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「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３回会合議事要旨 

 

（開催要領） 

１．開 催 日 時 ：平成 16 年 10 月 27 日(水) 14:00～16:00 

２．場    所 ：合同庁舎４号館共用第２特別会議室 

３．出 席 者 ：  

 ①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   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    九州大学経済学部教授 

 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   ロバート・フェルドマン  

モルガンスタンレー証券会社チーフエコノミスト       

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   松谷 明彦   政策研究大学院大学教授 

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（企画官） 

 

 ②府省庁 

        岡本 薫明   財務省主計局調査課長 

       

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）小泉内閣における予算制度改革・歳出改革について（財務省ヒアリング） 

（２）公共投資における更新投資ついて（事務局説明） 

（３）財政に関する論点について（岩本氏によるプレゼンテーション） 

（４）自由討議 

３．閉会 
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（配付資料） 

資料１  財務省提出資料 

資料２  ワーキンググループ・メンバー提出資料 

参考資料１ 第２回経済財政展望ワーキング・グループ議事要旨 

 

○ 財務省主計局岡本調査課長から提出資料に基づき、「小泉内閣における予算制度改革・

歳出改革」について説明が行われた。 

 

○ 事務局から資料に基づき「公共投資における更新投資」について説明。 

  なお資料については経済財政展望ワーキング・グループ運営規則第 5 条の 2 に基づい

て非公表とされた。 

 

○ 更新投資の説明について意見がある。公共投資としては、まず望ましいストックの目

標を定めて、それを達成するためにどうフローを構成するかということを考えるべきで

ある。 

  更新投資が問題となるのは 2040 年頃からだと思われるが、これは 90 年代に非常に大

きな投資をした社会資本ストックが更新の時期を迎えるためであるが、これらの公共投

資についてはかなり無駄だという認識があると思う。いくつかの資本ストックについて

は更新されなくても、それほど深刻な問題にはならない可能性もある。 

  また新規投資の需要がそもそも無ければ、今の段階から新規投資を削っておいて、将

来の更新投資に備えるシナリオも考えられる。 

 

○ 高齢化に伴って国民貯蓄率が低下することが考えられるが、その貯蓄率の低下による

制約によって公共投資の総額は大きく縮小していかざるを得ない可能性も十分ある。民

間企業設備投資、住宅投資、海外投資について一定の前提を置いて、今後、公共投資が

物理的にどこまで可能なのかをきちんと推計した上で、算出される公共投資の可能額・

許容量と更新投資・維持補修費との関係をみるべきである。私の試算では、2020 年代の

前半には、公共投資の可能額が維持更新費を下回ることになる。これからどうするかに

ついて議論するにあたっては、公共投資の可能額を踏まえるべきである。 

 

○ ここでは公共投資の量的な分析のみで利益率が出ておらず、公共投資の適正水準が分

からない。 

 

○（事務局より回答） 

今回のものは、内閣府で機械的に試算し、議論の材料にするという性格のものである。

これ自体で将来の投資の水準を決めるべきであるという趣旨ではない。 
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  望ましいストック額については、どのぐらいの額が望ましいかの定見を持たない部分

がある。本来、整備率の様なものが必要かと思うが、最近では、むしろアウトプットで

の議論よりもアウトカムの議論の方が重要であるとされている。どういう目標設定にす

べきかご指導を頂きたい。 

90 年代の投資は「無駄な投資」とのご指摘だが、90 年代以降の投資もストックとして

積み上がっており、無駄だったとは考えていない。最近の社会資本整備に関する世論調

査の結果を見ても、「住宅周辺の道路」について、半数以上が「不満だ」としており、ま

た現状くらいの負担であればまだまだ整備してほしいという希望が多い。 

新規投資に回せる需要が無ければ、将来必要なときに増やすという考え方についてで

あるが、労働力や資材といった供給側のことを考えると、それらが年によって乱高下す

るのは非現実的だと思うので、ある程度なめらかに増減させていくという考え方が必要

ではないかと考えている。 

また、経済全体の中で公共投資について議論する必要性や社会資本の利益率・適正水

準を考えよというご意見であるが、これは機械的な試算である点をご理解頂きたい。 

 

○ 社会資本の効果を貨幣表示して利益率を試算した調査や研究はないのか。 

 

○（事務局より回答） 

社会資本が全要素生産性（TFP）に対して、どの程度の効果を持つのかについての研究

などはあるが、社会資本の利益率という観点の研究はなかったと思う。 

 

○ 様々な試算をして頂いたが、私の考え方は 2010 年までにしっかりやるべきところはや

るということであり、例えば、2010 年以降は更新投資のみができればよく、それまでに

新規投資を終えるというストーリーでモデルを回せばよいのではないか。 

 

○ 本質的には最適な水準にたいしてどうアプローチするべきかが問題となる。 

 

○ 財政の役割には、効率的な資源配分、所得分配、マクロ安定化政策があるが、多くの

人にとって、90 年代の公共投資は、事後的にみると、マクロ安定政策にもなっておらず、

一種の所得分配政策ではなかったのか、という印象が強い。これが、昨今の公共投資に

対する強い社会の反発ではないか。マクロ安定化政策も重要であり、効率的な資源配分

も非常に重要であるが、受益と負担の関係を無視して所得分配のみを論じた政策を行っ

ていくと、社会的に公共投資を続けていくことへの反発がさらに高まり、政治的な意味

からも公共投資が続けられなくなるのではないか。まだ不足しているものがあると考え

るのであれば、十分精査していくべきである。量ではなく、受益と負担や効率性という

観点から議論すべきではないか。 
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○ 公共投資の質や内容については、配慮したとのことだが、ストック全体に対する質に

ついては計算の前提として分かるのか。 

 

○（事務局より回答） 

残念ながら、積み上がったストック額にはそういった質・内容は反映されていない。

ただ、デフレーターによって現在価値に置き直すことはやっている。 

 

○ 更新投資は、今後は、いかに、更新しない、あるいは撤退する部分を見つけていくこ

とが重要。すべての社会資本ストックについて更新する必要はないだろうと思う。他方、

新規投資については、大都市圏、あるいは生活道路等ではまだ必要な部分があると思う。

更新を押さえて、新規は一定額、必要最低限でやっていくという考え方が必要なのでは

ないか。 

 

○ 今後は更新投資が占める重要性に着目すべきというのはその通りだが、公共投資の全

体量を推計する試算に意義があるとは思われず、まして更新投資の水準から全体量を論

じることには強い違和感がある。本当に必要な新規投資があれば、ある年の予算編成で

更新投資を押さえても新規投資をやるべきである。また、その際、外国から資本を持っ

てきてやらなければならないこともある。その時点、その時点における判断や価値観、

政治的判断で公共投資がなされるとしたら、ア・プリオリに機械的な試算をしても生産

的ではない。中身の質、行き先、都市なのか地方なのかなど、投資の決定プロセス自体

の話の方が重要ではないかという気がする。 

 

○ 私は今後、経済が縮小していくだろうと考えているが、今後の縮小する経済の中では

公共投資が最大の問題になる。経済の規模が縮小するだけではなく、貯蓄率の低下によ

り公共投資に上限が課される中で、更新投資や、新たな社会資本の整備ができなくなる

という問題がある。今後は実際に公共投資を減らさざるをえない状況が生じるというこ

とを議論する必要があるのではないか。 

  人口密度が減少しても必要ストックの量は比例的に減じないのがまた問題である。一

方で、産業関連についてはいくら減じても構わないのではないか。いずれにしても必要

なストック量を精緻に出さなければいけない。 

 

○ 確かに投資は貯蓄でファイナンスしなければいけないが、政府投資に関して言えば、

政府貯蓄でファイナンスすることもでき、家計貯蓄に依存しなくてもいいのではないか。

政府投資について家計貯蓄が制約にならないのではないか。 

 

○ 家計、企業、政府全体の国民貯蓄率が低下していくことを考えていた。政府貯蓄につ

いては税収と民間の経済活動の残差で自動的に政府貯蓄が決まってくるのではないか。 
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○ 税収マイナス消費支出が政府貯蓄である。政策変数として政府投資を増やしたければ

政府貯蓄を増やせばいいのではないか。 

 

○ そうではあるが、クラウディング・アウトなどの問題も出てくる。無制限にできるも

のではない。 

 

○ 増税すればいいのではないか。 

 

○ そうだが、そうすれば、民間投資が抑制されて成長率に影響する。 

 

○ コブ・ダグラス型生産関数などの成長モデルで、公共投資を入れて適正水準を測定し

たものがあれば、どういう結果であったか教えてほしい。 

 

○ 90 年代の中頃までのデータでの推計だが、地域別の社会資本ストックの限界生産性を

計測しているものがある。地域別の民間資本ストックも同様に計測して比較されている。

その結果を見ると、地方圏は限界資本生産性が限りなく小さくなっているが、都市部は

相当高い。つまり、前者には過重に社会資本が注入されている一方で、限界資本生産性

が高い、つまり社会資本ストックが不足している都市圏では社会資本の蓄積が充分でな

いという結果が出ている。 

  分配の議論は一種の価値判断の議論であり、「富を生み出す力」にも配慮して、しっか

りした議論をしなければならない。そこを無視して、分配の機能だけで政治の意思が決

まっているとすれば、長期では問題が多い。社会資本整備に関する多くの研究を提示し

て事実をしっかり認識した上で議論し、政治的意思決定に結びつけるプロセスが必要だ

と思う。 

 

○ 公共投資を中期のマクロモデルの中でどう置くかは重要だが、モデルの中で地域別・

部門別の社会資本まで考慮することは難しいだろう。どの程度、社会資本の生産性に関

するミクロ的な試算がモデルにおいて実行可能かについて、事務局の考え方を聞きたい。 

 

○（事務局より回答） 

現在改良しているマクロモデルの中の生産関数は、労働、資本、全要素生産性（TFP）

のコブ・ダグラス型である。資本は民間ストックであり社会資本ストックは入っていな

いので、ご指摘にすぐに答えられる形にはなっていないが、今後の課題にさせて頂きた

い。 

 

○ 公共投資については、不必要なところをどう処理するかが問題だ。財政需要にはヒス
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テリシスがあり、過去にやったから需要が生じるところがある。バッサリ切るというの

は、かなり難しく、作ってしまったからやむを得ないというものもある。 

 

○財政に関する論点について（岩本氏によるプレゼンテーション） 

 

  財政健全化のためには、財政健全化への道筋をつけるビジョンをしっかりと持つこと

と、なおかつそれを実現するための手段を明確にすることが必要と考えている。手段は

財政ルールという形で様々な財政運営に導入していくことになる。ルール化を導入する

ことで、政府の裁量を抑制して意思決定の透明性を高めることが必要であると認識され、

各国で財政ルールの導入が行われている。 

本調査会での使命はビジョンを描くことだが、手段、財政ルールも議論すべきである。

財政ルールは次の４つの段階に分けることができる。 

まず大きなものはマクロ・ルールである。財政収支・債務に関してルールを定めるも

ので、例えばマーストリヒト条約がこれにあたる。 

２つ目として様々な形で支出を拘束するルールがとられている。例としてキャップ、

「ペイ・アズ・ユー・ゴー（Pay-as-you-go）」原則などが考えられている。これに相当

するものは現在の日本にはない。 

  ３つ目として中期財政フレームがある。これは数年間にわたって財政の動きを考えて

いくものだが、我が国には「改革と展望」がある。 

４つ目の予算平成プロセスにおいてもモデル事業や政策群といった様々な改革がとら

れている。 

  マクロ・ルールの道筋をつけていくことが当ワーキング・グループでの作業において

も重要であり、その手段を考えながら進めていく必要がある。 

潜在的国民負担率はおおよそ政府の歳出規模に等しいので、国民負担率をどのように

していくかという議論は、歳出構造の見直しとして捉えるのが有益である。「改革と展望」

では政府の支出を社会保障、公共事業、その他に分類して議論しているが、これではま

だ若干荒い。さらに詳細な検証をして、減らせるものは減らしていくことを考えなけれ

ばいけない。 

歳出に関して二つの要因を読み込んで議論する必要がある。１つは人口構造の変化に

よる財政需要の変化である。ある特定の年齢層を対象とした財政支出は、年齢構成の変

化とともに需要も変わるのでそれに合わせた柔軟な調整、需要に応じた変化が必要であ

る。もう一つは、それぞれの受益者あたりの支出に関して、その重要度を評価・議論し

たメリハリのある歳出構造の見直しである。歳出に関する議論で難しいのは、SNA での議

論と予算での議論のデータがかみ合わないことで、何らかの改善が必要である。また、

改善をしたうえでデータを提示して国民を巻き込んだ議論をすべきである。 

次に、マクロ・ルールについて議論の道筋を提示したい。最終的には債務の対 GDP 比

の安定化を図る必要がある。そのためにはどれぐらいのプライマリーバランスの黒字が
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必要なのかについては、私は約３％以上の黒字幅が必要になると思う。どの程度の債務

の対 GDP 比が望ましいかを理論的に確定することはできないが、しばらくは減らす方向

で目標設定が必要だ。プライマリーバランスについては黒字３％、あるいは４％という

のが目標になる。 

  そこに行き着くまでは、歳出を減らすか税収を増やすしかない。税収を増やすには、

自然増と制度的な増税があるが、これを組み合わせてプライマリーバランス黒字化と政

府債務の安定化を目指すとした場合、約７％のプライマリーバランスの改善が必要にな

る。これをどう配分していけばいいのかの議論が必要である。さらに、プライマリーバ

ランスの黒字化をどのタイミングで実現していくのかが重要になる。 

次に、中期財政フレームについて述べたい。「改革と展望」では政策当局の説明責任を

課すかたちになっていないので、説明責任を課すような改良が必要である。財政収支の

見通しを出すが、実績と違うことを景気の要因とするのか政策にあるのかを見て、当初

意図された政策が果たして実行されたかどうかを検証するプロセスを組み込んで次の政

策立案に活かすサイクルが必要なのではないか。 

プライマリーバランス黒字化のシナリオについては、「改革と展望」の期間には当然な

がら当面の循環要因を取り入れるが、それ以降は、循環要因は入れず潜在成長率に沿っ

たシナリオを提示して動きを出す方がすっきりするのではないか。目標についても経済

が潜在成長率で推移した場合には、何年にプライマリーバランスの黒字化を図るのかを

しっかりと提示すべきである。 

  ただし、プライマリーバランスの黒字化が実際に達成される時期は、経済状況に依存

して決まるので、経済が好調であれば黒字は比較的早く達成され、経済が不調であれば、

遅れて達成される。どのような状況でもこの時期に達成すると約束するのは、収支改善

努力と経済変動を混同している。収支改善努力の目標と景気変動のリスクを分けたシナ

リオづくりが必要である。 

  黒字化への道筋をしっかり立てて収支改善をどのくらいのペースで進めるかを提示す

ることが重要だ。 

 

○ 90 年代の米国では財政再建と経済再生を実現したので、この点を報告したい。アメリ

カの場合は、90年から2000年に財政収支の対GDP比は6.2％改善しており、そのうち2.8％

が歳入の改善、3.4％が歳出の削減効果で半数以上を占める。国防に流れていた資金が民

間に多く流れて設備投資、特に IT の投資が増えた。ある意味でこれは平和の配当といえ

る。後半には、好景気の長期化で歳入も増加した。 

財政再建と経済再生の背後には、ポリティカル・ウィル（政治の意思）とシビリアン・

ウィル（民間の意思）の両方があった。 

法律で厳格な財政規律（ペイ･アズ･ユー･ゴーやスペンディング･キャップ）を課した

「政治の意思」によって資金配分が変わり、その結果、新しいビジネスにお金が移った。

この場合、スムーズな要素間移動があるかどうかがポイントで、アメリカの場合はジョ
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ブレス･リカバリーなどの厳しい局面を経ながらも、軍需関連の産業に集まっていたハイ

テク人材が情報通信関連の新事業に移ったことが大きい。現実の経済は人がどう動くか

がきわめて重要になる。もっとも、ポリティカル・ウィルはすぐに変化し得るもので、

2001 年の政権交代以降は、財政規律を課した法律の延長が見送られ、軍の近代化や富裕

層への減税等によって大幅な赤字になった。法的に実効性のある規律がなくなると、財

政再建は脆くも崩れてしまうことを示唆している。 

一方、90 年代のシビリアン・ウィルは、70 年代以降の停滞期に形成された「社会的合

意」が背景にあったと思う。政府に依存するのではなくて自立して社会に参加しないと

いけない、市民社会は天然・自然に存在するのではなく、自らの意思によって築かれる

ものだという再認識だ。税務申告番号や社会保障番号などを保持して社会に参加するこ

と、すなわち自ら可能な負担をして給付資格を得るという対応関係である。元来福祉を

重視してきた民主党によって、「福祉から就労支援へ」という改革が実行された意味は大

きい。ある研究では、51.6 万世帯が生活保護から就労に転換するなど改革が功を奏した

と分析されている。また、税と社会保障を統合することで、運営コストも効率化され、

負担と給付の関係も明確になった。 

競争社会においてどこまで格差を容認するか、あるいは、所得再分配をするかは、規

範的な判断を伴う「社会の選択」であり、ひとつの解だけがあるわけではない。社会的

な合意の形成が欠かせない。そのためには、国民は当事者意識を持つことが必要であり、

行政は詳細な情報開示をする必要があり、政治は議論と説得のプロセスをしっかりやっ

ていく必要がある。一世代で６倍豊かになる時代から一世代で２倍豊かになる時代へと、

富を生み出す力が変化している。そうした事実をしっかり認識した上で「世代を越えた

豊かさの継承」につながるような財政の仕組みづくりが求められている。テクニカルな

数字の議論のみならず、財政の仕組みをどう再設計するか、社会的合意の形成が問題に

なっている。 

 

○ 岩本委員よりビジョンとルールが大事と言われたが、この点について同感である。さ

らに補足したい。財政再建は長期戦であると同時に、長期戦であるためにどのような道

筋で達成していくのかを明確に最初から提示しないといけない。経済に複数の均衡があ

るとすれば、どういうパスにより再建させていくかというビジョンが重要だ。ルールに

ついては、日本での過去の失敗で懸念していることがある。それは、財政構造改革法の

停止である。ルールが必要なのは、短期的な視野で裁量的に政治的な観点から財政再建

の方向性を変えないためであるが、そういうルールの認識が十分でなかったために、状

況が変われば簡単に法律さえ変えてしまえば良いという認識ができてしまった。過去に

おいて状況の変化で法律を変えてしまった前例があるため、今度財政再建を達成するた

めに作るルールは、かなり重い縛りがないと難しくなってしまうと思う。例えば憲法で

あったり、他国との自由貿易協定の中に財政赤字額のしばりを入れるなどというような

ことまで考えなければいけない。そうした意味でルール作りもビジョンと一緒に考えて
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いかなければいけないと思う。 

 

○ 金融危機はやや例外であったのかもしれない。 

 

○ 岩本委員の意見には同感である。そのうえで若干補足させて頂きたい。確認しておき

たいのは、今回のビジョンにおいて財政問題が如何に大切かということである。私は日

本企業の適応力は非常に高いと思っており、多くの企業は人口減少もそれなりに乗り切

れるだろうと考えているが、今後、日本経済が人口減少時代を乗り切っていく上での最

大のリスク要因は財政問題である。また、経済問題は、世代間の公平の確保の観点から

も重要である。さらに、日本が国際社会で貢献していく上で、財政が足かせになること

は避けなければならない。2030 年を超えた話かもしれないが、仮にアジアで共通通貨を

導入する場合、通貨統合では財政赤字垂れ流し国のフリーライドを避けるために参加国

同士で財政規律を縛りあう必要がある。日本だけが財政問題のために参加できないとい

った事態は避けるべきである。 

2010 年代以降のルールのあり方が議論になっているが、ルールをきちんと示すことは

非常に重要なポイントだ。「改革と展望」では 2013 年度に国・地方合わせた基礎的財政

収支を黒字化することを見込んでいるが、それ以降についても、長期金利上昇リスクも

考慮すると、少なくとも 3％程度の黒字を維持しないと政府債務残高対 GDP 比は着実に減

らないという結果を得た。 

政府債務残高の対 GDP 比の理想的な値についてのコンセンサスがあるわけではない。

大切なのは着実に減少していくことであり、その実績を積んでいくことが市場との関係

で重要である。 

以上から、長期金利が多少上昇しても政府債務残高対 GDP 比が着実に減少し、発散し

ないようにするためには、2010 年代以降の財政目標としては 2013 年度以降、2018 年度

までに 3％程度のプライマリーバランスの黒字を達成し、その後も 3％の黒字を維持する

ことを１つの指針とすべきである。政府がそうした財政再建の意思をきちんと明確化す

ることが重要で、それが市場の安定化にもつながる。 

景気循環との関係をどうするかも財政目標を立てるときに課題になる。一つの考え方

としては、構造的財政収支を使うことがある。しかし、構造的財政収支には潜在成長率

の推計が必要となり、その推計によって数字が異なってくる。推計によって目標の達成

状況の評価が変わるのは好ましくないし、信頼性を損ねるリスクがあるため、通常のプ

ライマリーバランスを目標とすべき。ただし、景気循環への対応という点からは、適用

除外条項をきちんと設けておき、財政スタンスがプロシクリカルになることを回避する

必要がある。また、景気後退時には、ビルトイン・スタビライザーを効かせることし、

目標よりも赤字が増加することについては許容すべきである。 

３つ目として、歳出における改革については、分権化と規律が重要で、特に地方財政

において重要である。地方の分権化に向けた取組みが行われているが、分権化した後の
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地方財政規律はほとんど議論されていない。2030 年までを考えると分権化後の地方財政

規律のあり方についての議論が重要である。私は、必要な財政調整を行った上で市場に

よる規律を確保することが重要であると考えており、このため、地方債を含めた四位一

体の改革が必要であると思う。地方債の発行について、今は借りやすく貸しやすい構造

になっているため、プロジェクトの選択の吟味が甘くなっている可能性があるほか、財

政力の弱い地方自治体が地方債に依存しやすい構造になっている。貸し手の方からみて

も、地方債は政府の保証はないが、国の財源保障や起債許可制度、財政再建制度といっ

た暗黙の保証と言われるものがあるため、貸しやすい構造になっている。このような地

方債の借りやすく貸しやすい状況を改善し、地方債市場を通じて市場による財政規律が

十分機能する形に改める必要がある。 

このほか、中期的な財政管理の考え方についてインプット主義からアウトプット主義

への転換が非常に重要である。 

新しい歳出分野としては、これまで規制緩和を進め、事前規制型から事後監視型への

行政に転換してきているが、事後監視に必要な人材を質量ともに確保し、規制の実効性

を確保することが非常に重要である。また、少子化対策として、高齢者から子どもへの

政策資源のシフトが必要になる。 

  税制については、所得税の課税ベースの拡大と消費税率の引上げの２つが課題である。

日本は OECD 諸国で最も消費税率が低いので、まだ上げる余地があると思う。問題は、消

費税率が高い国をよくみると、食料品等に軽減税率を設けているところが多いことであ

る。しかし、税制の歪みを最小限に押さえる観点からは、軽減品目を極力少なくすべき

であり、所得分配については、別途、再分配政策で対応すべきである。 

 

○ プライマリーバランスの均衡が今回のビジョンで大きなポイントになると思うが、プ

ライマリーバランスを均衡化させる目的は、政府の純債務の割引現在価値を安定的に推

移させること。その場合、政府の純債務の範囲をどこに設定するかで議論が変わってく

る。普通は国と地方だが、年金を中心とする社会保障のバランスを入れるかどうかでか

なり状況が変わってくる。プライマリーバランスを均衡させる場合でも、社会保障を入

れるか入れないかで状況が全く変わってくる。 今後 30 年間を見越すと、社会保障基金

の赤字が構造的財政赤字を規定する大きな要因になる。こうなると財政の見方は、これ

まで以上に社会保障の財政をどう考えるかのウェイトが高まるだろう。その際の議論の

仕方については、是非 SNA ベースでやって頂きたい。国際的に日本の財政状況を議論し

たり政策を示したりする上でも、総括的にプライマリーバランスや政府の純債務の持続

可能性を議論することが必要である。 

 

○ 今回のビジョンではプライマリーバランスの黒字化の方法にまで踏み込んで議論する

のかどうかが重要である。ビジョンが今後の国民の行動に対する 1 つの与件であるとす

ると、プライマリーバランス黒字化にむけて歳出の削減に重点を置くのか、あるいは増
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税に重点を置くのかで、行動が相当変わってくるので、歳出削減と増税の組み合わせの

議論は避けて通れない。 

あわせて歳出削減の具体的な方法論についても議論してはどうか。日本の財政はバブ

ル期にかなり膨張し、どこか個別の経費が問題と言うよりは、全ての経費が膨張体質に

なっており、それが直っていない。そのため、歳出削減の根本的かつ具体的な方法論を

示しておかないと、実現可能性が無くなってしまう。 

 

○ 財政再建が必要なことは賛成である。その方法は歳入の増加か歳出削減かの２つの方

法がある。歳入の増加については、自然増収と制度増税があるが、実はそれ以外にもう

一つ、捕捉率の増加がある。税務署の職員を増やしたり、納税者番号を導入することで

増税をしなくとも歳入を大幅に増やすことができるのではないかと考える。また、税収

増のみではなく、職業間の不公平感の解消にもなる。提案としては、まずは補足率を最

大限高めることである。 

  消費税の引き上げが議論されているが、一方で所得税の引き上げを考える余地もある。

所得税を上げることを検討する理由は二つある。一つ目は我が国の所得税率は国際的に

みて低く、引き上げる余地があること。二つ目は消費税が逆進的であるのに対して、所

得税は累進的にできることである。 

 

○ プライマリーバランスをどこまで改善させるかの議論があったが、概ね GDP の 3～4％

とのことであった。そうすると、2002 年を元にした私の試算によると約 47 兆円の改善が

必要になる。以前申し上げたが、多くの人にアンケートすると増税４割：歳出削減６割

がよいと考えている。増税であれば、消費税の引上げになる。一方で、歳出削減につい

ては、目標だけでなく、具体的に数字を出さないといけない。公共事業の中で削減すべ

き金額のうち、本当に削減できるのは支出全体の半分ぐらいしかない。ゼロにすること

はあり得ないので、必要な歳出削減 28 兆円のうち、半分ぐらいは公共投資削減で行う。

残りの半分の削減を如何に行うかだが、これは社会保障制度への補助金を約 30 兆円から

約 22 兆円にしないといけない。2012 年の人口を 2012 年の経済に一人当たりの給付と負

担を計算したところ、給付を２割削減、負担を２割上昇すると、ちょうど数字が合う。

このように国民に対して具体的な提案を出さないといけない。問題は国民が選択できる

かたちではっきりと提案しないといけないと思う。 

 

○ 今回は明確に出すようにしなければならない。 

 

○ 財政再建については、国民にとっての痛みをきちんと必要なデータとともに示すこと

も重要だが、中長期的なシナリオを出すのだから、早めに財政再建をするとどういうメ

リットがあるかを出すことも必要である。メリットの一つは、将来の世代にとって先送

りの負担が軽減されることがある。もう一つは、特に歳出削減については、政府の規模
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を小さくし、さらに、地方分権を重ね合わせることで、中長期的には改革効果としての

プラスの効果が大きいということ。これをマクロモデルで出せれば、国民にとっても中

長期的に見ればメリットが大きいということが示せるので、こういう点を考えて頂きた

い。 

  税収においてはきちんと捕捉することは非常に重要である。消費税の免税点の引き下

げのような益税対策をきちんとやりながら、その上で今後の税体系を考えていくべきで

ある。 

 

○ 財政の厳しい現状のデメリットがあまり不便に感じられていない現状、具体的に言え

ば長期金利が上がっていない現状が、国民の財政再建への支持が理論的なものにとどま

っている要因だと思う。総論賛成各論反対を乗り越えるだけの、財政再建の目に見える

直裁的な利益をうまく示しきれない中で、財政再建の痛みの必要性を理解してもらうこ

とは難しいと思う。 

 

○ 長期金利が低いことはありがたいが、これだけ国債を発行しても上がらなくて良いの

かという気がしている。 

 

○ 財政再建が短期的にはデメリットが大きく、中長期的にはメリットがあるということ

だが、長期金利が現在非常に低い水準にあることの背景になっているマクロ的な環境は

ここ数年で変わる。決して、中長期的メリットがあるだけではない。家計の貯蓄率は 2004

年度では 4％程度に下がってきていると試算される。前提によっては、2007～2009 年の

段階でゼロとなる可能性もある。私の試算では経常黒字は来年のどこかでピークアウト

して、その後徐々に減っていくと予測している。逆に言えば、メリットは短期的にも起

こりうる、逆に放っておくとデメリットが大きい状況がすぐ来るということになる。 

 

 

                                  （ 以  上 ） 


