
平成 20 年 9 月 17 日 
特別会計改革の方向性について         

～ストック管理のあり方を中心に～  
          八代 尚宏 

 
 
１． はじめに 
 
行政改革推進法（平成 18 年 6 月）、特別会計に関する法律（平成 19 年 3 月）

の制定によって、特別会計の統廃合（31 会計→17 会計）、積立金・剰余金等を

活用した財政健全化への貢献1、剰余金の一般会計繰り入れルールの設定、企業

会計ルールを参考とした情報開示などが整備され、ここ数年で特別会計の効率

化が進んだことは高く評価される。なお、行革推進法では、特別会計について

2011 年 4 月以降、5 年ごとにその設置の要否を見直すこととされている。 
民間議員ペーパー「特別会計改革に向けて（平成 20 年 7 月 28 日）」で示され

た論点の内、「ストック管理の見直し」の部分については、①バランスシートの

算出根拠など情報開示、②積立金・剰余金の規模の適正化、③資産内容と運用

の適正化等の課題が残されている。ここでは、限られた範囲ではあるが、特別

会計の不透明さを改善し、個々の特別会計について歳出面の無駄ゼロと歳入面

の改善を図るための提言をまとめた2。 
そのポイントを予め要約すると、以下の３点となる。 
第１に、特別会計のさらなる情報公開・透明性向上によって、事業の効率化

と国民に対する説明責任を明確化すべきである。 
 
第２に、積立金・剰余金等のストックは、必要性・妥当性に対する説明責任

を徹底するとともに、規模の適正化・資金運用の効率化等、適正な活用を行う。 
 
第３に、積立金を取り崩して一般会計の歳出に充てる「埋蔵金」論議は、財

政規律を損なう。「ストックからストックへ」の大原則を維持し、政府資産と債

務の両建てでの削減・国民負担の軽減を目指すべきである。 
 
                                                  
1  18 年度予算で財政融資資金特別会計から、12 兆円を国債整理基金に繰り入れ、外国為

替資金特別会計等から 1.8 兆円を一般会計に繰り入れ。20 年度予算でも財政投融資特別会

計から 9.8 兆円を国債整理基金に繰り入れ、外国為替資金特別会計等から 1.9 兆円を一般会

計に繰り入れ。 
2 鈴木豊青山学院大学教授と上村俊之関西学院准教授からのヒアリングに感謝する。 
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２． 特別会計に共通の課題 
 
 特別会計は個々の事業や資金の状況を区分経理することにより、受益と負担

の関係や、事業毎の収入と支出の状況の明確化を図るために設けられているが、

現実には、以下のような解決すべき課題が残されている。 
 
１）特別会計の情報公開 
「特別会計に関する法律（平成 19 年 3 月）」において、企業会計の考え方を活

用した財務書類の作成と国会への提出が定められ、透明性・情報開示の点で制

度的な進展がみられたことは、高く評価される。今後、税金・公金の使い方に

対する経済性・効率性・有効性・妥当性の検証など、さらなる透明性向上、ガ

バナンス強化に向けて、「国際公会計基準（ International Public Sector 
Accounting Standards）」等、国際基準との調和を図りつつ、パブリック・アカ

ウンタビリティーをさらに明確化すべきではないか。 
 

２）積立金・剰余金規模の適正化 
積立金を有する特別会計について、積立金の必要保有規模に関する基準が

明確に示されていない、あるいは示されていても必ずしも合理的とは言えな

いものがあり、その適正さを判断することが困難となっている3。このため、

歳出面の合理化が進むと、その結果、積立金が膨らむだけで、負担の軽減に

結び付きにくい場合もある。積立金保有の根拠については、個別の会計特有

の事情があり、一律に判断することは難しい面があるが、その規模の必要性・

妥当性に関して、説明責任をより明確化する必要がある。 
また、毎年、翌年度の会計に繰り越される歳計剰余金が恒常的に発生して

いるが、この原因を究明し、その情報を翌年度の予算で一般会計繰り入れを

含む収支を見直すために有効活用することが重要である。 
 
３）積立金等の運用効率化 

必要な積立金・余裕金に関しては、その運用の 大限の効率化を図る必要

がある。現行の特別会計の積立金については、原則として財政融資資金への

預託義務が課されており、その例外は年金特別会計のみとなっている（財政

融資資金法第５条） 
しかし、小口の積立金を財政融資資金会計で統一的に運用することには合

理性があるが、兆円単位の大口の積立金については、年金保険特別会計と同

                                                  
3 会計検査院（「会計検査院法第 30 条の規定に基づく報告書」平成 18 年 10 月） 
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様の方法で運用することで、資金のより効率的な運用が可能となる4。そのた

めには、現行の財政融資資金法の義務規定を、一定の要件の下で任意規定に

変更することも考えられる。なお、この場合には、すでに財政融資資金会計

で運用されている資金が自主運用に向けられれば、その分だけ新たな財投債

の発行が必要とされる点に留意が必要である。こうした事態を避けるために

は、財政投融資事業の縮小分について時間をかけて自主運用に転換していく

ことが合理的である。 
 
４）積立金等の活用 
特別会計が有する積立金等については、財政融資資金特別会計とその他の特

別会計で、以下の違いがある。すなわち、①財政融資資金勘定の積立金につい

ては、積立金が所定の金額（総資産の 50/1000）を超える場合、超過分を国債整

理基金特別会計へ繰り入れ（国債残高の圧縮）ることで、国の資産と債務とを

両建てで削減することが可能となる（特別会計に関する法律第五十八条）。 
他方、財政融資資金以外の特別会計では、剰余金の内、積立金や翌年度への

繰り入れ金を控除してなお残余（決算剰余金）がある時には、一般会計へ繰り

入れすることが可能となっている(特別会計に関する法律第八条)。 
しかし、特別会計の積立金・剰余金等を一般会計に繰り入れることは、財政

規律の面から問題なしとしない。すなわち、特別会計の積立金・剰余金を景気

対策等の財源として活用すること（いわゆる特別会計の埋蔵金）については、

①の国債残高の削減に充てた場合と比較して、国債という負債を不変のままで

積立金という資産だけを減らすことになる。これは追加的な国債発行を伴わな

いものの、純計ベースでの債務が増える点では、隠れた国債発行と同じ財政効

果を持っている。さらに、積立金が財政投融資に預託されている場合に、その

積立金だけを取り崩すと財投貸付金が減らない限り、追加の財投債発行が必要

となり、実質的には国債発行と同じになることに留意が必要である。 
このため、必要額以上の部分は、財政健全化の観点から、これを直接国債整

理基金に繰り入れるようにすることも考えられる。なお、財源が税でない特別

会計においては、特定財源（保険料等）の引き下げに充当することによっても、

国民負担の軽減を図ることができる。 

                                                  
4例えば、厚生年金等の積立金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の

運用実績を見ると、平成 19 年度までの直近５年間の運用利回りは、市場運用分が年平均

5.70%に対して、財投債運用分については、年平均 0.96%に止まっている。なお、財政投融

資特会の調達金利は、平成 19 年度実績で 1.47%、運用利回りは 2.23%。 
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３． 個々の特別会計の適正な積立金規模についての必要性・妥当性 
 
１） 労働保険特別会計（雇用勘定） 
雇用勘定では、積立金 4.2 兆円と雇用安定資金 0.9 兆円の合わせて 5.1 兆円の

積立金がある（18 年度決算ベース）。この内、積立金は、不況時の失業給付増加

等により、雇用保険収支が赤字となる場合の資金を前もって手当てするための

ものである。失業給付額は景気状況で大きな変動が見られるものの、現行の年

間失業給付額に対する積立金の比率は、18 年度決算で 3.2 倍と高い水準となっ

ている。ちなみに、これは積立倍率では 92 年の 3.6 倍に次ぐ高水準である。 
この背景には、平成 12 年の雇用保険改革の際の失業給付の適正化（自発的失

業や定年退職に伴う失業給付日数の削減等）により、給付額の水準が低下した

ことや、平成 14、15 年と 2 年連続で保険料率の引き上げを実施5したこと、そ

の後、雇用情勢が改善し雇用保険受給者が大幅に減少したことも積立金の増加

に反映されているとみられる。 
労働保険の保険料の徴収等に関する法律では、年間の失業給付額と積立金を

比較した倍率が 2 倍（雇用保険二事業は、年間保険料収入額と雇用安定資金を

比較した倍率が 1.5 倍）を超えると、保険料率を引き下げる仕組みとされており、

現に平成 19 年度より、保険料率を 0.45%引き下げて 1.5％（失業保険料＜労使

折半＞1.2%、雇用保険二事業＜事業主＞0.3%）となっているが、なお 2 倍を大

きく上回っている6可能性があり、保険料率を引き下げた後の状況に応じた対処

についての考え方が示されていない。こうした積立金の適正規模については、

明確な基準を示すなど、説明責任の明確化が必要である。 
 

                                                  
5 平成 14 年の倍率が 0.16 倍まで低下した。 
6 この保険料率の引き上げ･引き下げに当たっては、法改正を伴わずに機動的に行う観点か

ら弾力条項が定められているが、現在の規定では±0.4%の範囲となっている。 
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雇用保険の収入・支出と積立金
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また、雇用勘定には、一般会計からの繰り入れ額が 1612 億円（給付費の約 1

割）ある（平成 20 年度予算ベース）。これは、雇用対策に係る国の責任の観点

から原則給付費の 4 分の 1 を国庫負担するものだが、積立金が過剰になったこ

とを理由に保険料を引き下げるのであれば、国庫負担も同様に引き下げるとい

う考え方もとれるのではないか7。また、仮に、将来、予想を上回る規模の失業

給付費が必要となり、積立金が枯渇するような事態が発生した場合には、一時

的な借入を可能とする法的な整備を行うことも考えられるのではないか8。 
 他方、雇用安定資金は、雇用保険二事業のための事実上の積立金といえ、雇

用対策を実施するための財源として、景気、雇用情勢の悪化に伴い大幅な支出

の増加を伴うこともあるが、雇用保険二事業の年間支出に対して何倍の資金を

保有する必要があるか整理ができていないのではないか。 
 いずれも保険料率を引き下げた後の状況に応じた対処についての考え方が示

されておらず、こうした対処について検討が必要であり、年間支出額に対する

適正な積立金の規模に関する明確な基準を示すなど説明責任の明確化が必要で

ある。 
 

                                                  
7平成 19 年の雇用保険法改正により、保険料の引き下げを行ったが、その際、国庫負担に

ついては、暫定的に本来の負担額の 55％に引き下げた。 
8平成 18 年まではこうした一時的な借入が可能となっていたが、廃止された経緯がある。 
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雇用保険事業収支
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２）労働保険特別会計（労災勘定、7.8 兆円） 
労災勘定は、労災の際の各種給付費の他、労災年金受給者の将来給付に必要

な資金額をほぼ完全に積み立てており、この積立金の規模の妥当性は、将来に

わたって必要となる年金額を計算して災害発生時にすべて徴収する方式（充足

賦課方式9）によって算定されている。これは、災害発生によって確定した債務

を災害発生時に災害を発生させた時点の事業主集団から全額保険料で徴収する

という意味で、後代の保険料に依存する厚生・国民年金とは異なる面があるこ

とは事実である。ただし、受給者の安定した年金給付を賄うための積立金とい

う点では共通している。また、必要積立額については予定運用利回りを 2%の前

提で算出しているが、現在の財政融資資金への預託による運用利回りは、1%台

半ばを下回っている（平成 19 年度 1.39%、過去 5 年間平均 1.44%10）。仮に厚

生年金の積立金と同様の方法で運用し、より高い利回りを達成することができ

れば11、保険収支の改善から保険料の引き下げが可能となる。なお、同勘定の財

投預託義務を廃止する場合には、追加財投債の巨額発行を避けるために、運用

サイドで財投貸付金の満期到来に合わせて段階的にある程度の時間をかけて預

託義務を廃止することが現実的対応となる。 
 

                                                  
9将来必要となる年金給付費の算定は、賃金上昇率、予定運用利回り（2%）、残存率（労災

被害者の平均生存期間）などの前提を下に算定し、保険料率を計算している。 
10 なお、より長期で労災勘定の運用利回りをみると、過去 10 年平均で 2.13%、15 年平均

で 3.30%となっているが、同期間の厚生年金・国民年金の運用利回りは、各々2.66%、3.54%
となっており、運用利回り格差が拡大したのは、 近になってからと言える。 
11経済財政諮問会議グローバル化改革専門調査会「公的年金基金運用の改革に向けて」では、

より効率的な資金運用を目指した公的年金基金の運用組織の改革を提言している。 
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３）財政融資資金特別会計（20 年度末 10.2 兆円） 
将来の金利変動に備えるための準備金として総資産の一定比率（現在は 5%ま

で引き下げ、これを上回る分は国債整理基金特会に繰り入れ）を積立ている。

過去、積立金が増加していることの要因としては、平成 17 年度以前には、持続

的な市場金利の低下で調達資金コストが低下する一方、ほぼ固定の貸出金利と

の利鞘が生じたことによる。 
金利変動準備金は、将来、金利上昇局面で、運用・調達の期間ミスマッチ（貸

付金の回収時期と財投債の償還時期のずれ）による金利変動リスクに備えたも

のであるが、どの程度の金利リスクがあるかは、数千本に及ぶ金利シナリオを

ベースとしたシミュレーションにより、債務超過のリスクが極めて低くなるよ

うに設定されている12。平成 19 年度で郵貯・年金の預託戻しが概ね終了したた

め、20 年度財投債発行額が大幅に減少したこと、また超長期財投債（20 年、30
年）の発行など発行年限の多様化により、金利変動リスクは、従来に比べて低

減している。 
このため、20 年度に準備金の比率を 10%から 5%に引き下げたところ（この

結果、9.8 兆円を国債整理基金特会に繰り入れ）であるが、将来的には、金融技

術の発達の下で、超長期債の発行増加や、発行年限のさらなる多様化の努力な

どによって、金利リスクをさらに低減させることが可能となる。したがって、

現行の 5%基準の妥当性については、その妥当性についての説明責任を不断に果

たしていくことが求められる。なお、財投改革の進展に伴い財投規模の縮小が

進めば、現行の準備金比率の下でも必要準備金の金額が低下することから、こ

れとの相乗的な効果も期待できる。 
 
４）外国為替資金特別会計 
外国為替資金特別会計では、為替安定化のために、現在、100兆円規模の外貨

準備資産を保有している。この大部分を米国債で運用しており、約4.5％のドル

ベースの利子収入があるが、この外貨準備は、過去急激な円高を阻止するため

にドル買い・円売り為替介入を実施した際に介入資金調達の目的で外国為替資

金証券(為券)という短期国債を発行して調達したものであり、約0.5％の利子支

払いとの差額４％分がドルベースの運用益となっている。外為資金特別会計で

は、この４兆円の運用益に見合った額の円ベースの為券をさらに発行しており、

それで調達した資金（円貨代わり金）を毎年積立金として積み立て、これを財

政融資資金特別会計へ預託している他、一般会計繰入れにも充てている。 

                                                  
12現在の基準（50/1000）は、モンテカルロ・シミュレーションによって、3000 本の金利

シナリオのうち、信頼区間 99%で債務超過発生件数が 3 本（1/1000）に止まるよう設定。 
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 この積立金の性格については、70 年代半ば以来の円高に伴う為替評価損に見

合う部分を積み立てるものとなっているが、その適正な規模に関する基準は保

有外貨資産の 30/100 とされており、現在の積立金残高（20 年 6 月末 17.5 兆円）

では、なお積立不足となっている13。こうした状況も含めて、積立金の必要性・

妥当性に対する説明責任を果たしていくことが求められる。 
以上のような、外国為替資金特会を通じて国の資産（財投資産）と負債（為

券）を両建てで増加させることがストック管理の観点から望ましいと言えるの

か、単に、外貨資産のまま保有して、それを円ベースで評価することでどのよ

うな問題が生じるかを検討する必要がある。他方、仮に、為券発行で得た収入

を国債残高の削減に充てる場合でも、国債という政府の長期債務を為券という

短期国債に代替するだけで、国全体としての債務残高の削減には結び付かない

点14に留意する必要がある。また、すでに高金利の米国国債で運用している外貨

準備の利子収入（日米の金利差）は、長期的には外為市場の裁定取引を通じて

為替リスクに対応していると考えれば、その一般会計への繰り入れは、為替リ

スクの増大という形で、隠れた簿外コストを伴っている。このため、特別会計

の透明性を図る観点からは、外為資金特別会計についても財政投融資資金特別

会計への預託義務を外して、外貨のままで保有することも考えられる15。 

 
５）社会資本整備事業特別会計（空港整備勘定） 
道路整備、治水、港湾、空港整備、都市開発融通資金の 5 つの公共事業関連

特別会計は、20 年度に統合され、社会資本整備事業特別会計となったが、行革

推進法では、空港整備勘定について将来の独立法人化等を検討することとなっ

ている。 
空港整備勘定については、①収入プール制をとっていることから、空港毎に

どのような財源が充てられているか不透明、②歳出面で国管理の空港について、

空港整備費のみ北海道、離島、沖縄、その他の粗い区分があるだけ、③有形固

定資産についても区分経理がなされておらず、どの部分が償却資産なのか、ど

のように減価償却されているのかが曖昧、④借入金や引当金などの負債も空港

別に区分されていない、⑤資本概念が整理されていない、⑥空港使用料収入な

ど営業キャッシュフローによって整備したインフラ資産、剰余金などの自己資

                                                  
13過去の累積為替差損を考慮すると、この積立金規模は 101 円までの円高に備えたものと

なっている。なお、平成元年以降の評価損比率が平均 26%となっていることが、積立金比

率 30%の根拠の一つとなっている。 
14 ただし、運用収益が生じた時点で国の純債務は減少する。 
15 ただし、仮に預託義務を廃止した場合には、積立金残高に相当する財投債の新規発行が

必要になるという問題点があり、時間をかけた段階的な対応が必要となる。 
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本の明細が不明、⑦人件費や物件費など空港別の費用が区分されていない、⑧

地方管理空港の収支については、地方の会計に埋もれてしまっているなど、透

明性・情報開示の面で問題がある。 
空港整備特会の経常収支（空港使用料収入－空港等維持運営費）は、黒字の

姿になっているが、過去の投資負担である減価償却を加えると赤字になってい

るとみられ、その赤字補填のために一般会計からの繰り入れがなされている状

況である。他方で、空港に隣接する駐車場ビル等の施設が所管官庁関連の財団

等の運営となっており、本来、空港に所属すべき収入の一部が流出している場

合もある。 
今後の独法化等の検討に当たっては、新たな財政負担を生じさせないように

するためにも、個別空港に関する収支・バランスシートなどの徹底的な情報公

開により、ガバナンスを強化することが大前提であり、滑走路・管制塔等の本

体部分、ターミナルビル、周辺の関連駐車場を含めた三位一体型の財務報告書、

政策コスト分析の空港への適用が必要ではないか。 
また将来的には、本体部分とそれ以外の上下分離方式による空港運営の独立 

採算性への移行と民営化を視野に入れた取り組みが必要ではないか。なお、地

方の赤字空港については、地方自治体に譲渡して地方自治体のコストによって

運営することが考えられる。また、国全体の観点から、ナショナル・ミニマム

としての維持が必要とされる離島については、所要の財源を確保した上で当面

維持を図ることとする。 
 
 
４． 結論 
  
以上をまとめると、以下の通りである。 
 

 第１に、特別会計の積立金については、適正な規模に関する基準が必ずしも

明確でない、あるいは数値などで示されていてもその根拠が必ずしも合理的で

ないものがある。また、特別会計に関する財務書類についても、企業会計原則

の考え方を参考に一定の前進がみられたが、透明性確保、ガバナンス強化の観

点から将来的には、パブリック・アカウンタビリティーを強化すべくさらなる

改善努力が必要である。 
第 2 に、特別会計の巨額の積立金を効率的に利用しないことは逸失利益とい

う無駄の要因となる。このため、積立金の財政融資資金特別会計への預託義務

を一定の条件の下で段階的に撤廃することである。この条件としては、労働保

険特会労災勘定のように大口の積立金を長期に運用する場合には、すでに預託
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義務のない年金特別会計の運用を参考に資金運用を図ることは検討に値する。

また、外国為替資金特別会計のように、それ自体が米国国債で効率的に運用し

ている場合に、あえて短期国債を発行して両建てで資産・負債を増やす必要性

は乏しい。 

第３に、行革推進法で、将来の独立法人化等を検討することとされている空

港整備勘定については、新規の空港整備計画がなくなった現在、速やかに個別

空港についての収支・資産内容を明確化させることで、独立行政法人化等の実

現、または民営化を急ぐべきである。 
 

 

５.「ストックからストック」への原則を堅持すべき 

 

特別会計の積立金・剰余金等をいわゆる「埋蔵金」として景気対策の財源等に

活用することは、政府の負債を維持したまま資産を取り崩すことにほかならず、

財政規律上極めて問題が大きい。積立金等のストック管理のあり方を見直した

成果は、直接、750 兆円の政府債務残高の削減や保険料等の国民負担の軽減に充

てるべきである。 
 
                               以 上 

 


