一持株株株株会会会会社社社社 Dexiaのののの下に完全に統合さ下に完全に統合さ下に完全に統合さ下に完全に統合されれれれ

るに至るに至るに至るに至っっっったたたた。。。。

l 　さら　さら　さら　さらにににに、、、、その後その後その後その後、、、、Dexiaグループはグループはグループはグループは、、、、米米米米国国国国におけにおけにおけにおけるるるる Financial Security Assurance

の買収の買収の買収の買収（（（（2000年年年年））））にににに代表される一連の合併代表される一連の合併代表される一連の合併代表される一連の合併・・・・買収を繰り広げて海買収を繰り広げて海買収を繰り広げて海買収を繰り広げて海外外外外展開を一展開を一展開を一展開を一段段段段

と強化と強化と強化と強化しししした。こた。こた。こた。このののの結結結結果果果果、、、、Dexia グルグルグルグルーーーープはプはプはプは、、、、現在で現在で現在で現在ではははは提携提携提携提携金金金金融機融機融機融機関関関関をををを世界世界世界世界各各各各地地地地

にににに 25,800先先先先もももも有す有す有す有するるるる、、、、地方自治体向け金融地方自治体向け金融地方自治体向け金融地方自治体向け金融のののの分野における世界最分野における世界最分野における世界最分野における世界最大大大大の国際金の国際金の国際金の国際金融融融融

グルーグルーグルーグループプププとなっていとなっていとなっていとなっているるるる。。。。

以　以　以　以　上上上上
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（別添（別添（別添（別添４４４４））））

フランフランフランフランススススにおける公における公における公における公的的的的金金金金融機関の民営化事融機関の民営化事融機関の民営化事融機関の民営化事例例例例（（（（その２その２その２その２：輸出金融：輸出金融：輸出金融：輸出金融））））

────────　仏貿　仏貿　仏貿　仏貿易易易易銀行の銀行の銀行の銀行の民民民民営営営営化化化化にににによよよよるるるる Natexisｸﾞﾙｰﾌｸﾞﾙｰﾌｸﾞﾙｰﾌｸﾞﾙｰﾌﾟ゚゚゚のののの誕誕誕誕生生生生

（仏貿（仏貿（仏貿（仏貿易易易易銀行につい銀行につい銀行につい銀行についてててて））））

l 　　　　1947 年年年年にににに輸輸輸輸出出出出金金金金融融融融のののの目目目目的的的的でででで設設設設立立立立さささされれれれたたたた仏仏仏仏貿貿貿貿易易易易銀銀銀銀行行行行（（（（Banque Française du

Commerce Extérieur、、、、以以以以下下下下 BFCE）は、輸）は、輸）は、輸）は、輸出出出出業者向け金融におい業者向け金融におい業者向け金融におい業者向け金融においてててて独占的地位独占的地位独占的地位独占的地位

を占めを占めを占めを占めるるるる公的金融機公的金融機公的金融機公的金融機関関関関であったであったであったであった。。。。84年の新銀行法年の新銀行法年の新銀行法年の新銀行法（金融自由化の（金融自由化の（金融自由化の（金融自由化の端端端端緒緒緒緒））））によによによによりりりり、、、、

同行は同行は同行は同行は銀銀銀銀行免許を与行免許を与行免許を与行免許を与ええええられたがられたがられたがられたが、、、、88年には年には年には年には、、、、金融自由化の流れの金融自由化の流れの金融自由化の流れの金融自由化の流れの中中中中で輸出金で輸出金で輸出金で輸出金融融融融

業務に業務に業務に業務におおおおける独占的ける独占的ける独占的ける独占的地地地地位位位位をををを失った。その後失った。その後失った。その後失った。その後、、、、同行同行同行同行はははは世界中に張り世界中に張り世界中に張り世界中に張り巡巡巡巡らされらされらされらされたたたた提提提提

携銀行携銀行携銀行携銀行をををを通じて広範通じて広範通じて広範通じて広範囲囲囲囲のののの金金金金融サービスを提融サービスを提融サービスを提融サービスを提供供供供するするするする道道道道を模索したがを模索したがを模索したがを模索したが、、、、中南米中南米中南米中南米諸諸諸諸国国国国

の債務の債務の債務の債務危危危危機の発生に機の発生に機の発生に機の発生によよよより、多大な損失を被り、多大な損失を被り、多大な損失を被り、多大な損失を被るるるるに至ったに至ったに至ったに至った。。。。

l 　　　　90年に年に年に年にはははは BFCE再再再再建のため増資が行わ建のため増資が行わ建のため増資が行わ建のため増資が行われれれれ、、、、政府系生政府系生政府系生政府系生保保保保 AGF がががが BFCEのののの資資資資本本本本

のののの 43％を％を％を％を出出出出資、ま資、ま資、ま資、またたたた、、、、Crédit Lyonnais がががが同同同同 24％％％％をををを出資することと出資することと出資することと出資することとななななった。こった。こった。こった。こ

のようのようのようのようにににに、資本の過、資本の過、資本の過、資本の過半半半半が政府系公的企業にが政府系公的企業にが政府系公的企業にが政府系公的企業によよよより保有されていたたり保有されていたたり保有されていたたり保有されていたためめめめ、、、、BFCE はははは

第二線第二線第二線第二線公公公公的企業と位的企業と位的企業と位的企業と位置置置置付けられていた。い付けられていた。い付けられていた。い付けられていた。いずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても、、、、BFCE のののの再再再再建建建建は成功は成功は成功は成功

し、同し、同し、同し、同行行行行は収益回復は収益回復は収益回復は収益回復をををを実現した実現した実現した実現した。。。。

l 　しか　しか　しか　しかししししながらながらながらながら、、、、94年には年には年には年には、、、、BFCEの大株の大株の大株の大株主主主主であであであであるるるる AGF とととと Crédit Lyonnaisがががが、、、、

極めて極めて極めて極めて深深深深刻な不良債刻な不良債刻な不良債刻な不良債権権権権問題に見舞われ問題に見舞われ問題に見舞われ問題に見舞われ、、、、BFCE 株株株株式を売却するこ式を売却するこ式を売却するこ式を売却することととととなった。となった。となった。となった。

複数の複数の複数の複数の金金金金融機関融機関融機関融機関がががが BFCEの買収候補の買収候補の買収候補の買収候補（売（売（売（売却却却却株株株株式の買い手式の買い手式の買い手式の買い手））））としてとしてとしてとして名名名名乗りを上げ乗りを上げ乗りを上げ乗りを上げ

買収条買収条買収条買収条件件件件を競い合っを競い合っを競い合っを競い合ったたたたがががが、、、、結局結局結局結局、、、、最も優れ最も優れ最も優れ最も優れたたたた買収計画を提出し買収計画を提出し買収計画を提出し買収計画を提出したたたた Crédit National

がががが 95年に年に年に年に優優優優先交渉先交渉先交渉先交渉権権権権を得たを得たを得たを得た。。。。

（（（（Crédit National ににににつつつついいいいてててて））））

l 　　　　Crédit National はははは、、、、1919年に第一次世界年に第一次世界年に第一次世界年に第一次世界大大大大戦による戦災被害や戦による戦災被害や戦による戦災被害や戦による戦災被害や産産産産業復興向け業復興向け業復興向け業復興向け

金融の金融の金融の金融の目目目目的で政府に的で政府に的で政府に的で政府によよよよって設立されたって設立されたって設立されたって設立された。。。。45年年年年ににににはははは、、、、同行は新たに同行は新たに同行は新たに同行は新たに、、、、第二次世第二次世第二次世第二次世界界界界

大戦後大戦後大戦後大戦後のののの産業振興計産業振興計産業振興計産業振興計画画画画のののの執執執執行という重要な行という重要な行という重要な行という重要な役役役役割も割も割も割も委委委委託された。こ託された。こ託された。こ託された。このののの結果、結果、結果、結果、同同同同行行行行

はははは、、、、産産産産業業業業振興向け中振興向け中振興向け中振興向け中長長長長期金融において中心期金融において中心期金融において中心期金融において中心的的的的な役割を果たす金融な役割を果たす金融な役割を果たす金融な役割を果たす金融機機機機関となった関となった関となった関となった。。。。
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l 　　　　Crédit National はははは 94年に年に年に年に「民有化「民有化「民有化「民有化」」」」されされされされたたたた。。。。この結果この結果この結果この結果、、、、同行の同行の同行の同行の資資資資本の大宗は本の大宗は本の大宗は本の大宗は

個人投個人投個人投個人投資資資資家や機関投家や機関投家や機関投家や機関投資資資資家によって保有され家によって保有され家によって保有され家によって保有され、、、、公的機関公的機関公的機関公的機関（（（（AGF、、、、預預預預金金金金供託公供託公供託公供託公庫庫庫庫等等等等））））

によるによるによるによる出出出出資はごく一資はごく一資はごく一資はごく一部部部部に限られることになに限られることになに限られることになに限られることになっっっったたたた（政府出資はなし（政府出資はなし（政府出資はなし（政府出資はなし））））。。。。しかしなしかしなしかしなしかしながががが

らららら、、、、そそそそれれれれにもかかわにもかかわにもかかわにもかかわららららずずずず、、、、1919年の設立根年の設立根年の設立根年の設立根拠拠拠拠法に基づき法に基づき法に基づき法に基づき、、、、政府が政府が政府が政府が主主主主要な経営要な経営要な経営要な経営陣陣陣陣

の任命の任命の任命の任命権権権権を有していを有していを有していを有していたたたたため、公的金融機関ため、公的金融機関ため、公的金融機関ため、公的金融機関ととととしての色彩が強かっしての色彩が強かっしての色彩が強かっしての色彩が強かったたたた。。。。

（（（（Crédit National とととと BFCEととととの合併の合併の合併の合併：：：：Natexisググググルルルルーーーープの誕生プの誕生プの誕生プの誕生））））

l 　　　　Crédit National がががが BFCEをををを買収するにあ買収するにあ買収するにあ買収するにあたたたたってはってはってはっては、、、、両金融機関両金融機関両金融機関両金融機関とととともにそれもにそれもにそれもにそれぞぞぞぞ

れ、以れ、以れ、以れ、以下下下下のような法のような法のような法のような法律律律律上の問題を抱えてい上の問題を抱えてい上の問題を抱えてい上の問題を抱えていたたたた。。。。

l 　　　　BFCE側の問題は側の問題は側の問題は側の問題は、、、、Crédit National がががが BFCE をををを買収する前提買収する前提買収する前提買収する前提ととととししししてててて、、、、BFCE

の株式の株式の株式の株式がががが自由に譲渡自由に譲渡自由に譲渡自由に譲渡可可可可能能能能にににになる、すなわちなる、すなわちなる、すなわちなる、すなわち民民民民営化営化営化営化すすすする必要があるる必要があるる必要があるる必要がある、、、、というというというという点点点点でででで

あったあったあったあった。。。。この点につこの点につこの点につこの点についいいいてはてはてはては、、、、95年年年年 12月月月月 12日日日日のののの政令により政令により政令により政令により、、、、BFCEのののの民民民民営営営営化が化が化が化が

正正正正式式式式にににに認認認認可可可可さささされれれれたたたた。。。。ここここれれれれとととと同同同同時時時時にににに、、、、「「「「BFCE のののの民民民民営営営営化化化化ととととここここれれれれにににに続続続続くくくく Crédit

National による買収による買収による買収による買収はははは、両行が地理的な業、両行が地理的な業、両行が地理的な業、両行が地理的な業務務務務の補完性を実現しの補完性を実現しの補完性を実現しの補完性を実現し、、、、法法法法人金融にお人金融にお人金融にお人金融にお

ける専ける専ける専ける専門門門門金融グルー金融グルー金融グルー金融グループプププをををを形形形形成するようなも成するようなも成するようなも成するようなもののののでなでなでなでなくくくくてはならないてはならないてはならないてはならない」」」」との条との条との条との条件件件件付付付付

きできできできで、、、、Crédit National の公開買付の公開買付の公開買付の公開買付オオオオファーファーファーファーをををを許容する通知が公示許容する通知が公示許容する通知が公示許容する通知が公示さささされたれたれたれた。。。。ままままたたたた、、、、

金融機金融機金融機金融機関関関関・投資会社・投資会社・投資会社・投資会社委委委委員会員会員会員会（（（（CECEI））））もももも、、、、BFCE買買買買収に当たって、既存株主収に当たって、既存株主収に当たって、既存株主収に当たって、既存株主がががが

一定限一定限一定限一定限度度度度を超過するを超過するを超過するを超過する出出出出資分を売却すること資分を売却すること資分を売却すること資分を売却することをををを承認した承認した承認した承認した（（（（95年年年年 12月月月月 21日日日日通通通通達達達達））））。。。。

l 　　　　Crédit National 側側側側のののの問題は、問題は、問題は、問題は、BFCEの買の買の買の買収収収収原資を調達するため原資を調達するため原資を調達するため原資を調達するためにににに、買収に先、買収に先、買収に先、買収に先

立ち民立ち民立ち民立ち民間間間間から広く増から広く増から広く増から広く増資資資資をををを行行行行う必要があったう必要があったう必要があったう必要があったににににもかもかもかもかかかかかわらず、それわらず、それわらず、それわらず、それがががが設立根設立根設立根設立根拠拠拠拠法法法法

上認め上認め上認め上認めらららられていなかれていなかれていなかれていなかっっっったことである。このたことである。このたことである。このたことである。この点点点点についてはについてはについてはについては、、、、96 年年年年 8 月月月月にににに Crédit

National の設立根拠の設立根拠の設立根拠の設立根拠法法法法が改正され、増資がが改正され、増資がが改正され、増資がが改正され、増資が可可可可能になると同時に能になると同時に能になると同時に能になると同時に、、、、政政政政府による経府による経府による経府による経

営陣任営陣任営陣任営陣任命命命命権も廃止さ権も廃止さ権も廃止さ権も廃止されれれれたたたた（（（（Crédit National のののの完全民営完全民営完全民営完全民営化化化化45））））。。。。

l 　これ　これ　これ　これらららら２つの問題２つの問題２つの問題２つの問題をををを解決したうえで解決したうえで解決したうえで解決したうえで、、、、BFCEのののの株式売却は株式売却は株式売却は株式売却は、、、、96年年年年にににに取取取取引所外引所外引所外引所外

においにおいにおいにおいてててて相対ベース相対ベース相対ベース相対ベースでででで行われた行われた行われた行われた46。この結果。この結果。この結果。この結果、、、、Crédit National はははは BFCE のののの株株株株式式式式

のののの 78.2%を新を新を新を新たたたたに取に取に取に取得得得得、出資比率、出資比率、出資比率、出資比率はははは 88.3%ととととなったなったなったなった。。。。

                                                  
45 Crédit Nationalの増資の結果、主要株主は、仏保険 Axa（9.5％）、預金供託公庫（7％）、仏保険
AGF（7％）、独保険 IKB（5%）、UAP（3.5%）、Crédit Foncier（2.5%）、Crédit Agricole（3.5%）と
なった。
46 正確には、AGF、CDC、 Crédit Lyonnaisの出資分の買収と、フランス中銀、仏開発公庫の出
資分の２回に分けて行われた。
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l 　　　　BFCEととととCrédit Nationalとの合併によっとの合併によっとの合併によっとの合併によってててて生まれたグループは生まれたグループは生まれたグループは生まれたグループは、、、、97年年年年、、、、Natexis

とととと名名名名称称称称をををを変変変変更更更更ししししてててて普普普普通通通通銀銀銀銀行行行行化化化化さささされれれれ、、、、民民民民間間間間銀銀銀銀行行行行ののののみみみみがががが参参参参加加加加ででででききききるるるる仏仏仏仏銀銀銀銀行行行行連連連連盟盟盟盟

（（（（AFB）へ）へ）へ）へのののの加盟も加盟も加盟も加盟も認認認認められためられためられためられた。。。。

（（（（Natexis Banques Populairesのののの誕生誕生誕生誕生））））

l 　その　その　その　その後後後後、、、、Natexisググググループループループループはははは、、、、一層の業容拡大を目指し新たな一層の業容拡大を目指し新たな一層の業容拡大を目指し新たな一層の業容拡大を目指し新たな増増増増資資資資を模索したを模索したを模索したを模索した。。。。

しかししかししかししかしなななながらがらがらがら、、、、安定安定安定安定株株株株主協定により現状維主協定により現状維主協定により現状維主協定により現状維持持持持を優先する主要株主を優先する主要株主を優先する主要株主を優先する主要株主（（（（AGF、、、、Axa、、、、

CDC、、、、Crédit foncier、、、、独独独独 IKB 等等等等））））の下での下での下での下でななななかなか増資に応じてもかなか増資に応じてもかなか増資に応じてもかなか増資に応じてもららららえなかったえなかったえなかったえなかった。。。。

l 　こう　こう　こう　こうしししした状況下た状況下た状況下た状況下、、、、97年年年年 10月、月、月、月、Banques Populairesはははは、、、、Natexis株株株株式式式式のののの公公公公開買開買開買開買

付オフ付オフ付オフ付オファァァァーを公表しーを公表しーを公表しーを公表したたたた。。。。上述の通りかねて上述の通りかねて上述の通りかねて上述の通りかねてかかかから資本増強を模索しら資本増強を模索しら資本増強を模索しら資本増強を模索してててていいいいたたたた Natexis

がががが、、、、豊豊豊豊富富富富な資本金をな資本金をな資本金をな資本金を有有有有すすすするるるる Banques Populaires にににによる買収を歓迎よる買収を歓迎よる買収を歓迎よる買収を歓迎すすすする意向をる意向をる意向をる意向を示示示示

ししししたたたたここここととととももももああああっっっってててて、、、、公公公公開開開開買買買買付付付付はははは成成成成功功功功ししししたたたた（（（（98 年年年年 4 月月月月））））。。。。ここここのののの結結結結果果果果、、、、Banques

Populairesのののの出資比出資比出資比出資比率率率率はははは 71.2%となりとなりとなりとなり、、、、Natexisのののの経営権を掌握す経営権を掌握す経営権を掌握す経営権を掌握するるるるに至った。に至った。に至った。に至った。

同グル同グル同グル同グルーーーーププププはははは Natexis Banques Populairesとととと改改改改称、巨大金融機関と称、巨大金融機関と称、巨大金融機関と称、巨大金融機関とななななったったったった。。。。

l 　さら　さら　さら　さらにににに、、、、2002年年年年、、、、Natexis Banques Populairesはははは仏貿易保険会社仏貿易保険会社仏貿易保険会社仏貿易保険会社（（（（COFACE））））

の株式の株式の株式の株式をををを買収買収買収買収47、同社、同社、同社、同社ををををグループ傘下におさグループ傘下におさグループ傘下におさグループ傘下におさめめめめるに至っているるに至っているるに至っているるに至っている。。。。

以　以　以　以　上上上上

                                                  
47 COFACEに対する Natexis Banques Populairesの出資比率は、2002年 8月時点で 98%。なお、残
りの 2％は、仏政府により保有されている。
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