
 1 

「日本２１世紀ビジョン」経済財政展望ワーキング・グループ第２回会合議事要旨 

 

（開催要領） 

１．開 催 日 時 ：平成 16 年 10 月 13 日(水) 14:00～16:00 

２．場    所 ：合同庁舎４号館共用第１特別会議室 

３．出席メンバー：  

主 査  吉田 和男   京都大学経済学部教授 

副主査  井堀 利宏   東京大学経済学部教授 

メンバー 岩本 康志   一橋大学大学院経済学研究科教授 

同   大石 亜希子  国立社会保障・人口問題研究所 

社会保障基礎理論研究部第二室長 

 同   小塩 隆士   神戸大学大学院経済学研究科助教授 

    同   河野龍太郎   ＢＮＰパリバ証券会社経済調査部長 

    同   篠﨑 彰彦    九州大学大学院経済学研究院教授 

 同   鈴木 玲子    社団法人日本経済研究センター主任研究員 

    同   塚本 力       国立保健医療科学院福祉サービス部長 

                兼 内閣府事務官（企画官） 

    同   林 伴子    内閣府経済社会総合研究所主任研究官 

                兼 内閣府事務官（企画官）     

同   チャールズ・ユウジ･ホリオカ  

大阪大学社会経済研究所教授 

同   宮崎 成人   財務省主計局主計企画官（財政分析担当） 

            兼 内閣府事務官 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１） マクロ・フレームの検討にあたって考慮すべき論点について 

（２） 日本の経済社会の新たなコンセプト、シナリオについて 

３．閉会 

 

（配布資料） 

資料１   経済財政展望ワーキング・グループの審議状況について 

      （第２回「日本２１世紀ビジョン」に関する専門調査会資料） 

資料２   ２０３０年の経済財政展望のイメージ 

資料３   「日本２１世紀ビジョン」マクロ・フレームの検討に当たっての論点 

資料４   ワーキンググループ・メンバー提出資料 
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参考資料１ マクロ経済の現状と展望に関する検討資料 

参考資料２ 既存資料の概要（IMF 世界経済見通し２００４秋 第３章） 

参考資料３ 「日本２１世紀ビジョン」経済財政展望ワーキング・グループ第１回会合議事要旨 

 

 

（概要） 

○ 事務局から資料２に基づいて「２０３０年の経済財政展望のイメージ」について説明。 

 

○ 事務局から資料３に基づいて「『日本２１世紀ビジョン』マクロ・フレームの検討に当たっ

ての論点」を説明。 

 

 

各委員からの意見 

○ マクロ・フレームの取り組みの体制について、政府全体として整合的に取り組んでいるのか。

例えば、社会保障に関係する厚生労働省、公共事業に関係する国土交通省などとの調整がとれ

ているのかをお伺いしたい。 

  事務局の資料では民間研究機関の推計結果は多く出されているが、政府の重要な推計結果が

抜けている。厚生労働省からは、社会保障や労働力の見通しが出ており、政策的にも重要であ

る。こうした推計と異なったものを出すのであれば、そちらの議論とビジョンの議論との関係

ということも問題となる。しがらみに囚われることはないが、いくつかの政府の見通しは無視

できないと思う。 

  個別の論点についてみると、人口推計については、直近の出生率の動向に大きく左右される。

今後も同じような動きをすることが想定される。あと、２年程度で新しい人口推計が出てくる

ことになるが、そうすると、中位推計、低位推計いずれを利用するにしても、このビジョンの

命はあと２、３年となってしまう。 

次に、2030 年までは高位・中位・低位のいずれの推計でも大きな違いはないという議論があ

ったが、年少者の人口や、個別の論点として教育や家族給付・社会手当、税の扶養者控除など

の財政の推計はかなり影響を受けると考えられる。０～14 歳人口で見ると、財政の推計値は２

割程度違ってくるのではないだろうか。 

労働力の分析について、日本の高齢者の労働力率が高い理由として自営業者比率が高いこと

がある。そのため、労働力については雇用者と自営業者に分けた推計が必要である。 

  また、労働時間の短縮が豊かさにつながると説明があったが、そうすると、早期退職も豊か

さの指標の一つと見なされるわけであるが、労働時間の短縮と高齢者の労働力率の上昇は簡単

に結びつかず、整理が必要だと考える。 

  難しいのは生産性の問題である。TFP の正確な計測は難しいが、結果を出すだけではなく、

背景にある問題点、計測の問題点にも踏み込んだ分析をしておく必要がある。しっかりとした

文献展望をする必要がある。また、専門調査会の中に作られたワーキング・グループであるの
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で、かなりつっこんだ分析も必要だと考えており、こうした分析についてもその痕跡を残した

方がよいと考える。最近では 90 年代の日本において TFP の成長率の低下はなかったという結

論を出している分析もある。今後どのような TFP の数値を前提とするのかということだが、年

金財政再計算に用いられた数値と違った数値を採用した場合には、年金の議論をする際に影響

を受けるということにも注意する必要がある。 

TFP 成長率の設定値についての考え方を示すと、悲観ケースとしては、年金財政再計算で使

っている 0.7％という数値が妥当ではないだろうか。楽観ケースでは、仮に 90 年代の TFP 成長

率の低下が無かったとすると、長期的に 2％ぐらいが妥当ではないだろうか。こうした数値が

候補としてあげられると思う。ただし、TFP 成長率が 2％ではかなりバラ色の姿が描かれるこ

とになり、楽観過ぎるという批判が出ることが予想され、どれだけ支持が得られるかは疑問で

ある。 

  物価上昇率については、ゼロ金利解除後、あるいはデフレを脱した後の長期的な姿として、

どのようなインフレ目標を設定するかということによって決まってくる。理論的には、望まし

い物価上昇率として、それを、負、ゼロ、正のどこに設定するべきかという問題があるが、そ

れは現状における重要度の加重平均で決まってくると考える。今、マクロ・フレームの中で、

長期の物価上昇率を政策変数として決めるとなれば、それは中央銀行がどのようなインフレ目

標を設定するのかという議論になるだろう。現在、日本銀行は中長期のインフレ目標は立てて

いないが、妥当な物価上昇率は１～２％であり、これにレンジをつけることが妥当と思う。 

 

○（メンバーより指摘のあった、マクロ・フレームの取り組み体制ついて事務局より説明） 

  マクロ・フレームの作成の作業はまだ始まったばかりであり、現時点で事務局が先行してマ

クロ・フレームの取り組みの体制について政府内で何らかの調整をするということは行ってい

ない。今回のビジョンについては、大臣からも思い切った議論をしてほしいとのメッセージが

あり、幅広い視点から議論するというプロセスが必要と考えている。他方、関係省庁からのヒ

アリングを行うワーキング・グループもあると聞いており、そうしたことも活用しつつ、関係

省庁の意見をできる限り聞いて、それらを集大成する形でマクロ・フレームを出したいと考え

ている。 

 

○ まず、このビジョンのタイムスパンについて伺いたい。それは、30 年先なのだろうか、それ

とも 21 世紀中ということなのだろうか。そこを明示していただきたい。 

  中身については、１つは、一人当たりの所得をどの程度考慮するかということである。経済

成長のペースが下がると考える場合は、一人当たりの GDP の議論をある程度しておくべきと考

える。それは、豊かさの指標としてだけではなく、財政・社会保障の在り方にもかなり関わっ

てくるからである。例えば、人口が少なくなり、一人当たりの取り分が大きくなれば、財政・

社会保障を結構負担できるのではないかとも言える。そう考えると、今後団塊の世代が引退し

年金財政の運営が困難になると言われるが、むしろ、頭数が多く、これまで賃金を抑制されて

いた団塊の世代こそ、それ以降の世代が助けるべきであるという議論が出てくる。これは、重
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要な論点であり、アカデミックな世界でも、人口動態リスクを分散するために、国債や賦課方

式という世代をまたがる財政運営の方法があるという議論があり、これは押さえるべき問題で

ある。作業的には、実際に人口が減少した際に、資本装備率がどう変化し、それが一人当たり

の所得にどう影響するかというメカニズムがどの程度踏まえられているかが気になるところ

だ。そういった議論は、経済をオープンにするか、クローズにするかによっても違ってくる。

オープンにするのであれば、資本を海外から持ってくればよく、資本装備率に注目しても意味

がなくなる。これらはマクロ・フレーム全体のあり方を決める話なので、注意しなければなら

ない。 

  次に、所得格差についての議論も重要である。ジニ計数がかなり顕著な上昇を示しているが、

経済学者の一般的な議論では、そのかなりの部分は高齢化で説明されるため、慌てることはな

いとされる。しかし、高齢化が進むと、所得格差の大きい高齢化世代の経済全体に占めるウェ

イトが高まるため、所得格差の問題は今より重要になるだろう。したがって、マクロ・フレー

ムの前提となる税制・社会保障を考える場合には、所得格差がどこまで拡がるかを議論してお

く必要がある。 

 

○ 今回の作業では、選択の余地はあると思うが、2030 年頃を一応の射程距離と考えている。た

だし、2030 年以後もどういった問題があるかを考慮する必要はあると理解している。 

 

○ 生産力が生産性、財政が分配に近い概念であると考えれば、財政再建や社会のあり方を考え

る場合には、どれぐらいパイを作る力があるか、そのパイを社会のメンバーでどう分配するの

かという問題が大事になってくる。その意味で生産性の概念は重要である。 

  今回のビジョンでは成長率という「量」の概念ではなく、労働生産性（それも、循環要因を

取り除いた構造的労働生産性）という「質」の面をメッセージにすべきと考える。確かに、80

年代後半には高かった成長率が 90 年代の前半に相当落ちており、その要因を手元の推計をも

とに判断すると、経済全体が停滞して労働投入が落ちたことも影響している。また、労働生産

性の要因も 2％ほど落ちたとみられる。しかし、これは景気循環要因として設備稼働が落ちて

いることが大きい。構造要因としては、１％程度の低下がみられるが、水準としては 2％台半

ばを維持しており、70 年代の後半、80 年代の前半と同水準で、過度に悲観的になる必要はな

い。このうち、全要素生産性は 90 年代も 0.9％程度上昇していた。 

  構造的な労働生産性については資本装備率要因と全要素生産性要因に分解されるので、資本

装備率要因、全要素生産性要因が、今後どう推移するかがポイントになる（資本装備率要因、

全要素生産性要因がプラスとなれば、労働生産性はプラスになる）。仮に、資本ストックの伸

び率がゼロであっても、労働投入がマイナスになれば、資本装備率要因はプラスになる。ただ、

労働人口は減っているため、資本ストックがマイナスになるのではないかいう議論もあるが、

資本の不可分性を考えると、労働投入の減少と同じ率で資本ストックが減少するということは

考えにくい。さらに、現在は技術革新の渦中にあり、新しい資本の装備率を上げて付加価値を

高めれば、全要素生産性の上昇にも結びつく。事実、新しい資本である情報資本は 90 年代の
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後半にやや上昇している一方で、一般資本については減少している。これはアメリカでも同じ

である。新しい技術が体現すれば新しい資本が増えるのであって、この先も資本装備率要因が

ゼロになることは考えにくい。 

基本的に資源の最適配分、組織の見直し、人材の最適配置、等が上手く行われれば、全要素

生産性は高まり、資源投入を上回る産出の増加効果が期待できる。技術革新が進み、人材が自

由に移動し、競争社会が維持され、さらに、対日直接投資などによって外国企業の優れた経営

資源が流入してくることを考えれば、全要素生産性がゼロになったり、低下したりすることは

考えにくい。とすれば、やはり労働生産性はプラスで推移すると考えられ、不振を極めた 1990

年代の実績からみて、その下限の基礎力が 2.5％前後ではないかと考えられる。 

次に、中長期の「ビジョン」に対するスタンスであるが、25 年間はほぼ１世代分のタイムス

パンにあたる。経済社会は世代を越えてダイナミックに引き継がれていくものであって、次の

世代に引き継がれる社会が、現在の生産性で一定とは考えにくい、そういった社会では若い意

欲のある人材が、活躍の場を求めて活気ある国外に流出していくと懸念される。中長期のビジ

ョン作りに当たっては、世代を越えてダイナミックに躍動する経済社会の展望こそが大切であ

り、「生産性が一定」と「生産性上昇率が一定」とはビジョンに雲泥の差がある。 

生産性上昇は、Win-Win 関係の十分条件ではないが、必要条件である。生産性一定の社会で

は、あるグループが層を成して勝者になると、別のグループは絶対的に生活水準を落とさなけ

ればならなくなる。それでは社会が安定しなくなるため、下克上を回避すべく人の移動や階層

を固定する必要が生まれる。これは、観念論的な中世モデルであって、ダイナミックな最適資

源配分が行われず、全要素生産性も上昇しない経済社会である。2030 年までの日本の現実は、

国際的に開かれた自由な経済社会であり、数が減るとはいえ、多様性と躍動性を備えた若い世

代が次々に社会参加してくることを考えれば、ある程度の生産性の伸びは期待できる。繰り返

しになるが、日本経済は、基礎的な力として、全要素生産性で 1％前後、資本装備率で 1％代

前半、合計で 2％代半ば程度の生産性上昇を維持できると思う。 

ビジョンのキーワードとしては、「世代を越えた豊かさの継承」、「多様性」、「躍動性」が重

要ではないかと思う。「量」の概念ではない。今の日本の豊かさは、自由な国際貿易・投資が

ある中で維持されているのであり、「経済安全保障」という概念も実は重要だろう。自由貿易

には、制度的な枠組みがあるわけで、その制度的な枠組みにコミットする国際経済政策や戦略

を構想するという意味である。人的資源の問題については、労働力が足りないから不足分を補

うという「量」的な議論はいかがなものかと思う。日本にこういう人に来てもらいたい、こう

いう人材に集まってほしいという、「人を誘致する」発想が必要である。対日直接投資につい

ても同様で、量的なものではなく、再活性化の触媒になるという質的な側面に意義がある。さ

らに、生産年齢人口の減少を上回る労働生産性の上昇があれば経済は縮小しないのであるから、

人口減少イコール経済縮小ではないことも銘記しておく必要があろう。「豊かさ」に対する考

え方は人それぞれで違い、多義的であるが、労働生産性というのはそうした多義性を排除でき

ると意味で、「豊かさ」を客観的に示すキーワードにもなると考える。 

  ただし、生産関数による分析には限界があることも留意すべきである。生産関数は、生産に
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関わった人がどれだけのものを生み出したかを取り扱うだけである。ところが、生みだした価

値を経済社会全体でどう分配するかは、生産に関わっていない非労動力人口を考えねばならず、

生産関数による議論だけではなく、広い意味での一人当たり GDP の概念が重要になる。生産性

の低い人が就労すると、確かに、生産関数の効率性は落ちるが、非労働力の就労機会が増すこ

とで、分配する側の負担を軽くすることができ、社会全体の活力が増すことも起こり得る。 

 

○ 一点だけ申し上げたい。人口推計について、低位であろうが中位であろうが、前回の会合で

2030 年まで生産年齢人口は大きくは変わらないと申し上げたが、今後 10 年間にどのような少

子化対策を採るかで、その後 30 年くらいの人口のパスの方向が決まるので、そういう意味で

30 年間という期間に限らず、少子化に対する方策を採ることが重要である。経済学の世界では、

少子化対策をしても、社会保障財政は改善しないためナンセンスとも言われるが、人々の希望

する子どもの数と、現実の子どもの数にギャップがあるのは事実で、人々の望むライフスタイ

ルを可能とするような政策的支援をすることは全体の幸福を高めるためには意味がある  

と思う。 

  また、一人当たりの成長率についても、今後 30 年間維持され、あるいは上昇するのであれ

ば、子供への需要も出て、出生率が上がるというサイクルが出てくる可能性がある。 

 

○ 日本が今のような状況になったことについて、現状を厳しく認識している。その上で、日本

が経済のトップランナーに復帰するためには、経済・財政を早急に立て直すべきである。2010

年までに財政、特に年金についてやるべきことを片づけ、その後は成長軌道に乗せるために投

資をするべきである。私たちがどういう形でコミットしなければいけないかという姿勢を示し、

例えばここ 10 年、15 年でここまではしっかりとやるという意気込みを見せるビジョンを作る

必要がある。特に、マクロ・モデルでは、そういったことが明確に現れるようにする必要があ

ると考えている。 

  教育投資は家計が子供の数を選択する際の重要な指標である。家計の教育投資額を見ると、

日米の子育て世代の世帯当たり教育費を日米で比較した場合、日本の方が圧倒的に教育費が大

きく、米国では小さい。文部科学省の説明では、日本では子供を私立に通わせている世帯が多

く、また、塾に通わせるケースが多い、などによるとのことである。これを考えると、日本の

方が教育サービスの多様化が進んでおり、高額所得世帯では教育サービスの選択の幅が広いこ

とに満足している結果であると解釈できる。しかし、逆に、公立学校への信頼感が日本では小

さいという解釈もできる。さらに、日本では低所得層でも教育にかける費用が米国を大きく上

回っているという点が指摘できる。 

  次に、公費がどれぐらい教育に費やされているかをみると、日本では初等・中等教育に対す

る公費支出が小さい。日本の親達は教育に対して熱心だが、初等・中等教育は国民のニーズを

満たすだけの水準に達していないのではないだろうか。また、一人当たりでみたときの教育費

の公私の分担についてであるが、日本では家計に任されている部分、つまり家計の負担割合が

大きい。それが一概に悪いとは言わないが、現在の子供たちの置かれている状況を考えると、
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教育費の公私の分担について一度考えてみる必要があると思う。 

 

○ 労働力人口について、単純な仮定をおいて、高齢者、女性の労働力率が上昇した場合にどう

なるかを見てみると、高齢者については、各年齢層の労働力率が 5 歳若い層の労働力率まで上

昇するとした場合、すなわち現在よりも 5 年長く働くとした場合、約 500 万人程度の労働力人

口の増加が見込まれる。今後、労働力率が変化しない場合には 2030 年までに 1,000 万人ぐら

い労働力人口が減少するが、高齢者の労働力率が上昇すれば、その約半分に相当する増加にな

る。この場合の社会は、男性では年金を 70 歳から繰り下げ支給でもらう人が多数派となると

いうイメージである。60～64 歳については、労働力率は現在 70％程度であるが、90％程度の

人達に働いてもらえば、この年齢層の労働力率は 20％程度上がることになる。これがどの程度

可能かを考えてみると、日本人の健康寿命は極めて高いことや、1970 年頃のこの年齢層の労働

力率が、農業が多いが、80％程度であったことを考慮すれば、この程度の上昇は可能であるか

もしれない。しかし、これ以上は難しいのではないかと考える。 

  ただ、問題点としては、現在 70 歳以上で働いている人の内訳を見ると、３分の１は農林業

であり、また、３分の１が非農林自営業・家族従業者であり、今後、どれくらい非農林業の雇

用者で高齢者雇用を吸収できるかがポイントになる。これには、短時間労働のような多様な就

労形態や技術を生かして高齢者の働きやすい環境を整備することが必要と考える。 

  次に、女性のＭ字型カーブが解消し、現在の 30～44 歳層の労働力率が 25～29 歳層の労働力

率である 73.9％まで高まったとした場合、2030 年では労働力人口が約 90 万人増えると計算さ

れる。これは、労働力率が現状で推移した場合の 2003 年から 2030 年までの労働力人口減少分

の約 8.5％に相当する。この年齢層が、仮に 2 人子供を産んで、一回の出産について 13 ヶ月半

休むとすると、実際に稼動しているのは、このうちの 85％程度になると考えられる。なお、1970

年代にＭ字型カーブの底は 40％台であったが、現在では 60％程度になっており、今後更に上

昇する余地はだんだん小さくなってきていると考える。 

  このように、今後、高齢者・女性の労働力率が上昇したとしても、2030 年までに減少する労

働力人口約 1,000 万人の６割程度しか埋められない。だからといって、残りは外国人で埋める

というのではなく、生産性の上昇や、資源配分の見直し等で対応していくべきである。高齢者・

女性については、働く意思のある人が能力に応じて働くことのできる就業環境を整えるべきで、

結果として労働力率が上昇するという発想が重要である。 

 少子化対策については、その効果が出てくるのは早くても 2025 年頃以降であるため、労働力

供給の観点からは今回のビジョンの展望期間を超えた問題であるが、2030 年以降の人口減少の

スピードに関する予想は、企業の設備投資の意思決定など民間経済活動を左右する重要な要素

にもなる。また、少子化問題に対する国民の関心は非常に高く、世論調査でも 76％の国民が危

機感を感じている。労働力として現れるのは 2030 年以降であっても、今回のビジョンでは、少

子化対策について何らかの方向性を示すことが国民からは期待されているのではないかと思う。 

  スウェーデンでは、女性労働力率と出生率が高いとされるが、1980 年代初めまでは、女性労

働力率が上がると出生力率が下がるという右下がりの負の相関関係があった。1980 年代半ば以
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降は、逆に右上がりの正の相関関係になった。これは、育児休業制度の拡充、保育所の整備な

どの家族政策の拡大の結果である。ところが、スウェーデンでは 1990 年代初頭にバブルが崩

壊し、失業率も急上昇したため、安心して子供が産めない状況になり、出生率が低下するとと

もに、労働力率も低下した。90 年代終わり頃からは景気が回復し、出生率も労働力率も上昇に

反転した。 

スウェーデンの例の教訓は二つある。１つは、育児休業制度などの家族政策は一定の効果が

あったということである。もう１つは、出生率に関しては、経済、特に若年雇用の問題が重要

であるということである。現在、日本の女性労働力率と出生率は右下がりの負の相関関係にな

っている。右上がりの関係、つまり、もっと働き、かつ、もっと生んでもらうためには、何ら

かの政策的な後押しが必要である。 

国際的に家族政策に関する財政支出と合計特殊出生率の関係をみると、緩やかな正の相関が

ある。ただし、効果には不確実性も多く、例えば、フランスとドイツは同じくらい家族政策に

財政支出をしているが、ドイツではその効果は出ていない。やはり、少子化対策には効果的な

お金の使い方、中身の吟味が必要である。   

 

○ ２点申し上げたい。１つは、人口減少、生産年齢人口の減少、負担率の上昇については、特

に欧州でも顕著であり、国によっては日本以上の深刻さになっており、この問題は、先進国共

通のチャレンジであるともいえる。だからといって、世界の三大経済圏うち日本と欧州が絶対

的に先行きに明るい展望が描けないとは考えにくい。人口減少や生産年齢人口の減少に過度に

着目することは正しくないと思う。いずれにしても本ワーキング・グループにおけるこの問題

に関する議論は、世界的な文脈に位置づけた上で展開されるべきである。 

  もう１つは、中長期的なマクロ・モデルの作成に当たっては、どうしても、供給側に着目し

たモデルになりがちである。そうなると、人口や貯蓄率・投資、外国人労働者の受入れ、など、

我が国の供給面の制約要件の議論となるが、グローバル化した現状を考えると、移民であるな

しにかかわらず、海外の労働力を活用することは可能であり、仮に供給制約があるにしても、

国境を越えたダイナミックな、供給制約を乗り越えるような動きがあり得るだろう。さらに、

供給制約があっても需要側がダイナミックに変わり得るだろう。これらの考慮をモデルに反映

することは困難かもしれないが、他方で従来のような供給制約的なモデルを作成するのであれ

ば、メンバーが議論している今後のビジョンのイメージと乖離してしまう恐れがあるかもしれ

ない。 

  

○ 人口の置き方についてコメントしたい。出生率が反転あるいは回復するかというが、社会保

障人口問題研究所の中位推計は、出生率をコーホートでみて、出生率が低下してきているのが、

まだもう少し止まらず、もう少し下がったところでとまった時にドップラー効果がなくなり、

結果的に得られる期間合計特殊出生率が反転するというものである。その意味では本当に出生

率が回復するのは高位推計においてである。どうなるかは誰にも分からないが、現在の傾向の

中で積極的に反転すると国民に言っても、理解が得られにくいのではないかと思う。 
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  次に、労働力人口についてだが、労働力率は、就労時間に係わらず働いているかどうかの指

標である。女性の M 字型カーブについて言えば、二つ目の山は相当程度パートタイマーなどで

支えられているものであり、M 字の谷がなくなった社会では、本当に就労を継続している人達

がいる社会である。そう考えると、二つ目の山の部分の労働供給量はもっと増えてくるのでは

ないかと考えられる。さらに、就労が継続し、労働力率の M 字の谷が無くなったとすれば、育

児休業などで実際の就業率が下がっていたとしても、40～50 代の女性の労働に質の改善がある

と思う。 

その一方で、M 字の後ろの山は、未婚者と既婚者に分けて分析すると、M 字の谷が改善して

きている要因には、未婚化、晩婚化がある。女性の労働力化と出生率低下の阻止は二律背反的

なことであり、これを今後どう両立させていくかが政策的な課題になる。 

 

○ 家計貯蓄率の今後の動向について一言申し上げたい。人口の高齢化は今後の貯蓄率の動向に

大きな影響を及ぼす。ライフサイクル仮説が成立している下では、若い人が貯蓄をして、高齢

者がそれを取り崩し、高齢化によって貯蓄率が低下する。問題は、日本においてライフサイク

ル仮説が成立しているか否かだが、日本においてライフサイクル仮説が成立していることにつ

いて、いくつかの証拠がある。まず、ミクロデータとして総務省が行っている家計調査による

と、退職後の高齢者の貯蓄率はマイナス 10～20％となっており、高齢者は大幅に貯蓄を取り崩

している。また、マクロデータでは、時系列データ、国別データ、都道府県別データのいずれ

を用いた場合でも、人口の年齢構成が貯蓄率に有意に影響しており、特に、老年人口の割合が

貯蓄率を引き下げている結果が得られている。時系列データを用いた分析では、日本のこれま

での貯蓄率の低下は、高齢化による部分が大きいという結果になっている。 

  これらの結果は、日本ではライフサイクル仮説が成り立っており、人口が高齢化すると貯蓄

率が低下することを示唆している。 

さらに、ライフサイクル仮説によれば、貯蓄率を規定するのは高齢者の割合だけではなく、

退職した高齢者の割合も重要な要因と考えられている。日本の男性の高齢者の労働力率は着実

に低下している。今後、さらに労働力率の低下が進めば、ますます貯蓄率が低下する。これら

を考慮すれば、今後、家計貯蓄率の低下は避けられないと考えており、これらをマクロ・フレ

ームに反映していただきたいと考えている。 

   

○ 高齢者の行動について一つ指摘したい。ご議論の通り、労働不足を補うために、高齢者が働

きやすい雇用環境を作らなければならないが、こうした政策課題があることを別にしても、実

際に、人手不足になれば、高齢者が労働市場に残るというメカニズムが働くことも無視できな

いのではないか。そうした政策課題をクリアすることによって高齢者がより働くようになるこ

とは、かなり蓋然性が高いものと考えられる。 

先進国では、豊かになるにつれて、退職年齢時期が若くなってきたことは事実である。とこ

ろが、米国では、90 年代の好景気時に、初めてそれが反転し、退職時期が遅くなった。この時

期の米国は、失業者が大きく減少し、数年にわたって高い成長が続いたため、女性の労働力・
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移民が増え、高齢者の労働市場からの退職時期が反転したわけだが、これには、IT の進展など

で自宅での就労が可能になったことや、企業側としても新卒者を採用するよりも、賃金を下げ

られるのならば、長年働いており会社のこともよく分かっている熟練労働者が会社に残る方が

良いということもある。 

  次に、本年から年金の支給開始年齢が 65 歳に引き上げられたことに伴い、企業に一定の措

置期間を置きながら従業員の 65 歳までの就業延長が企業に要請されているわけだが、当初企

業側はこうした就業期間の延長はコスト負担につながると強く反対した。しかし、最近多くの

企業で人手不足となっており、むしろ企業側から、嘱託のように賃金切り下げができれば、企

業に残ってほしいという動きが拡がっている。そういった意味で、今後は、さらに企業側から

は多くの労働者に残って欲しいという動きが出てくるのではないだろうか。これについては、

かなり蓋然性が高いと言っていいと思う。 

 

○ 先ほどご指摘があったが、マクロ・フレームの取り組みの体制について、政府全体として整

合性を取るか否かについては、たしかに今後重要な論点になると思う。しかし、30 年後の展望

を考える際に、現在の政府の施策を前提とするとかなり制約を受けるため、個人的には、整合

性をとらなくてもよく、現在の政府の施策とは違うようなシナリオが出てきてもいいのではな

いかと思う。 

  マクロ・フレームに関して少子化の話が出てきたが、これを与件として社会保障やマクロ経

済への影響を議論することは重要だが、少子化対策自体を今後 20～30 年における政府の大き

な政策として採り上げるのであれば、それがコントロール可能なのか否かについて何らかの理

論的な前提が必要になる。そうしないと、政策を施した後の姿が単なる希望的な観測に終わっ

てしまう。人口経済学的な枠組みの中での理論的な成果を活用する必要があり、出生率が政策

によってどの程度コントロールできるのか、実証的にチェックする必要があると考える。コン

トロール可能か否かをチェックすることによって、少子化対策は効果があまりないということ

であれば、少子化を所与として、制度なりマクロ経済への対応に力点をおいた議論をした方が

良いと考える。 

 

○（事務局からマクロ・フレームの置き方、TFP の扱いについて説明） 

  時間の制約もあり、全く新しいマクロ・モデルを開発することは困難であるため、既存のモ

デルを改良しつつ、2030 年くらいまでを展望できるよう作業を進めている。本日のメンバーか

らのご意見を踏まえて、外政変数の設定や全体的な姿がどのように描けるのかを考えながら改

良を続けていきたい。特にTFPについては、しっかりとした文献展望が必要とのご指摘があり、

また、貴重な研究事例もご紹介いただいた。従来型のモデルであれば TFP は外生変数として扱

うわけだが、そうした数字の置き方では納得が得られ難いと考えており、先行事例を研究し、

どうのように TFP を扱うことが適当なのかということを勉強していきたい。 

  また、生産性については、競争力のワーキング・グループでも重要な議論のポイントになっ

ているだろうから、そちらでの議論も参考にしながら検討していきたい。 
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○ 論点に入っていない点として環境の問題がある。それを入れないのであれば、環境制約がな

い形で経済が動くことになってしまう。何らかのプロセスを入れることが必要ではないか。 

 

○（事務局からマクロ・モデルにおける環境問題の扱いについて説明） 

  重要なご指摘である。現在はモデルの中には環境要因を入れていないが、そうした要因を入

れるか否かについては今後検討していきたい。 

 

○ 環境問題については、グローバル化のワーキング・グループの方で議論することになってい

る。また、産業構造の問題についても競争力のワーキング・グループで同様に議論することに

なるだろう。そういった意味では環境問題は今回のビジョンで横断的な議題である。 

 

 

（以  上） 


