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－ANTELCO（電信電話公社）の事例を中心に－
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公企業の民営化は、いまや「「世界的潮流」となった1」と言われているが、本
研究の対象国であるパラグアイにおける公企業の民営化は、1989年2月、それまで
のストロエスネル軍政後に登場したロドリゲス民主政権の誕生後に、米国系民間
資本や、IMF・世銀の政策支援を受けて立案した新社会経済政策が発端とされて
いる2。公企業の民営化によって新しい市場経済の中心的な推進役の役割を担うこ
とを期待されての新社会経済政策の立案であった。
 他のラテンアメリカ諸国と同様に、パラグアイにおいても、公企業の民営化の
背景となっているのは、IMF・世銀の存在や財政赤字の存在3にあるが、公企業の
存在が、財政赤字にどのような影響を及ぼしているのかは、あまり明らかにされ
ていないように思われる。また、公企業改革の具体的内実についても、同様に、
あまり明らかにされていないように思われる。

 
Abstract

The privatization in Paraguay has started since 1990s. The Paraguayan Government dealt 

with the telecommunication sector as a model of public reform. However public deficits and 

external debts cannot maintain investments for future demand increase without participation 

of private enterprises. The Government sets up the possible frame work to enable private 

participation in the telecommunication sector. This paper focuses on history, regulation and 

political process for privatization. 
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 そこで本研究は、パラグアイにおける公企業の中でも最大規模で、財政赤字に
一番大きな影響を及ぼしていると言われている、パラグアイ電信電話公社
（ANTELCO

4：以下ANTELCOと表記する）を対象として、ANTELCOの経営改革
の背景・特徴・限界および民営化への政策論議について焦点を当てることによっ
て、民営化の具体的内実について明らかにしようとするものである。

研究順序は次の通りである。第Ⅰ節では、パラグアイ公企業の歴史や改革を概
観し、電信電話事業改革の位置づけに関して、ラテンアメリカ諸国との比較を行
う。

第Ⅱ節では、ANTELCOの生成と発展を概観し、電気通信委員会（CONATEL：
以下CONATEL

5と表記する）の設立が、ANTELCOの経営改革に、どのような影響
を及ぼしたのかを明らかにする。 

第Ⅲ節では、ANTELCOにおける経営改革の特徴と失敗に関して、パラグアイ
政府の財政赤字との関連から探究していく。

第Ⅳ節では、民営化法案作成の概要を述べるとともに、なぜ完全民営化ではな
く、部分的な民営化が採用されたのかを明らかにしていく。

Ⅰ �����������������

1. ���������������������������
パラグアイにおける国有化は、1954年、ストロエスネル司令官ら軍部によるク

ーデターを契機にして始まった。ストロエスネル大統領（Alfredo Stroessner）は
徹底した中央集権国家を目指して軍事独裁を構築し、社会的福祉国家を目標とし
た改革を実施した。それらは国会機能を制限して憲法を停止し、行政府の長には
軍人を任命し、かつ国民の集会への参加を規制した。そして停滞していた経済を
活性化するため、民間部門への国家の介入を強化して、政府系企業の買収をはじ
め国有化を図り、ANTELCOは1955年、中央鉄道会社（FCCAL）は1965年、鋼材
会社（ACEPAR）は1974年にそれぞれ国有化された。政府は、工業化政策推進の
ために、1963年、工業省（法律第904号）を設置して、設立間もない公企業の地方
における生産活動を支援した。これらの公企業は行政府の管理統制下におかれ、
輸入代替工業化政策の下で、貿易や投資を規制して、民族系企業育成を重点とし
た、公共インフラへの投資戦略が行われた。これは、まさに工業開発促進法（法
律第868号）に代表されるような、ケインズ主義に基づく総需要創出を重点にした
経済開発戦略であった。

国内総固定投資に占める公企業の割合は、1980年代当初の7％から1983年には
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20.9％と大幅な上昇を辿り、1980年代の後半も10％台を確保するに至った。公企
業への投資は、更には民間部門への投資を呼び込み、同年代当初と後半では約7

倍（9,336億Gs
6）と破竹の勢いであったといえる。このような状況の下で、公企

業の最も肥大化した時期であった1980年代の財務状況については、1981年と1990

年を比べると、収入は14.1倍と大きく伸びたが、支出では、収入より伸びが大き
くなり22.4倍、設備投資は16.4倍と収入とほぼ同様の伸びとなり、その結果、収
入から支出を差し引いた総合収支(損益)では、赤字額が91.6倍と拡大した（図1）。
1980年代の赤字増大の要因は、電力事情を改善させるためのイタイプダムと発電
所並びにヤシレタダムの建設であり、パラグアイ政府は電力消費の大きな設備投
資案件（セメント、砂糖、食用油などの製造プラント一式）を優先して建設した
結果であった。また、公企業の生み出す赤字は国家経済に与える影響も大きく、
1988年には対GDPの3.5％（112,099百万Gs）、1989年同5.5％(236,445百万Gs)と大
幅に上昇した。

電力事業以外の公企業では、設備投資が中心となったANTELCO、セメント会
社(INC)、鋼材会社(ACEPAR)の3社も赤字が顕著であった。従って、国家財政が、
1980年代当初から主要公企業の総合収支(同損益)が赤字基調となったことに加え、
1979年から始まった石油危機の影響もあって、対外債務（対GDP比）は1983年の
19.9％から1989年には54％という、パラグアイ経済史上最大の累積債務額（約24

億ドル）となった（図2）。
このように公企業が肥大化した要因は、ストロエスネル軍政が、強権を背景と

した人脈支配が形成されたことによるものと言われている7。ストロエスネル軍政
時に、これら公企業に働く構成員の人数等について、ANTELCO幹部から筆者が
入手した資料には、1981年当時のANTELCOの構成員内訳が記載されている。そ
れによれば、役員・顧問60人、計画部門68人、総務経理部門564人、建設部門280

人、保守運用部門1,671人、その他491人、合計3,134名であった。しかし、その10

年後の1992年の構成員数は6,712人にのぼり、この期間に約2.14倍増となった。ま
た、経営トップの役員・顧問の人員数も余りに多いことから、多くの軍事政権の
縁故関係者を抱えた実態が、浮き彫りになっていると考えられる。

公企業の人件費の収入に占める割合は、1981年から1990年の10年間に収入（現
地通貨ベース）の伸びは14倍であったが、人件費の伸びは11倍に留まっている。
従って、人件費の付与率（費用に占める割合）は1981年の36％から1990年には29％
に多少低下した。しかし、この10年間の人件費（現地通貨ベース）は毎年度10%

のペースで伸び、公企業全体では相当数の軍ファミリーが就業していたと推測で
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きる。一方、パラグアイの公企業は、同政権との親密な関係を構築することによ
って、軍人ファミリーを積極的に公企業へ受入れ、その見返りに国境周辺地域へ
事業を展開し、これら設備増強のための政府資金の支援を要請した。その結果、
これらの公企業は、人件費の増大を加速させたばかりでなく、軍の公企業経営へ
の介入を容易にし、不透明な経営を余儀なくされ、軍人ファミリーを中心とした
汚職を蔓延させる結果となった8。これがパラグアイの民営化を政府内部から遅ら
せる要因の一つに挙げられた。

図1  1980年代の公企業の財務状況       

          出所：World Bank Country Studyを参考に筆者加筆。

           図2  1980年代の国家財政と対外債務 

       � � � � � � � 出所：Memoria Annual del BCP を参考に筆者加筆。

2. �������������
1980年代に入り、周辺国では社会構造そのものに変化が現れ、米国及び国際機

関主導のネオ・リベラリズムの流れが大きなうねりとなって押し寄せ、ブラジル
では1960年代から続いていた軍事独裁政権の終焉を迎え、1985年に民政移管が行
われた。ブラジルの軍事独裁政権の終焉は、ストロエスネル軍政内部に動揺を与
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え、言論統制下にあった反体制運動の激化を招くと共に、軍内部の大統領後継問
題に火がつき、1989年2月、アンドレス・ロドリゲス司令官を中心とする反体制派
グループによるクーデターが勃発し、ストロエスネル大統領はブラジルに亡命し、
民政移管を前提としたロドリゲス政権（Andrés Rodríquez）が発足した。この民主
政権は仲介役の米国のイニシアティブとIMF・世銀の政策誘導の下に、新憲法と
新社会経済政策を策定した。新憲法の特色は、民主化プロセスへの転換と基本的
人権の尊重の他に、「公企業の民営化」、「市場化」が加えられたことである。  

さらに、市場経済へ向けた新経済政策の骨子は、①マクロ経済の安定、②経済
成長の阻害要因のセクター（金融、貿易、公企業、税制度）の構造改革を行い、
③市場経済国家を目指すことであった。それは、世界銀行の融資条件（コンディ
ショナリティ）に従い、①1989年外国為替レートと金利の自由化を行い、②1995

年メルコスール（南部共同市場）への加盟、③中央銀行（Banco Central）の金融
機能の強化、④輸出競争力の確保、⑤公企業の民営化などの構造改革を打ち出し
たことである。
 構造改革の第一歩として、政府は、財政赤字の削減を目的とした公企業の民営
化促進法（1991年法律第126号9）を制定した。この民営化促進法は21カ条から構
成され、①民営化の目的、②資産の評価額及び譲渡または売却方法、③入札書類、
会社整理の手続き、負債の整理方法、④中央銀行からの融資方法、⑤業務契約方
法、⑥従業員の整理、退職金の支払い、優先株式、⑦紛争処理機関、法律適用機
関などが含まれている。

民営化促進法の対象企業は、アルコール会社（APAL）、商船隊（FLOMERES）、
航空会社（LAPSA）、鉄道会社（FOCAL）、鋼材会社（ACEPAR）、肥料会社
（FERTIPAR）など主要6社であるが、関連企業を含めると約20社であった。また、
関連企業もこの法律の適用範囲と定められ、分離あるいは分割して売却の対象と
なった。

民営化されて、国内資本家や外国（投資）企業に売却された主な公企業は、①
アルコール会社（APAL）はテテコホハ（Tekojoja）社に、80％の政府保有株の売
却、残りは従業員持株組合(Sindicato de Trabajadores)へ売却、②国営航空（LAPSA）
はエクアドル航空（AVEMARK）会社に、政府保有の全株を2,210万ドルで売却、
③鋼材会社（ACEPAR）の売却金額は3,500万ドルで、外国企業を含めた従業員持
株組合（Cootrapar）が20％の株式を保有し、残りの株式を外国企業セロロリト
（Cerro Lorito）社に売却した10。

なお、民営化促進法による売却先に、従業員組合を株主に加えることが政府の



− �� −

社会政策上重要視された。これはパラグアイの民営化の特色でもあるが、売却先
企業との売買契約交渉など、国会での承認手続きはスムーズに行われたという。 

しかしながら、完全民営化された企業の中には、新政権の緊縮財政の下で、設
備投資の原資に乏しく、しかも軍が経営環境に与える影響も大きく、過剰な雇用
者を抱えたまま財務体質が脆弱となり、債務超過の状態の企業も多かったという。

また、メルコスールへの参加など、貿易自由化や規制緩和によって生じた経済
環境の変化や、社会政治不安からくる景気後退の影響により、経営合理化など経
営方針を巡る経営者と労働者の対立が鮮明となった。そして経営が行き詰まり、
関連会社を含めて、民営化された企業のうち半分以上が会社を整理し、又は倒産
となり、さらに労働債権処理を巡る紛争も報告されている11。

このようなパラグアイにおける公企業改革とラテンアメリカ諸国（アルゼンチ
ン・ブラジル・メキシコ）の公企業改革とを、OECDのワーキング・ペーパー12を
参考にして比較すると（表1）、2001年におけるパラグアイの民営化は、航空・セ
メント・製鉄部門では、上記の3カ国同様に民有形態となっており、鉄道部門もブ
ラジル・アルゼンチン同様に民有形態であるものの、電気部門はメキシコと同様
に国有形態のままであり、さらに、金融・放送部門はパラグアイのみ国有形態の
ままとなっている。また、水道事業はブラジル・メキシコと同様に、国有と民有
の混合形態となっているが、電信電話事業は上記の3カ国は民有形態なのに対して、
パラグアイのみ混合形態となっている。

なぜパラグアイの電信電話事業のみ、上記の3カ国とは異なる混合形態となった
のであろうか。そして、パラグアイ国内においても完全民営化の潮流のなかで、
なぜANTELCOの民営化は混合形態なのであろうか。このような疑問点に関して次
節以降検証していく。

表1 ラテンアメリカ主要国における民営化の比較  表 2 電気通信近代化計画と実績 

 
出所：Andrea Goldstein（2003:8）を参考にして、パラ 出所：ANTELCO統計資料、電気通信基本計画調査報告書及び
グアイの項目を筆者により加筆。       インタビューにより筆者加筆・修正。

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
���� ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○
���� ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
���� ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ○
���� ● ● ● ○ ● ◎ ● ●
���� ● ● ● ○ ● ◎ ● ●
��� ● ○ ● ○ ● ○ ● ●
���� ● ○ ● ○ ● ○ ● ○
���� ● ◎ ● ○ ● ○ ● ○

��	 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
��� ● ◎ ● ○ ● ◎ ● ◎

注：●国有　◎混合　○民有 なお、パラグアイ石油公社（Petropar)は石油精製と販売。

�������� ����� �� �� ���� ����������� ����� �����
�����
一般加入電話増設 54,700    計画 382,366 260,736(1998)
設備容量（回線数） 49,508 計画 402,490 303,990(1998)
普及率（人口100人当たり台数） 1.6 計画   8.2 5.0(1998)
デジタル化 31.5 計画  77.5 58.2(1998)
事業対象地域（市町村数） 206 計画   806 435(2003)
��
���
国際回線増設 148 583(1998)
地球局増設 ２ヶ所 ３ヶ所 ３ヶ所
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Ⅱ ANTELCO������CONATEL���

1. ANTELCO���
ANTELCOの前身SITSA

13は、1930年代にドイツ系移住地の電話機のメインテナ
ンス会社として設立された。その後、ストロエスネル軍政の移住政策の推進によ
り、海外からの移住者の増加と移住地拡張に伴い、ローカル電話需要が増え、更
に、天候異変を原因とした作物冷害などの影響から、農業労働者の首都圏への人
口流入14が始まり、都市部での電話需要への対応を余儀なくされた。ストロエス
ネル軍政は、1955年同社を買収することによって国有化し、国内での電話網整備
に乗り出した。

ANTELCOは、同政権において公企業の中核として、重要な役割を担っていた。
即ち、1967年に開始された第3次経済社会開発計画（1967年-1971年）の中で、重
点施策として、 ①農産物の輸出競争力強化策、②新都市建設による流通システム
の近代化、③地方教育の拡充による人的資源の強化策などが打ち出され、国内経
済発展の基礎インフラの一つとして電信電話事業（特に電話の普及台数増加）の
拡大が国家プロジェクトとして位置づけられた。なお、1971年当時の電話普及台
数は約2万台、普及率は100人当り8.35台と推定される。

ANTELCOの事業が飛躍的に発展したのは1980年代に入ってからである。それ
は、1983年日本政府の開発援助の取決めにより策定された、電気通信・放送拡充
基本計画（1984年-1998年:以下近代化計画と表記する）15が開始されたことである。
この計画は（表2）、①国内と海外の電話、電信、テレックス及びデータ通信機器
の更新及び増強、②首都圏でのデジタル電話交換システムの導入、③チャコ地方
へのルーラル電話システムの導入と、④新技術の人材育成であった。この近代化
計画には日本の円借款16（電気通信全体で約105億円）と世銀の借款（内貨分約12

億Gs）が供与された。当初計画目標では、①電話加入者数382,366台、②デジタル
化率77.5%、③電話設備容量402,490回線を実現することであった（表2）。しかし
ながら、1998年の計画終了時点において、①電話加入者数260,736台、②設備容量
303,990回線を確保したに留まった。これは、電話普及率を見ても当初計画より大
幅な低下を示している。電話台数と回線容量は共に計画を30%程度下回ることに
なった。この計画が大幅に低下した要因は、設備容量からみると、接続可能な容
量残は地方都市に多くみられたことから、これは新規加入者の場合は接続分担金
（日本の電話債券に類似して660ドル）の支払いが生じ、収入格差の大きい地方で
は、多額の支払いとなることから接続が見送られたことによるものである17。こ
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の結果、近代化計画最終年の1998年にはANTELCOの電話利用収入が計画より約
20%程度（約1,000億Gs）下回ることになった。

2. ��������CONATEL����
パラグアイの電気通信事情は、前政権の強力な政治的イニシアティブと外国援

助機関の支援によって大きく改善したのであるが、前述した民主政権誕生後の構
造改革が進むなかで、他の公企業と同様にANTELCOもIMF・世銀から民営化・自
由化を要求されたのである。さらに、世界貿易機関(WTO)における電気通信自由
化の議論が高まり、パラグアイ周辺国が、WTOの基本電気通信自由化の交渉を始
めたことから18、自由化に備えた組織体制を整備する必要性に迫られたのである。
政府は、国民の社会経済に大きく影響するANTELCOの効率化を目的とし、90年
代初期の完全民営化の失敗を繰り返さずに、民営化を確実な軌道に乗せるための
制度的な枠組みと、通信市場の形成や自由化による競争導入のための規制緩和を
盛り込んだ法律の検討を開始したのである19。

その法制度の基本的枠組みとは、①国家の公共物である電気通信の利用は免許
主義の下、全ての事業者は平等である。②電気通信の振興、監理及び規制は、国
家の役割であり、この任務の遂行は、提供者、利用者、技術及び産業の国家政策
の下で、CONATELが一元的に行う。③電気通信事業は、市内、市外長距離及び国
際通信を基本業務とし、放送業務とその他付加価値業務に分ける。④自由競争制
度を導入することなどである20。

政府は、上記の枠組みに沿って、1995年法律第642号（電気通信事業法）21を制
定し、翌年には附則施行法ともいうべき政令（Decreto Nº14135）の制定を行い、
監督行政の監視役（レギュレーター）として電気通信委員会（CONATEL：以下
CONATELと表記する）を設立することによって、競争を監視・監督する体制を整
えようとしたのである22。従って、CONATELは主体的かつ適切に対応していくこ
とが求められており、さらに、将来的には価格規制など規制を担当する、独立し
た法人の設立を視野に入れているのが特徴である。

また、CONATELの管理体制については、総裁は公共事業通信大臣によって任命
され、理事4名（任期4年）で理事会を構成し、理事には専門家や国会議員などが
任命され、組織規定上は独立性が認められている点などが特徴であるが、監督官
庁の理事の任命権を介して、政府の意向が強く反映されることとなった。なお、
職員は技術系を中心に約150名程度であった。

このように、1990年代の構造改革のもとでの、ANTELCOの民営化・自由化論
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議を契機とした自由化への法整備によって、電信電話事業の監視・監督機能の政
府からの分離が一応進んだものの、実際は、電信電話事業における自由化はなさ
れずに、CONATELの役割は、ANTELCOに対する監視・監督が中心となってしま
い、さらに、明確な機能分離は行われなかったのである。不十分な機能分離とな
ってしまった点に関しては、内部文書23に、「CONATELの運営管理の状況は、新
しい組織であるがために、統制が欠如し、長期的視野に立った経営戦略の立案が
遅れ、（中略）、組織の脆弱さと運営の未熟さ故の問題を生じている。」と記載され
ていることからも把握でき、機能分離とは逆行する要素が混在していたと言えよ
う。このような不十分な機能分離となった底流には、IMF・世銀からの勧告が頻
繁にあるものの、政府が独占市場の開放には消極的であること24。そして、WTO

基本電気通信交渉のオファー提出国となっていないことから、ANTELCOを公企
業として、社会的経済政策における重要な役割を担わせたいパラグアイ政府と、
民営化・自由化を早期に実施させようとするIMF・世銀との対立が生じていたの
である25。さらに政府は、通信自由化の議論を進めるWTO・周辺国とも対立的な
関係となっていたのではないかと推測できる。

従って、自由化への体制が不十分であり、かつ、IMF・世銀と政府の対立が鮮
明となる中で、政府は、民営化や自由化に、ANTELCOの効率化の解決策を求め
るのではなく、公社形態のままでの経営改革の実施を選択したのである。そして、
CONATELの役割は、ANTELCOの経営改革の監視・監督が中心となったのである。

Ⅲ ANTELCO����������

1. ANTELCO�����������
前述したように、CONATELは監視・監督機関として、ANTELCOに対して、①

近代化した通信等設備の運用と整備に集中した戦略やコスト意識が欠如し、よっ
て、②管理コスト増を招き財務体質が脆弱化したことから、組織の効率化に主眼
をおいた改革を行政指導したのである26。

なお、この改革について見る前に、まず経営成績の推移から見ていくこととす
る。ANTELCOの利益の推移は、（図3）を見ると、まず1980年代は、営業損益の
みの資料であるが、常に30％～40％の利益率を上げ、かなり高い数字で安定的な
経営状態であったといえる。さらに1994年まで利益率は上昇を続けた。しかしな
がら、1995年以降下降傾向となり1997年には3つの指標（営業利益率、税引き前利
益率、純利益率）が対前年比で50％の減少となった。翌年には一時的に回復した
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が、2000年には加入者数の減少により赤字に転落した。
ANTELCOの収入構造は営業収入と営業外収入で構成されている（表3）。営業

収入は電話事業、テレックス事業、電報事業などから成っている。営業収入の中
では電話事業が90％以上占め、次にテレックス事業と電報事業が続いている。テ
レックス事業と電報事業は、電話交換機のデジタル化が行われた1988年以降の新
規事業であるが、国際通信の需要増加に十分対応できるデジタル化の交換設備を
保有するようになっていたのである。従って、近代化計画によって1991年以降、
1990年を基準とした営業収入は、1991年は2.34倍、1994年は4.7倍と驚異的に上昇
したといえる。それは電話設備の容量が拡大し、新規加入者の架設工事期間が大
幅に短縮されて、顧客へのサービスが強化されたことによる需要増に拍車がかか
ったからである。この期間の新規加入者数は96,443人と新規需要者数ではこれま
での最大数となった。

1995年と1998年を比べると、営業収入は1.68倍、同期間における管理費の増加
率は1.8倍となった（表3）。また、人件費は1.5倍であった。さらに、加入者1単位
当たりの営業収入は、1995年は2.0（百万Gs）、1996年は1.9（百万Gs）、1997年は
1.9（百万Gs）、1998年は2.2（百万Gs）、1999年は2.1（百万Gs）、2000年は2.0（百
万Gs）となっており、1998年以降、低下傾向にあるのに対して、加入者1単位当
たりの費用は、1995年は1.6（百万Gs）、1996年は1.5（百万Gs）、1997年は1.7（百
万Gs）、1998年は1.9（百万Gs）、1999年は2.1（百万Gs）、2000年は2.0（百万Gs）
となっており増加傾向となっている。

収入と費用との関連性からみると、1981年から1990年の10年間で営業収入増加
は9倍、費用増加は14倍、1991年から2000年の10年の間で営業収入増加は4.4倍、
費用増加は6.8倍と、収入よりも費用の方が増加していることが分かる。

また、電話回線容量増は、電話インフラの整備を最大目標にした公共事業であ
り、ANTELCOに対する政府の電気通信事業への投資額は、1989年を境にして政
府の公共部門への総投資額に対し10％台と増加に転じ、1990年は10.4％(234.7億
Gs)、1997年24.6%(4,165.3億Gs）、1998年11.6%(1,956.3億Gs）と、1989年と1997年
の投資額比は26倍の増加となった。
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          図 3  ANTELCO経営成績の推移(1)             

        出所：ANTELCO財務資料を参考に筆者作成。

        表 3  ANTELCO経営成績の推移(2)

� � � � � � � 出所：ANTELCO財務資料を参考に筆者作成。

2. ANTELCO�����������
CONATEL設置に続き電気通信事業法が制定され、そして国民通信委員会が設置

された。ここに行政権限を集中させることで、ANTELCOの本格的経営改革が試
みられることとなった27。ANTELCOにおける経営改革の特徴は、①人員削減28、
②回線容量の増加による加入者数の増加、③料金の値上げであるように思われる。

職員数の推移は、ロドリゲス民主政権になって以来急増してきたが、1995年を
境にしてやっと人員整理に乗り出したといえる（図4）。しかし、近代化計画の開
始時点との比較では、1984年の約3,300人が、1999年の時点では約6,800名と約2.1

倍に膨れ上がっている。人員の増加の理由は、新技術導入に伴い自動化設備の運
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用を開始した時点で、余剰人員の配置は不要であったが、労働契約上の制約から
他部署への配置換えが困難であったという。さらに、パラグアイでは、電話技術
を有する技術者はANTELCO以外になく、将来の電話局新設などで必要となる人
員の確保難から、やむなく余剰人員として抱えざるを得なかったことの一因であ
る。また、技術者の退職に際して憲法で保証されている退職金が高額（10年勤務
で約30ヶ月程度）なことや、職業訓練など企業に課せられる責務が重く、容易に
退職を勧奨できないことなどの制約がある。これら特殊要因が人件費の増加を招
いているともいえる。また、労働組合が民営化反対・阻止運動に早くから取組み、
経営者に対する影響力が強かったことも原因としてある。しかし、人員の削減は
1995年以降となったが、上述の高額な退職金と諸経費が含まれることから、人件
費は逆に増加傾向となり、当初の目的と矛盾する結果となった。

次に、1985年から始まった日本政府の円借款事業による電気通信網拡充計画
（約14億円）の下で、旧式の電話交換設備を40.2万回線の容量を持つ最新の設備
に更新した(表2)。1998年以降には、追加の設備投資を行い、さらに20万回線を確
保し、合計60.2万回線の容量を確保する計画であった。また、（図5）の加入者数
は首都圏への人口集中化と共に増えて、1989年の時点では、回線容量に対して3

分の１の約10万人であったものが、その後年20%ずつ増加し続け、累積で1998年
には1989年の2.6 倍の260,736 人まで増加した。この実績は、当初計画の38.2万人
に対し68％まで達成した。なお、1998年以降も加入者数が着実に増加し、2000年
には299,633人となった。普及率も1981年当時で、人口100人当たり1.7台であった
ものが、1998年には同5.0台と大幅な改善を示したが29、当初計画の同8.0台と比較
して下回った。

図 4 ANTELCO 職員数と人件費の推移

出所：ANTELCO 財務資料を参考に筆者作成。
出所：ANTELCO財務資料を参考に筆者作成。

図 5 電話回線容量と加入者の推移及び普及率 
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 ANTELCOは増加した人件費を補うために加入者を増加させる戦略を採用した。
詳細は把握できないが、近代化計画の進捗から推測すると、首都圏を中心とした
電話加入者が飽和状態にあると推測できる。なぜなら、電話加入者の約66％は首
都圏の利用であることと、首都圏における貧困層は27％を記録していることから、
首都圏の中間層以上の約90％以上が加入していると推測できるからである。一方、
地方では人口密度が極端に低く、設備の更新を行っても利用度合いが低く、設備
の非効率化を招くことから、地方の市町村の電話設備の更新を当初計画では、800

ヶ所としたものの実績は半分の約400ヶ所が実情であった。そのため、ANTELCO

は地方における近代化計画の終了後も加入者の増大を図るために、事業を継続す
ることによって、投資を細切れに増大させていたのである。しかし、実際に回線
容量を増加させても(図5)、電話サービスを享受できない貧困層（総人口の約60％
30）のうち、43%が地方に居住しているため、需要増には結びつかなかったのであ
る。つまり電話サービスを享受できるような設備の状態であっても、貧困のため
に電話サービスを利用できないために、公共投資を増加させてもANTELCOの収
入の増加には結びつかずに、維持管理費用の増加を招いたのである31。

ANTELCOは電話利用者が飽和状態にあるとの認識が深まるにつれ、その打開
策の一つとして利用料金の値上げが検討されるようになった32。ANTELCOの電話
利用料金体系は、設備投資額に見合った料金設定（固定料金と基本料金および政
府補助金）を国有化当時から採用していたことから、料金値上げ前の段階で、ラ
テンアメリカ諸国と比較しても料金価格が高くなっていたのである33。このよう
な状況の中、電話利用料金を値上げしたため、低所得層並びに中間層をも直撃し、
電話加入者数の減少を招いた。このことがANTELCOの収入を大幅に減少させ、
利益率の低下を招いた要因となった。

このように、ANTELCOの経営改革は、人員削減や料金値上げなど、負の側面
も伴っているが、上述した要因により、ANTELCOは赤字に陥ることとなり、
ANTELCOの事業が国家財政赤字に影響を与えてしまい、さらに非効率な組織形
態を維持しようとしたANTELCOの思惑が表面化したのである。そして、最終的
には国民通信委員会から経営の非効率さを指摘されるようになり、公社形態での
経営改革は限界との認識が政府内やIMF・世銀に広がり、本格的な民営化への政
策論議がなされるようになった34。

Ⅳ. ANTELCO���������COPACO���
1. ANTELCO��������
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前述したように、ANTELCOの経営改革が限界となったことから、政府の民営
化推進委員会（西語名：Consejo de Privatización）を中心に、ANTELCO民営化に
ついての議論が開始されることとなった。民営化推進委員会の委員であり、パラ
グアイの公共経済学者としても代表的論者である、カトリック大学経済学部の
Villamayor教授は、政府の構造改革により求められる主な社会・経済的成果につ
いて、①公企業に対して国庫からの補助が解除され、透明性を高めることによっ
て外国資本を導入する。②改革を実施し、選択と集中による予算配分を行うこと
によって、競争的な国家としつつも、社会分野への予算も確保する。つまり、健
康・教育・安全・生活の質の改良に必要とされるサービスなどを競争的市場経済
を通じて行い、公共サービスの普及や料金価格の低下、または改善によりパラグ
アイ国民の福祉を向上するという2点を指摘している35。

そして、CONATELはANTELCOに対し、民営化を前提とした2つの方針を要求
した。第1に、非効率なANTELCOに民間活力を導入し、かつ経営の効率化を推進
し、ANTELCOの組織をサービス提供機関に衣替えすること。第2に、ANTELCO

の民営化を実施し、経営が効率的になることを確認したうえで、電気通信分野に
競争を全面的に導入することであった。さらに、ANTELCOに対して、IMF・世銀
の強い意向を受けた政府や国会から一層の経営効率化を求める動きが出てきた36。
また、ANTELCO内部にも政治や政府の管理・監督によって社内規則が侵害され、
主体的な経営を難しくしているとの認識が広がり、民営化へ向けた諸条件が整っ
てきたのである。

ANTELCOは民営化工程を検討のたたき台として提案を行った(図6)。それは、
既得権益の保持を中心とした民営化案であった。すなわち、①民営化時期の明確
化、②民営化法律案の作成 ③新遠隔通信法（無線利用の携帯電話など）の制定、
④新遠隔通信法成立から3ヶ月以内に株式会社案の提出、⑤無線電話分野の開放は
ANTELCO他1社に限定、⑥提供者は原則国際入札、⑦入札条件（価格と条件）、
⑧入札条件の事前公開、⑨ANTELCO他1社は電気通信役務の提供（市外、国内長
距離、国際）及びデータ通信サービスなどであった。IMF・世銀はANTELCOの民
営化の論議の高まりを歓迎し、市場経済への阻害要因の払拭に注視しつつも、民
営化工程の実行に積極的な対応を迫った。

2000年のANTELCO民営化の審議は、上院にある「金融経済政治審議会」で行
われた。1991年に施行された民営化促進法（法律第126号）の法案内容に基づき審
議された。特に、審議に際しての要点は、ANTELCO関係者からの聞取り調査に
よると、審議は効率化に関する事項（民営化工程、資産の評価額及び資産の譲渡、
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または売却、負債の整理、業務請負契約、従業員の整理と退職金の支払いなど）
が中心であったが、利用者優先のサービスの重要性も審議の対象となったという。
審議内容は非公開のため詳細を把握できないが、ANTELCO関係者から得た民営
化実施までのANTELCOが提案したという工程表を見ると、民営化の実施時期は
2001年1月、株式会社への変更は2004年1月であった。

図 6  ANTELCO 民営化工程
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 出所：ANTELCO 及び CONATEL の内部資料を参考に筆者により加筆・修正

2. ���COPACO���
このような国会での民営化法案作成過程において、米国・英国・ブラジル・ア

ルゼンチンを中心とした企業などが、ANTELCOの買収を計画していることが報
道され37、さらにIMF・世銀が効率性重視の方針を示したことに対して、野党や国
民によって大規模な民営化反対のデモ38が発生し、法案作成の利害対立が激化し
たのである39。大規模な民営化反対のデモが生じたのは、前述した、1990年代初
期の完全民営化の失敗のように、民営化しても経営が安定せずに、電話利用料金
の値上げや、地方の切り捨ての問題などを引き起こし、サービスを享受する消費
者の範囲を狭めてしまう40という指摘がある。

さらに、P.Klasse氏が述べているように、ドイツの移民が多いことによる、労働
者の生活環境を重視するといった文化的事情41、さらには、権力の恣意的な乱用
や、汚職などで政治の透明性が確保されないことから、非効率な運営によって発
生する損失を、借款42に求めるのではないかという政治的事情、アルゼンチンの
金融危機の影響による、景気低迷といった経済的事情といった要因も加わったの
ではないかと思われる。

一党独裁から多党制に変わり、政治戦略も社会化から市場経済重視へと転換し
つつあるなかで、パラグアイの構造改革は、持続可能な経済モデルの構築と国民
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の参加に、その基本的条件が置かれているのであるが、パラグアイの民営化の社
会的な使命の一つである従業員の持株に対する有利さが失われるという危惧が、
民営化の反対運動を促した側面を忘れてはならないだろう。

このように利害対立が激化するなかで、民営化法案は、Villamayor教授の見解
に見られるように、競争的市場経済を原則として、社会福祉と並んで公企業が不
足する社会的資本を供給することを、市場経済の不可欠の構成要素とした点を考
慮して、部分的民営化という形態を採用したのである43。このようなVillamayor

教授の見解は、公企業のサービスと資産について、「公共サービスを、民間がそれ
をよりよく遂行しうる場合には民間に委譲すること、そして国家的利害が損なわ
れない場合には、公共資産を民営化することである。44」とした、ドイツにおけ
る社会的市場経済の民営化論と共通する点があるように思われるが、同教授は、
「政府の新社会経済政策に従って民営化企業に対して、増資などの資本増強を行
うために、部分的に民有とすることである。国会は関連法律の制定によって、移
行をスムーズに行う場合や、民営化関連の投資銀行や経営コンサルタントのアド
バイスによって決める場合もある。この資本増強への道筋は、憲法に規定されて
いる100％労働者への社会的貢献を果たすことである。政府と労働組合の所有は
49％、残り51％は、民間会社として共有財産となるのである。それは、国民に奉
仕してきた公企業からの変革した価値を、市場価値に従って経営と技術に貢献す
るよう、共同経営の精神を維持することである。45」と社会政策上の意義を述べ
ている。

同教授の見解は、明らかにネオ・リベラリズムとは対立する要素が含まれてい
るのであるが、ここに、前述したように、1990年代に他の公企業において民営化
した時に、倒産などの、一部あまり成果が見られなかったという反省点を教訓と
している点や、ANTELCOの民営化が、ラテンアメリカ諸国のそれとは異なる特徴
がある点を、見出せるように思われる。

ANTELCOは国会での審議終了後（2001年12月）に民営化され、組織形態が株
式 会 社 で あ る 新 電 信 電 話 株 式 会 社 COPACO （ La Compañia Paraguaya de 

Communicaciones Sociedad Anónima）（法律第1615号）となった。ANTELCOの資産
は、公共事業通信省令（第15528号）によってCOPACOに引き継がれ、政府と
COPACOは電話事業等に関し、20年の電話設備等利用（ライセンス）契約を締結
し、株式の約80％は政府保有、残る約20％の株式は従業員持株とした。そして固
定電話事業は自由化されなかったものの、付加価値業務として携帯電話事業が自
由化され、新規参入を推進することになった。その他事業であるファックス、デ
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ータサービス、インターネットなども逐次自由化された。
民営化後の利便性に関して、筆者が行ったパラグアイ首都のアスンシオン市の

市役所幹部に対するインビュー調査によると、①電話利用料金は、民営化直後に
30％程度値上げがあった。②電話の故障修理サービスは、首都圏地域のコールセ
ンター設置によって連絡体制が整備されたことから、対応時間が早くなったが、
地方は修理拠点の統廃合によって人員が削減されて、対応がむしろ遅くなったと
いう。③都市部での料金支払いには、銀行振り込みが可能となった。というよう
な回答であり、主に都市部での利便性の向上などが特徴であった。また、固定電
話の加入者数の減少は2001年以降も続いており、携帯電話事業への新規サービス
の提供が、開始されたことによる影響も考えられるのであるが、COPACOの2002

年の財務指標を見る限りでは、携帯電話の接続サービス事業は、あまり収益を上
げていないことから固定電話の加入者数の減少と携帯電話の普及の因果関係は、
明確に確認することはできなかった。
最後に、民営化後も労働者や農民が、政府持分の株式を外国の投資会社へ売却と

いう政府の方針に対して、断固反対の抗議デモを行っているのである。

����
 

本研究のまとめとして以下の4点および今後の課題を述べたい。
 第1に、本研究の対象であるANTELCOは、パラグアイの他の公企業改革や、ラ
テンアメリカ諸国における電信電話事業の民営化などと比較すると、混合形態（国
有・民有）での民営化という異なる特徴を有しているのである。第2に、ANTELCO

の経営改革が行われた背景は、 IMF・世銀の要求により、特に自由化のための
CONATEL設置などの法整備を行ったものの、不十分であったこと。そして、政府
とIMF・世銀との対立が生じたことなどである。さらに、通信自由化について議
論を進めるWTOに対しても、対立的な関係となっていたのではないかと思われる
が、そのために、政府は、民営化や自由化ではなく、ANTELCOの経営改革の実施
を選択することで、電信電話事業の効率化を進めようとしたのである。第3に、
ANTELCOの経営改革が失敗に終わったのは、①人員削減したにも関わらず人件費
を増加させるという矛盾を起こしたこと。②その矛盾を補おうとして、加入者を
増加させることによって、収入を増加させるために、首都圏における貧困地域や
地方での電話回線網を拡充したが、結果として貧困や地理的条件により、加入者
の増加には結びつかずに、管理費の増大を招いてしまったこと。③その結果とし
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て、料金の値上げに頼ってしまい、これが長期に亘る加入者を減少させてしまっ
たこと、という要因が大きかったのではないかと思われる。そして、このような
経営改革には負の側面も伴っていたのである。さらに、経営改革の失敗は、同時
に、ANTELCOの事業が国家財政赤字に対して、より一層大きな影響を与えてしま
うことを意味するのである。第4に、1990年代の他の公企業の民営化で、民営化後
に倒産などの問題が生じたことから、ANTELCOの民営化法案作成において、料金
値上げや地方の切り捨てなどを懸念し、社会的対立が激化したのである。そして、
その結果、効率性と公共性のバランスを確保するために、民営化の形態は部分的
民営化という形態が採用されたのである。
 最後に本研究は、ANTELCOの民営化について考察を行ったものであるが、民
営化に至るプロセスを中心にしたものであり、民営化後の成果や問題点について
はあまり多くは明らかにされていない。また、資料上の制約によりデータが明確
でない部分もある。さらにANTELCOが研究対象であったために、他の公企業改
革については多くは述べることはできなかったが、これらの点については今後の
課題としたい。
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