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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４回会合議事要旨 

 

（開催要領） 

１．開 催 日 時 ：平成 16年 11 月１日(月) 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   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   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  

古川 夏樹   厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室企画官   

中富 泰三   経済産業省経済産業政策局産業構造課課長        

          三又 裕生   経済産業政策局経済産業政策課企画官 

  

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）政府の規模の検討に当たって（事務局説明） 

（２）金融政策に関する論点について 

（河野氏、フェルドマン氏からのプレゼンテーション） 

（３）金融政策に関する自由討議 
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（４）社会保障制度改革について（厚生労働省、経済産業省ヒアリング） 

（５）高齢化・社会保障負担とマクロ経済について（事務局説明） 

（６）社会保障、少子化に関する論点について 

（小塩氏、大石氏からのプレゼンテーション） 

（７）社会保障、少子化に関する自由討議 

※ 会議の進行上、十分時間が取れなかった議題については、改めて第５回会合において議論

の予定。 

３．閉会 

 

（配付資料） 

資料１   政府の規模の検討にあたって 

資料２   ワーキンググループ・メンバー提出資料 

資料３   厚生労働省提出資料 

資料４   経済産業省提出資料 

資料５   高齢化・社会保障負担とマクロ経済－日本経済中長期展望モデル（Ｍａｒｋ Ⅰ）によ

るシミュレーション分析（ESRI Discussion Paper No.121） 

参考資料  育児支援策が出生率に与える効果について（文献調査） 

 

 

（概要） 

○ 事務局から資料１に基づいて「政府の規模の検討にあたって」について説明。 

 

各委員からの意見 

○ 潜在的国民負担率の分母については市場価格表示の国民所得をとるのが望ましい。政府の規模

は税収による購買力で計るというのが正しい姿である。市場価格表示による国民所得を分母とす

る場合、租税負担に占める間接税の比率が高まり、それが市場価格に転嫁されると、同じ税収で

も価格が上昇しているために税収による購買力は下落し、負担率が低くなる。反対に、市場価格

に転嫁されない場合、税収による購買力は同じとなるため負担率もまた同じとなる。要素費用表

示による国民所得を分母とする場合は、租税負担に占める間接税比率の高まりが市場価格に転嫁

されてもされなくても、おかしい方向に負担率が動く、あるいは動かないということになる。こ

のように、理論的にも分母として市場価格表示の国民所得をとることが明らかに正しい。説明資

料には政策の継続性の確保とあるが、「過ちを改めざる、これを過ちという」という孔子の言葉

があるわけであるから、この機会に過ちは改めたほうが良いだろう。 

潜在的国民負担率の概念的な問題についてであるが、国と地方の財政赤字は社会保障基金を含

めない形で定義されており、潜在的国民負担率が隠れ借金に脆弱な指標となっている。例えば、

社会保障負担を繰り延べることにより、国と地方のプライマリーバランスを改善させることがで

きるなど、見かけ上は隠れ借金によって国民負担率を引き下げることができるという操作可能な

指標になっており、目標といった意味でもこれは若干問題がある。 
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  その他、GDP を分母にとった方がプライマリーバランスの改善の議論と国民負担率の議論がつ

ながるというメリットがある点も指摘しておきたい。 

 

○ 分母を GDP とした場合、潜在的国民負担率はどのくらいの水準となるのか。 

 

○ 37.5％となる。 

 

○ 国民負担率が政策目標としてあげられているようだが、政策目標に何を使うのかも良くわから

ないうちに負担率の話が出てくるのは少しおかしいのではないか。前回ワーキング・グループと

の議論の続きだとすれば、歳出とあわせた議論を、つまり、ネットの国民の効用という議論をす

べきである。 

  これから人口が減少し、経済が縮小する可能性が極めて高い中において増税を行うことは貯蓄

率の低下につながり設備投資や公共投資の環境を厳しくするため、まず増税しないということを

前提として議論を始めるべきであると考える。やむをえず増税をする場合は、歳出をどうするか

という点と合わせた議論をすべきである 

 

○ それは分母に何を持ってくるかにかかわらずということか。 

 

○ 分母をどうするかといったテクニカルな話ではなく、そもそも 21 世紀の財政を議論するにあ

たり、適切な国民負担率をいくらにするのかといった議論から始めるべきではないということだ。 

 

○ 国民負担率の分母の話や財政赤字には社会保障基金を考慮すべきといったテクニカルな点に

ついては、先ほどから出ている意見に賛成であり、国民負担率の政策的位置づけについても多少

の懸念がある。国民負担率は経済学の教科書には出てこない、はっきりいえば認知されていない

概念である。資料にもあるとおり、諸外国でもあまりされていない議論である。にもかかわらず

国民負担率を 50％にしようと言われているわけだが、その根拠は非常にあいまいだと思う。さ

らに潜在的国民負担率という新しい概念が出ているが、実際に将来の国民負担を考えるのであれ

ばフローベースの財政赤字ではなく、ネットの債務を考慮すべきである。世代会計にいきつくま

での中途半端な概念というのが潜在的国民負担率に対する印象だ。以上のように考えると、しっ

かりとした根拠がない限り政府が潜在的国民負担率 50％という目標を掲げるのはまずいのでは

ないだろうか。水準について理論的根拠を求めるのは難しいと思う。そうすると、最初から潜在

的国民負担率を政策目標に掲げる必要はないという批判もあると思うが、実務的には今の段階で

これを取り下げるのも難しい。計量モデルなどで、潜在的国民負担率が 50％を下回る水準にお

いて将来世代を含む人々が幸せになり、財政・社会保障制度も持続可能となり、世代間の負担も

それほどではないということが事後的に確認できれば、政策目標として潜在的国民負担率を出し

ても良いのではないかと思う。繰り返すが、50％という政策目標に対して、かなり客観的な根拠

がない限り、これを政策目標に掲げ続けるのは少し無理があると思う。 
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○ 「骨太の方針」で潜在的国民負担率を 50％程度にするとされているのはどうしてなのか。 

 

○ （事務局より回答）  

小さくて効率的な政府を目指す際の一つの目途として、政府は「例えば潜在的国民負担率で見

て、その目途を 50％程度としつつ、政府の規模の上昇を抑制する」ということを政策目標に掲

げている。これは潜在的国民負担率という指標が過去の経緯から最もよく採り上げられていると

いう観点から、また、財政規模を示す上でそれを近似的に表すための一つの方法として使われて

いるということである。 

 

○ 要は国民がどのような政府と政策を選択するかということであり、これから人口減少という規

模的・質的に大きな変化が起こることが予想され、それに伴い、国民の政策選択も大きく変化し

ていくものと考えられる。その中で旧来の制度に基づいた議論はやめ、新しい環境に適応したシ

ステムは何かを考えた上で、財政の規模や負担の形はどうあるべきかを議論すべきである。歳出

サイドの論理で議論が進むことはおかしいと思う。旧来の延長線上での議論ではなく、より根本

的・本質的な議論をすべきだと考える。 

 

○ 潜在的国民負担を GDP 比に直した場合、国民所得と GDP の比率は 3対 4であるため、国民所得

比で 50％である潜在的国民負担率は、GDP 比では 37.5％となる。同様に、厚生労働省見通しに

ある 2025 年における国民所得比で見た場合の国民負担率を 6％抑制するということは、GDP 比で

見た場合には 4.5％の抑制と同じことである。また、以前は、2025 年はベビーブーム世代が亡く

なり、高齢化が一段落するという時期と考えられていたが、現在では、2025 年は高齢化の途中

の時期に過ぎず、社会保障費の自然増を考慮すればほぼ確実に 2025 年以降に潜在的国民負担率

は 50％以上になると考えられることから、潜在的国民負担率を 50％以下に抑制するという目標

の根拠は薄弱である。 

  また、私も潜在的国民負担率の設定の議論から入るのはおかしいと考える。それはプライマリ

ーバランス改善と潜在的国民負担率とは関連しており、同時決定されるものであると考えるから

である。社会保障基金を含めた潜在的国民負担は、税・保険料と利払い費を加えたものからプラ

イマリーバランスを差し引いた値になる。国と地方のプライマリーバランスを 3％以上の黒字に

拡大しようと考えるならば、国と地方のプライマリーバランスを 7％以上改善しなければならな

い。また、潜在的国民負担を 50％以下に抑制しようと考えるならば、潜在的国民負担率を 4.5％

抑制する必要がある。この場合、先ほど述べた関係より、2.5％以上のギャップが生じるが、こ

れを負担増、利払い費の減少、あるいは社会保障基金のプライマリーバランスの改善で調整する

必要がある。利払い費とプライマリーバランスに変化がなければ、負担増は 2.5％以上となる。

このように、プライマリーバランスの 7％改善に必要な政府支出減と負担増がどの程度かも計算

できてしまう。このように見ていくと、支出を見た上でそれが必要かどうかをしっかり議論する

筋道が良いと思う。 

 

○ アプリオリに潜在的国民負担率にキャップをかけることには賛成できないということか。 
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○ アプリオリに潜在的国民負担率にキャップをかけるという議論から始めるのは望ましくない

ということだ。 

 

○ アプリオリに潜在的国民負担率の上限を決めることには根拠がなく、また、潜在的国民負担率

について種々の定義があり得ることには同意する。他方、財政当局の論理でいえば、なんらかの

議論のきっかけがあったほうが拡張しがちな歳出を抑える上で便利であるという点も事実であ

る。他にも色々な指標が有り得ると思うが、たまたま現在の計算による潜在的国民負担率という

指標が、いくつかある指標の一つとして過去から使われてきたわけで、その潜在的国民負担率の

推移を材料として予算の議論が進んできた。現在の指標をターゲットにすることについては国民

がそれを認識し受け入れている限りにおいては問題があるとはいえない。何も指標のない状態か

ら財政について議論していくことは、少なくとも予算編成の過程では難しい。現在の計算方法に

よる潜在的国民負担率が理論的に完全な概念でないということは承知しているが、その他の指標

とあわせて、今の数字を使い続けることはそれなりに意味があると思う。 

 

○ 指標の問題とキャップをアプリオリにかける否かの問題とは質が異なると思う。 

 

○ 戦後、財政についての考え方が大きく変わり、福祉的な財政のあり方が良しとされ、負担率の

上昇が一気に進んできたわけだが、それは人口構造が若年層に偏りがあり、その結果、経済成長

がプラスであったという理由から実現可能だったという面がある。今まさに経済成長率が下がっ

たことから、福祉国家的な財政は望ましいのだろうかという議論が出てきた。こうした中で現状

よりも高い負担率を議論の出発点とすれば、人口が減少し、経済が縮小する中で福祉国家的な財

政を継続するということを前提とした議論となってしまう。議論をするならば現状の国民負担率

を出発点とするべきあって、予め高い国民負担率を設定するということは議論の方向性を決めて

しまうことになる。これから人口減少社会に向かって福祉国家的財政と夜警国家的財政といった

大きく分けて二つの選択肢が考えられる中で、最初から片方を落としてしまって、最初から一つ

の方向を想定した上でビジョンを議論するのはおかしいのではないだろうか。 

 

 

金融政策に関する論点について（河野氏、フェルドマン氏によるプレゼンテーション） 

 

○河野氏プレゼンテーション 

金融政策の論点について、財政再建が長期戦になれば金融政策も長期的観点に立って考える必

要がある。財政再建のために金融政策にある程度しわ寄せがいくのは仕方がないという議論があ

るが、マクロ経済へもしわ寄せがいきマクロ経済を不安定化させてしまうなら元も子ない。まず

は、以下の 3つの視点についてふれる。 

  1 点目は、マクロ安定化政策はミクロの市場主義的な政策とは異なり、あくまでも完全雇用の

問題を議論しているのであって、経済効率性や潜在成長率の問題を議論しているのではない。潜

在 GDP の問題であれば、金融政策では対応できないというのが基本としてある。またマクロ安定
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化政策については主に金融政策で対応すべきである。 

  2 点目だが、金融政策も常にゴールを見据えたフォワードルッキング的な政策が必要となる。

財政政策と比較した場合、ゴールとゴールまでの経路を微修正できるという意味で金融政策は優

れているので、中長期的な観点を踏まえながら金融政策を進めていくべきだ。 

  3 点目は金融政策も効果が現れるまでには時間がかかるため、独立性を持った集団が金融政策

を行うべきだ。ただし、その際に目的は政治サイドが決定すべきであり、中央銀行は目的達成の

手段の独立性が与えられているに過ぎない。手段の独立性が与えられたならば、中央銀行は透明

性とアカウンタビリティーを向上させることが必要で、金融政策の波及効果を浸透させるために

は金融市場との対話をはかることが重要となる。 

  金融政策の一番大きな目標はインフレ率の安定であり、望ましいインフレ率をどうみるかが重

要となる。世界の中央銀行では常識になっているが、70 年代・80 年代まで中央銀行が持ってい

たゼロインフレを長期的に目指すべきであるという考え方は誤りであって、わずかながらもプラ

スのインフレを保つ必要があると考える。ゼロインフレに近づくと、実質賃金の引き下げが困難

となり大きな数量調整が生じる。あるいは雇用移動自体が困難となり資源配分の効率性が損なわ

れる。このためゼロインフレは望ましくない。また、我が国が経験したように名目金利はゼロ以

下には下がらないため、ゼロインフレになると実質金利の引き下げが困難となる。基本的にゼロ

インフレを目指してはならない。 

  ではインフレ目標としてどの程度を目指すのかということだが、私自身は 2％から 3％が望ま

しいと考えている。一部の方は 1％くらいのインフレ率が妥当としているが、先進各国で観察さ

れているとおり、CPI には 0.5～1％程度の上方の測定誤差が生じていることや、ゼロインフレで

はデフレリスクの懸念も生じてくることを考えると、望ましいインフレ率は 2％を大きく下回る

ことはありえないと思われる。また、過去の経験から、３％を超えるインフレ率も社会的に容認

しがたいという点も考慮し、2～3％が望ましいと考える。 

  次に量的緩和についてであるが、不確実性下においては一般的に金融政策をグラジュアルに展

開することが望ましい、つまりドラスティックな政策は極力避けることが望ましいが、ゼロイン

フレあるいはデフレのコストは非常に大きいため、ゼロインフレ・デフレから脱却するという観

点からは現在のドラスティックな政策である量的緩和は容認されると考える。量的緩和をいつど

のようなタイミングで解除すべきかという点については、量的緩和解除が早すぎる場合のデフレ

リスクと遅すぎた場合のインフレリスクとを比較して考えるべきである。現在はデフレリスクの

方が大きく、現状ではインフレリスクは全く無いため、量的緩和の解除について慎重な態度をと

っている現在の日本銀行のスタンスは妥当であると考えている。 

  次に、量的緩和の解除の後の金融政策のフレームワークとして候補に挙げられているインフレ

ターゲットについてふれたい。インフレターゲット自体は、金融政策の透明性とアカウンタビリ

ティーを高める上で望ましい政策のフレームワークであると考える。現在ほとんどの先進国でイ

ンフレターゲットが導入されているが、主要国では日米が導入していない。ただ、米国はインフ

レターゲットにかなり近い金融政策を実施していると認識されており、我が国においても外部か

らのプレッシャーの盾となる観点からすると導入することが妥当と考える。インフレターゲット

はルールとしては厳格すぎるという批判があるが、インフレターゲットはむしろルールというよ
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りは裁量に近いと認識している。インフレターゲットは正確にはインフレーション・フォーキャ

スト・ターゲティングであり、将来のインフレ率を安定化する上で足元の需給ギャップを安定化

させる必要があるため、経済成長とインフレ率の両方を見て政策を行うというものである。以上

からインフレターゲットは機械的なルールという批判はあたらない。90 年代以降、日本をはじ

めとする世界各国が直面している問題は単にインフレの問題ではなく、中央銀行がインフレを抑

制しすぎて弊害の大きいゼロインフレやデフレをもたらすのではないかというリスクであるが、

インフレターゲットはインフレ率の加速のみならず、こうしたデフレリスクの回避に資する政策

として望ましいと考えている。 

  最後に財政再建と金融政策の兼ね合いについて具体的に述べたい。まず、短期的な視点である

が、財政再建自体が短期的に景気を抑制する方向に働くのであれば、ネガティブな要因を取り除

くべく緩和的な金融政策を採るという選択肢がある。米国やヨーロッパが財政再建を進めた際に

は、財政再建と金融緩和とのポリシーミックスがドルやユーロの減価をもたらし、事後的には典

型的なディマンドスイッチング政策が見られ、財政再建の短期的な弊害が取り除かれるという事

実があった。我が国も財政再建を進める上で円の減価が進むのであれば、それを利用すべきであ

る。長期的な視点についてだが、財政再建の道筋が実際に見えた時とはどういう時かを考えると、

おそらくそれは循環的に高い成長が達成されているだけではなく、潜在的にも高い成長が達成さ

れている局面であり、かつ、この状態では恐らくインフレ率はかなり低水準にあると考える。こ

のとき、株式市場は民需主導の高い成長と低インフレを先取りする形で株価が上昇し、それが景

気拡大・税収増加につながり、財政再建に寄与すると考える。問題となるのは今話した経済状況

はバブルが生じやすい状況であり、これに対しても予防的措置をとる必要があるだろう。この予

防的措置という観点では、フォワードルッキングな政策としてのインフレターゲットを問題の是

正に活用できると考える。つまり、実際にインフレ率が上昇していなくても景気が加速していれ

ば将来のインフレ率の上昇を回避するという観点から、政策の変更が可能となるインフレターゲ

ットの導入は望ましいということである。 

 

○フェルドマン氏プレゼンテーション 

  財政再建と金融政策の関連について考えたいが、貨幣の流通速度の二重崩壊という現象がここ

数年生じていた。一つ目の現象は M2 と名目 GDP との間に正の相関が見られなくなったというこ

とだ。ここ数年は、M2＋CD もしくは広義流動性が上昇しているものの名目 GDP は減少している。

二つ目の崩壊は、日本銀行のベースマネーと M2＋CD との関係が非常に不安定になっている点で

ある。米国においてもベースマネーの対 GDP 比率は変わったがその度合いは日本よりも小さく、

こうした点からも日本の変化が激しかったと言える。これは流動性の罠が生じていたとの見方も

出来る。流動性の罠は LM曲線に問題があるというのが基本的な考え方だが、LM 曲線には通貨需

要要因、通貨供給要因双方を含んでおり、これらを考慮せずに流動性の罠について話すのは望ま

しくない。M2＋CD とベースマネーの乖離が激しいため、流動性の供給側に問題があったと考え

られる。もう一つ裏にある問題として、政府系金融機関と民間銀行との関係についてだが、これ

らの機関はまったく別の世界に生きているような感じがする。すなわち金融政策とは関係のない

形で動いており、流動性の罠に陥ったということから政府系金融機関が独走した可能性もあると
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言えるのではないかと思う。 

  もう一つ指摘したい点は、構造の罠という点である。つまり問題は LM曲線ではなく IS 曲線に

あるということだ。これはゾンビ企業を温存したという指摘が背景にあり、ゾンビつぶしを行わ

なくては IS 曲線が正常化しないということになる。政府系金融機関を縮小しない限りゾンビ企

業は温存され続けるため、この点からも政府系金融機関が問題の背後にあると考えられる。 

  物価水準を考慮した AS-AD モデルでみると、現状は過剰供給にあるわけだから供給曲線を左に

シフトさせなければならない、つまりゾンビ企業を整理するということが必要となる。ただしそ

の場合需要を喚起しないとかなり大変な不況となってしまうが、金融政策・財政政策では限度が

あるため、規制緩和や特殊法人改革により需要曲線を右にシフトさせることが必要となる。 

  直接金融政策や財政政策とは関係しないが、国際環境が大きく変化している点も指摘しておく。

交易条件が大きく改善したことがデフレを引き起こしたという側面があると思う。さらに資源の

再配分のスピードが遅いため新たなゾンビが生じている。これはマクロ政策では対応できないた

め、規制緩和等のミクロ的政策を行う必要がある。 

  金融政策と監督政策のゲームを考えると、すべての政府機関が協調的に行動するという前提で

あれば、インフレターゲットといった政策について議論できるが、現状は必ずしもそうではなく、

縦割り行政が存在しているということも考慮しなくてはならない。柳沢－速水時代はあまり協調

していなかったという指摘があるが、それはペイオフマトリクスが新たな構造に移行しなかった

という理由がある。小泉総理が「政府と日本銀行が一体になって」というフレーズを 2002 年 9

月末の内閣改造の記者会見で 5 回使って、ようやく人事、そしてペイオフマトリクスが変わり、

ようやく協調して政策を実行する形になったと思う。今後それがどのような意味を持つかだが、

金融政策が有効性を回復するためには、政府系金融機関と特殊法人をかなり整理しないとうまく

いかないと思う。ここ数年、民間金融行政ついてはかなりの進歩・成果があったと思うが、政府

系金融機関に対して同じ評価を下すことはできない。これからの金融政策と財政政策の関係を考

えるにあたっては、むしろ、如何にして政府系金融機関及び特殊法人の役割を低下させるかとい

うことが長期的には必要となろう。将来、財政危機が生じた場合、しっかりした提案があると良

い。米国において 9.11 事件が生じたとき、エネルギー政策についてはっきりした政策がなかっ

たためチャンスを逃した。これから日本で急に長期金利が上昇した際に、どういった政策を行う

べきかといった提案が出せれば本ワーキング・グループの議論も大きな貢献をすることになるの

ではないか。 

 

○ 金融政策の枠組みについては、量的緩和の次のフレームワークとして、中長期的にはインフレ

ターゲティングによる金融政策運営を採用すべきであり、日本銀行の説明責任を強化して独立性

を担保する必要があると思う。インフレターゲットを採用している国は多くあるが、国により制

度のデザイン・設計がさまざまであり、諸外国の例を見ていると制度の設計が非常に大切である

ことがわかり、こうした各国の実例を学ぶべきだと考える。 

様々な国の制度を見た上で、私なりの制度設計の一例をお示ししたい。まず目標の設定主体だ

が、日本においては経済・財政担当大臣および日本銀行の共同設定が望ましい。目標とする指標

は指標として定着している点、量的緩和との連続性を考慮した場合、生鮮食品を除く CPI の対前
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年比上昇率を採用するのが良いと思われる。 

目標については、デフレに陥らないようなゆとりのある水準、CPI の上方バイアスを考慮する

と 2±1％の水準がよいと思う。ただし、例えば為替変動、一次産品価格の大幅な変動、自然お

よび人為的災害、政策変更については例外条項を設けておく必要がある。目標幅を超え、不達成

の場合には、英国銀行のやり方と同様に、日本銀行総裁が経済・財政担当大臣宛に公開書簡を提

出し、不達成の理由と今後の対応策等について説明をするということにしたらどうか。また、イ

ンフレ参照値という考え方もあるが、目標が達成できなかった際の責任の取り方が不明確である

ことから、結果として日本銀行の独立性が脅かされるおそれがある。説明責任とは目標不達成の

際の理由を説明し、その対応策をしっかり示すことである。そうしたフレームワークを事前に定

めておくことで日本銀行の独立性も保つことができるのではないか。 

 

○ 望ましいインフレ率の目標に関して、統計バイアスの1％については私もそのとおりだと思う。

ただ、最近ではデフレリスクを踏まえた糊代 1％を目標値として考慮しないという議論が有力に

なっていることを踏まえると、望ましいインフレ率は 1～2％となると考える。ゼロ金利制約が

あるから、1％糊代を考慮しておくという考え方は以前からあったわけだが、最近の米国の例で

は、ゼロ金利に近づいたところでアグレッシブな政策を行って、ゼロ金利制約にかからないよう

するノンリニアの政策ルールを行ってはどうかという議論がかなり有力になっている。金融政策

の議論も大分進んでおり、これらの点を考慮して少し低い数値を申し上げた。 

 

○ 望ましいインフレ率について、上方バイアスがあるという話をしたが、2005 年末から CPI が

基準改定され、連鎖基準に基づき CPI が公表されることになるため、上方バイアスが縮小される

可能性もあり、その場合はその分だけ目標数値が小さくなる。 

2003 年の 5 月に米国はゼロインフレあるいはデフレを回避するために相当の金融緩和を行っ

たが、それは米国のインフレ率が 1.7％程度の水準のときに行われた。その際に FRB が意識して

いたのは日本のフィリップスカーブで、そこではインフレ率が 1％を割りこむと失業率が急激に

高まってくる。これは、FRB 議長のグリーンスパンの言葉を借りれば、インフレ率が 1％を割り

こむと企業の価格支配力がなくなるということだ。インフレ率が 1～2％の世界では、従業員の

賃金を抑えた場合に実質雇用コストを下げることが可能となるが、インフレ率が 1％を下回ると

価格を上げることが困難となるため賃金を据え置いても実質雇用コストを下げることができず、

マクロ的には失業の増加になってしまう。だからこそ米国では CPI1%割れを避けなくてはならな

いということで 1％台半ばからデフレを回避するための政策を行った。いずれにせよ 1％を下回

るインフレ目標はあり得ない。 

 

○ インフレターゲットについての議論が多くなされているが、私はインフレターゲットのみを採

用するのは危険だと思う。財政ターゲット、構造改革ターゲットなしでインフレターゲットのみ

を採用すると、それが失敗した場合の責任が日本銀行の政策にだけ向けられることになってしま

い、他の人が責任逃れをする恐れがある。すべての機関が協力的で誠実に進めるというのが政策

の前提であるが、縦割り行政など、そうではない側面があることを認識すべきである。インフレ
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ターゲットに反対はしていないが、インフレターゲットを採択する場合には、財政ターゲット、

構造改革ターゲットも同時に採用する必要がある。経済財政担当大臣と日本銀行が一緒になって

インフレ目標値を決定することについては賛成であるが、財政ターゲット、構造改革ターゲット

についても日本銀行も含めた上で行うべきだと  考える。 

 

○ 財政ターゲット等についてもあわせて考慮すべきという点はそのとおりだと思う。また、イン

フレターゲットの幅についてだが、1～2％、2～3％といった意見があったが、私は諸外国も 2％

ポイント程度の幅をもった目標を採用していること、また様々な要因により物価は変動しやすい

という点を考慮すると、2±1％と 2％ポイント程度の幅を持って考えたほうが望ましいと思う。 

 

○ 政策目標としてインフレターゲットは良いと思うが、政策手段については合意があるのか。ど

のような政策手段でマイルドなインフレを達成できるのかについて、インフレターゲットを主張

する人はどのように考えているのか。 

 

○ 少なくとも、この場でこれまで行ってきた議論はデフレ脱却後の議論である。インフレ率を押

し上げるための政策的な意味合いでインフレターゲットの議論も可能だが、主に、1％を上回る

インフレ率になった場合に中長期的にどう考えるのかという観点からの議論である。具体的に量

的緩和が解除された場合というのはどういう状況であるかを考えると、CPI の前年比が実績で

0.5％となり、その後も景気回復が続くため、インフレ率も徐々に 1％に近づくという展望が可

能となる状況である。そして、CPI が 1％を超えた段階でインフレターゲットを導入すれば、金

融政策の通常の政策手段によってインフレ率をコントロールすることになると考える。 

 

○ デフレから脱却するためにインフレターゲットを導入するということではなく、デフレから脱

却した後、通常の金融政策手段でインフレをコントロール可能な状態となって初めてインフレタ

ーゲットを導入するという意味である。ただ、量的緩和解除のタイミングが近づいてくると、マ

ーケットの期待が不安定化してくるので、量的緩和解除後はインフレターゲットを導入すると宣

言することが、マーケットのためにも良いと思われる。 

 

○ インフレターゲットはデフレ脱却にも有益だと思っているが、多分中央銀行は現段階ではイン

フレダーゲットを導入しないだろう。 

 

○ 厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室古川企画官から提出資料に基づき、「社会保障

制度改革」について説明が行われた。 

  

○ 経済産業省経済産業政策局産業構造課中富課長から提出資料に基づき、「社会保障制度改革」

について説明が行われた。 

 

○ 事務局から資料１に基づいて「高齢化・社会保障負担とマクロ経済」について説明。 
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○ 事務局の説明したモデルでは、負担、所得移転、高齢者雇用がマクロ経済にどのような影響を

与えるのかということを分析しているようだが、これは社会保障全体というよりは年金について

の分析なのかなというのが私の印象だ。また年金給付額と高齢者雇用との関係についてどのよう

に考えているのだろうか。事務局の分析のように年金給付全体が労働力率に与える影響について

の分析はあまり見たことがない。どのような前提で作成されているのか教えていただきたい。ま

た、支給開始年齢の要因が折り込まれているのか否かも教えていただきたい。さらに、社会保障

給付額を 5兆円増やした場合と減らした場合の比較をされているが、5兆円増加した場合や減ら

した場合というのは、ちょっと現実的ではないと考える。いずれにしても、この分析がどのよう

な意味を持っているのか教えて頂きたい。 

 

○（事務局より回答） 

今回のシミュレーションは、機械的テストであり、必ずしも「現実的」な想定の下に行ったも

のではない。現在はモデルの作成段階であるので、今後は、こういう社会保障制度を設計すべき

だというような現実的シナリオを頂ければ、それを如何にモデルに入れていくことができるか考

えていく。 

  年金のシミュレーションではないかという点については、ご指摘のとおり。介護については考

慮していない。ただ、医療は考慮しており、年金と医療を機械的に動かし、分析を行った。 

  労働供給に与える影響については、先程ご説明したとおり、高齢者が、引退をして年金を受け

取るか働き続けるかのいずれかを選択できる状況にある場合、相対的な収益率により働くか否か

を選択するだろうと考えている。これについてはマイクロデータを使った先行研究がいくつかあ

り、弾力性の数値も導出されている。ただし時系列データで計測されている本モデルの弾力性の

値と、マイクロデータに基づく弾力性の値との整合性がとれているか否かのチェックは十分にで

きていない。そこは今後の課題である。一方で、私の知る限り、マイクロデータを使ったいくつ

かの研究では、年金給付が高齢者の労働供給に影響するという点で一貫した結果が得られており、

モデルの中にそのような経路が見られること決しておかしなことではないと考える。 

 

○ マクロモデルについて伺いたい。このモデルでは、金利面およびその他のルートを通じて、財

政赤字ストックが実態経済に反映されるような形になっているのか。 

 

○（事務局より回答）  

財政赤字ストックが実態経済に反映されるルートを最も美しく描くには、世代重複モデルを使

用し、かつ完全予見下で分析を行うことになるが、本モデルは残念ながらそういう構造になって

いない。本モデルには 2箇所のパスがあり、一つは短期金利と長期金利の間をつなぐ期間構造式

の説明要因として累積赤字の GDP 比が考慮されており、累積赤字が増加するとリスクプレミアム

の拡大を通じて長期金利が短期金利よりも大きく上昇するというパスである。もう一つは、消費

を高齢世代と若年世代とに分け、若年の勤労者世代の消費関数において累積赤字の GDP 比を説明

要因として考慮している。これは、赤字が積み上がることで若年世代のみが将来の増税を意識し

て消費を抑制する行動を取るのではないかと想定しているのであるが、分析の結果、一応想定ど
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おりの符号は得られている。 

 

○ 労働力率の部分についてだが、過去の議論においても数人の委員から自営業と雇用者を分けて

推計するべきとの話があり、今ざっと拝見した限りでは分けていないような気がする。今後自営

業者が減少していくが、そこを考慮しないで考えると、過大推計となる可能性があるのでは  

ないか。 

  高齢者の労働力率について、年金給付が影響するのは現役時代に雇用者だった人である。マク

ロモデルであるため、あまり細かい点に配慮する必要はないかもしれないが、こういった点にも

留意する必要があると考える。 

 

○（事務局より回答）  

是非参考にさせて頂きたい。このモデルの構造では年齢階層毎の人口に労働参加率を乗じ、さ

らに自営業と雇用者を分ける形になっているため、自営業比率を労働参加率の関数に入れておく

というのが応急手当として考えられるのではないかと思う。 

 

 

社会保障、少子化に関する論点について（小塩氏、大石氏からのプレゼンテーション） 

 

○小塩氏プレゼンテーション 

  社会保障について簡単に意見を述べさせて頂く。マクロ経済と財政と社会保障を一体的に、数

字として議論される機会は政府においてもあまりないので、是非全面的に展開していただきたい。 

  シミュレーションを行うにあたっては様々なシナリオを描いて、現在の政策のサステイナビリ

ティを客観的に示す、あるいは政策提言を行う際にどういった経路が将来生じるのかを具体的に

示す必要がある。この点について、年金を担当している厚生労働省自らが、現行の制度をベンチ

マークとした場合に、少子化が予想以上に進行し、経済の情勢も芳しくなかった場合に、どのよ

うな状況になるかを示している。こうしたことは今までは考えられなかったわけだが、これは国

民に対する情報提供という意味で非常に大きな前進だと思う。様々な政策提言が為されることに

なると思うが、それが具体的にどのような形になるのかをしっかりと示す必要がある。 

  その際に財政については国と地方のみならず社会保障基金を含めてみるべきであり、どのシナ

リオを選ぶのかはマクロ経済全体のパフォーマンスと制度の持続可能性がメルクマールになる

だろう。国民負担率の水準については理論的に設定することは困難だが、設定した水準につき国

民が納得できるのであれば、そのような水準を目標とする政策を採ればいい。また、国民負担率

の議論は SNA をベースに行うべきである。 

  今回のビジョンで社会保障改革についてどのようなアプローチをするべきかということにつ

いては、短期間で、しかも来年・再来年と具体的に介護・医療の改革が予定されている中で、社

会保障改革について最終報告に具体的に書き込むことは困難ではないかと思っている。そこで発

想を変えて、入ってくるお金で何とか遣り繰りできる政策を提言出来ないだろうか。入ってくる

お金で人々があまり無理をせずに支えられる制度とはどのような姿なのか。現行の制度は、若干
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大盤振る舞いをしすぎであり、高齢者に対する負担を引き上げた方が良いのではないかといった

議論の立て方もあると思う。その場合、国民にとっては入ってくるお金と出ていくお金のバラン

スがどうなっているのかが気になるところだ。全面的に世代重複モデルを展開して世代間の違い

を議論するのは難しいと思うが、メインのモデルにぶら下げる形で世代間格差を把握できる仕組

みがあれば良いと思う。そうしたことから大体どれくらいの改革が必要なのかということが推測

できると考える。 

 

○大石氏プレゼンテーション 

  ここで強調したいのは、少子化については適切なマクロ経済運営と女性の子育てと就業の両立

への支援が重要だということである。さらに、家庭内移転についてどうのように考えるのかとい

うことについて、子育て世帯の実状を情報提供したい。 

まず出生力をめぐるトピックについてだが、70 年代後半以降、人口置換水準以下の出生率が

続き、ほぼ一本調子で低下して昨年は 1.29 となった。70 年代から 80 年代にかけての出生率低

下の主要因は晩婚化であったが、90 年代に入り、生涯未婚率の上昇や夫婦出生力の低下といっ

た新たな傾向があらわれてきた。 

  少子化が問題かどうかは議論のあるところである。年金が賦課方式であるから少子化対策が必

要という議論もあるが、人口動態に影響されない制度を作ることで対応できる。だが、生産性や

技術革新への影響については、発明や技術革新を引き起こす力というのは年齢や人口規模と関係

があるのかどうかという点を整理しておく必要がある。今のところ最も有力な少子化対策の理由

と考えられるのは、今の少子化は人々の望んだ結果としてあるのではないということで、これは

様々な調査から確認できる。したがって、人々が主体的に子供数を選択できる環境を作ることが

重要である。 

  少子化はなぜ止まらないのかということだが、私は実質所得の低下といった負の所得効果が少

子化に作用したのではないかと考えている。児童のいる世帯の生活水準は、実質でみた場合 1993

年を下回っている。一方で高齢者世帯の生活水準は上がっており、現役の子育て世代の生活は苦

しい。また、仕事と子育ての両立が依然として困難な点も挙げられる。また、この間に労働市場

の環境が大きく変わった。女性だけではなく男性についても、とくに若い層で非正規雇用者、無

業者が増えている。私が分析した結果でも学卒時の雇用情勢が悪い場合、非正規社員や無業にな

る可能性が高くなり、そうした人々は親と同居する可能性が高くなる。また親と同居している未

婚者は晩婚傾向が強い。つまり、若年層の就業環境悪化が少子化の一因となっていると考えられ

る。 

  少子化は問題であり、少子化対策は必要だということに合意が得られると仮定して、少子化対

策のポイントをまとめた。まずは適切なマクロ経済運営を行うことが大前提で、安定したマクロ

経済環境の中で家庭形成に入れるというのが一番大事なことだと思う。また、非典型労働者の均

等待遇、男性の長時間労働を是正するといったような労働政策と家族政策とのリンケージを充実

させることも必要である。子育て支援については、現金給付か現物給付かといった議論が必ず出

てくるが、個人的には保育サービス充実のほうが重要と考える。子育てコストの大半は女性の出

産・退職に伴う機会費用であり、それをオフセットするだけの児童手当等の現金給付は難しいた
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め、それよりは育児と仕事を両立できるようなフレームワークつくりが重要と思われる。 

家庭内移転に関連して、子育て世帯の現状を述べたい。1990 年代は初婚のうち 14％が婚前妊

娠を伴っていた。2000 年は嫡出第一子の 4 分の 1 が婚前妊娠によるものという結果がある。婚

前妊娠を伴う出産では、経済力の弱いカップリングの割合が高く、子育て世帯の経済力に階層化

が生じる懸念がある。また20歳未満の子どもの17人に1人が母子家庭の中で育っており、現在、

母子世帯数はおよそ 100 万世帯を超えていると見られる。そのうち 56 万世帯が児童扶養手当の

全部支給の要件である年収 130 万円未満である。母子世帯の母親の 87％は働いているものの、

多くが非正規雇用者であり、いくら働いても十分な賃金が得られないという状況にある。子ども

数が減って、一人一人の子どもが受け継ぐ資産の規模が大きくなるという状況は、マクロ的には

あるのかもしれないが、子ども同士での分散は非常に大きくなっており、家庭内移転を見込めな

い子どもも増加している。こうした状況を打開するために公的な手段で対策を講じる必要がある。 

 

 

社会保障、少子化に関する自由討議については、十分な時間が取れなかったため、改めて第５回会

合において行われる予定。 

 

 

 

（以   上） 


