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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５回会合議事要旨 

 

（開催要領） 

１．開 催 日 時：平成 16年 11 月 24 日(水) 16:00～18:00 

２．場 所：合同庁舎４号館共用第２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   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） 

  

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）社会保障、少子化について（自由討議） 

（２）経済財政展望ワーキング・グループ中間報告について（自由討議） 

３．閉会 

 

（配付資料） 

資料１ ワーキンググループ・メンバー提出資料 

参考資料１ 第３回 WGでの発言に関するフォローアップ資料（篠﨑氏提出資料） 

参考資料２ 「日本２１世紀ビジョンインターネット調査」第１回本調査結果について 

参考資料３ 経済財政展望ワーキング・グループ第３回会合議事要旨 

参考資料４ 経済財政展望ワーキング・グループ第４回会合議事要旨 
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（概要） 

社会保障、少子化に関する自由討議 

 

各委員からの意見 

○ 前回、小塩委員が、その報告の中で、年金・医療・介護の各分野でどの程度の規模の改革が

必要かを大雑把に試算するべきと提言されていたが、これはこのワーキング・グループの議論

の焦点であると思う。また、経済財政諮問会議では、社会保障給付の伸び率を名目 GDP の伸び

率以下に抑制するということが議論されるなど、社会保障費について大幅削減を求める意見が

多く出ているが、私の意見は少し違うということ示したいと思う。 

社会保障給付費の伸びには、高齢者の人口が増加することに伴う自然増に相当するものがあ

るから、自然増をベンチマークにとった場合には、「社会保障給付の伸びを名目 GDP の伸び率

以下に抑制する」ということは、社会保障を歳出削減の重点目標とすることに等しくなる。し

かし、なぜそのような方針を置くのかについては明確な根拠が説明されていない。支出が伸び

ることを問題視することは、裏を返せば、現状の歳出構造を固定化することが望ましいと言う

ことになるが、日本経済は、今後、人口・社会構造ともに変化していくわけであるから、この

ように歳出構造を固定することには疑問がある。このことは決して社会保障を聖域とすること

を主張するものではない。むしろ、歳出構造全体の中で一体的な見直しを行い、その中で社会

保障給付の抑制目標を考えていくべきであると考えている。 

SNA 統計における、2002 年度の固定資本減耗と利払い費を除いた一般政府の支出を見ると、

総額で 165.7 兆円であり、GDP 比でちょうど 3 分の 1 に相当する。これを、性質別にどのよう

に削減していくかということを考えてみる。ここでは、総固定資本形成としての「公共事業」、

「教育」、社会保障費の大部分を含む「保健プラス社会保護」、そして、「その他」の 4 つに分

類して考えてみる。厚生労働省が 2025 年まで社会保障給付費が GDP 比で毎年 4％増加すると見

通していることや、子どもの数の自然減などを踏まえて、どのように削減額を割り振るかを決

める。例えば、歳出全体を GDP 比で 5.5％削減すると想定するとき、公共投資を半減、人口減

少を踏まえ教育を 2割減と仮定すると、社会保障やその他は 1割減で収まる。これは、社会保

障を重点的に削減するものでもなく、また、社会保障を特別に削減枠の外に置くわけでもない。

社会保障についてもメリハリをつけていくことになろうが、その場合、給付率を削減するより

も、むしろ、経営効率化による行政経費の削減の余地の方が大きいのではないかと考えている。 

それでも、医療・介護費用は抑制する必要があるという考え方も根強い。その際には、手段

をしっかりと議論しなければならない。いまのところは数値目標だけを決めるということでは

大きな弊害が生じる可能性がある。このとき、最も健全な支出抑制策は、健康を増進し、医療・

介護費用をそもそも支出しないことであるが、数量的な効果は科学的な根拠があまりないため、

2025 年に医療・介護費用をどの程度削減できるかは断定できず、安易に数量的な削減効果を出

すと不誠実になる。無駄を省くことは重要であるが、それ以上に、ニーズに沿った総費用の成

長を抑制することは正当化できない。供給側からみれば、これは産業であり、例えば、高齢者
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が増加するということは産業の成長機会であり、そうした成長機会を摘んでしまうことはおか

しく、また、そもそも過少消費を防ぐという本来の医療・介護施策の目的に反することになっ

てしまう。ニーズに沿った費用の伸び認めるものの、社会保障給付の伸びは抑制するというこ

とになれば、全歳出の中での社会保障給付の範囲は小さくなるが、これを安易に進めると弊害

が生じる。このとき、民間への移行ということになるだろうが、民間に移行させるためには、

受益と負担が対応していなければならない。そうすると、今の社会保障制度の中で世代間の所

得移転のウェイトが高まってしまい、社会保険への支持が失われ、未納が高まることになると

考えられる。最悪の場合、社会保険方式を維持することができず、税方式に転換しなければな

らないかもしれない。民間保険と社会保険に差がないのであれば、民間に移すことにどれだけ

の意味があるのかを問わなければならない。こうした抑制手段をしっかりと議論した上で、そ

の後に抑制の数値目標が出てこなければならない。 

人口減少社会をどう乗り切るかについて私の考え方を示す。非常に悲観的に捉えられている

が、次の３つの原則を踏まえればもう少し明るい展望が開けると考える。第一の原則、老後は

自分で面倒を見ることを前提に、必要な貯金は自分し、また、年金・医療・介護についても積

立方式にする必要がある、ということ、第二の原則は、とはいえ、貯蓄でも対応できない予測

不可能なリスクが生じる可能性があるため、その部分は世代間の所得再分配で対応するべき、

ということ、第三の原則は、これまでに貯蓄しきれていない分は取り急ぎ今からでも貯蓄を始

めるべき、ということである。貯蓄に関しては、もう既に手遅れであるとも考えられるが、と

はいえ、貯蓄をしないと現状はさらに悪化していくだけである。 

 

○ 総額ベースの高齢者関係給付費の実績と 2005 年以降の推計値について見ると、年金はフラ

ットであるが、医療・介護は今後伸びることが予測されている。それを、一人当たりで見るこ

とが重要であろうということで、国民一人当たりの GDP と 65 歳以上人口一人当たりの高齢者

関係給付費の関係を見ると、1985 年までは高齢者関係給付費が急激に伸びているが、その後現

在までは、全体としては、ほぼフラットに推移している。なお、年金が基本的にフラットで、

高齢者関係給付が若干増えている。ここで、これまでの社会保障に関する改革の成果は今後ど

うように出て来るかを見ると、2005 年以降、年金給付については、一人当たり GDP に対する比

率は 50％弱から 30％程度まで落ちると見込まれている。これは、年金制度改革というのは実

際に改正を行われてからそれが動き出すまでには時間がかかるからである。これから 2025 年

までの間に、平成 6 年、12 年の改正による年金支給開始年齢の引き上げ、16 年の改正で導入

されたマクロ経済スライドなどの影響が現れ、一人当たりの年金給付は大きく下がると見込ま

れている。医療、そして介護給費は 2025 年までは一人当たりで見ても増加していくことが見

込まれている。これは 65歳以上一人当たりで見たものであり、後期高齢期の方が年金・医療・

介護費用がかかるということは考慮しなければならない。全体としてみれば一人当たり高齢者

関係給付費は今後低下していくことが見込まれており、こうした実態を踏まえるべきと考える。 

  また、これまで高齢者が優遇されているのではないかという議論があったが、実際には一人

当たりで見た高齢者関係給付費は 1985 年以降フラットになっており、今後減っていくと見込

まれている。また、5歳未満児童一人当たりの児童家族関係給付費は現実には増えてきている。 
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  社会保障制度は私的な扶養を代替しているという側面があるので、ただ単に社会保障給付費

を削減すればそれで済むのかというように考えている。したがって、マクロの規模に大きな意

味はなく、病気の予防等へシフトすることにより医療・介護費を抑制するなど、ミクロベース

で費用を抑制することが重要だと感じている。 

  また、今、高齢者給付を削減するということは、将来自分たちが高齢者になったときの給付

も削減するということを意味する。したがって、世代間格差は積立金を持つことでしか調整し

得ない。医療・介護を含めてそれが実際に可能なのかということが問題としてある。また、こ

れから先の高齢者は決して豊かだとは思わない。今の高齢者を念頭に置いた上でその調整を早

くやろうと言うことであれば、フローベースの社会保障の中ではそれは難しく、資産課税なり、

相続税なりストックベースでの課税を考えていく必要があると思う。 

  最後に、今回の年金改正は物議を醸しているが、積立方式的に表現しても、既に債務の償却

に入り、2023 年には均等償却体制が完成すると見込まれており、特定の世代ではない将来の全

ての世代が均等に負担することになっている点は評価できるのではないかと考えている。 

 

○ 少子化について若干コメントしたい。まず、少子化の要因と対策についてである。少子化の

要因の一つは未婚化・晩婚化であり、もう一つは既婚者が産む子供の数の減少である。90年代

までは未婚化・晩婚化が大きな要因であると言われていたが、最近ではそれに加えて、既婚者

が産む子供の数が少なくなっているという要因が挙げられる。それぞれ対応する要因は多様化

しており、きめ細かく総合的な対策をしていく必要がある。 

  次に、夫婦が理想とする子どもの数は 2を大きく超えているが、実際の子どもの数はそこま

でいっていない。その理由として経済的負担が 8割となっている。これを時系列的に見たらど

うなのかという指摘があったので、過去の調査結果を紹介しておく。夫婦が「理想の子ども数

を持たない理由」として、82 年から 97 年の 15 年の間に、「一般的に子どもを育てるのにお金

がかかるから」、「子どもの教育にお金がかかるから」、という回答が非常に大きく増えている。

その理由として 3 つぐらい仮説が考えられる。1 つ目は、実際に教育等に係る費用が増加して

いることであり、デフレ下においても教育関連費目の物価が上昇し続けているということがあ

る。2 つ目は、将来の期待所得の伸びが低下していることで、子供を持つことは長期にわたる

支出のコミットメントであることから、将来予想される所得の伸びが低いと負担感が増大する

ことになる。3 つ目は、子どもへの期待が大きくなっており、子どもにかけたいと考えるお金

と手間が増大している可能性があるということである。 

次に、婚外子の問題についてであるが、日本の婚外子の割合は 1.9％と最近増加している。

欧米諸国をみると、スウェーデンやフランスでは婚外子の割合が高く、スウェーデンでは全出

生の 56％が婚外子、フランスでも 3割程度が婚外子となっている。しかし、スウェーデンでは、

彼らの言葉でサムボと呼ぶ事実婚・同棲のカップルの間に生まれた子どもが婚外子のほとんど

を占めている。サムボは法律婚に移行する前の一種の試行過程として定着している。例えば、

35～44 歳のカップルに「法律婚か、あるいはサムボか」と聞いたところ、法律婚が 64％、サ

ムボが 36％であったが、法律婚の 9割がサムボを経て結婚している。しかもそのサムボ期間は

3 年、5 年と言った長期間である。このため、サムボの期間中に生まれた子供が婚外子になっ
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ており、また、女性の平均初産年齢は法律婚の平均初婚年齢よりも低い。なお、法律でサムボ

カップルの死別の際の相続や離別による財産分与を定めるなど、サムボに一定の保護を与えて

いる。したがって、婚外子といっても、スウェーデンでは未婚の母が増えているというわけで

はない。 

  次に、そもそも、人生 50年時代の結婚と人生 80年時代の結婚とは異なるものではないかと

考える。人生 80年時代の結婚では、子どもが育った後、夫婦二人で過ごす時間が非常に長い。

寿命が延びれば、離婚の確率も高くなる。あるいは、若い人の間では、「この人は本当に 80 歳

まで一緒にいられる人だろうか」と思って結婚に慎重になり、結果として晩婚化になることも

あろう。このように、離婚や同棲が増えることは人生 80 年時代ではある程度仕方がないこと

と考えられるが、その中で、子どもの生活の安定や健全な発育のための環境を確保する仕組

み・制度的手当は重要となってくるのではないだろうか。 

家族の制度も含めて欧米から学ぶことも多いが、一つ注意すべきは、欧米はいわゆるカップ

ル社会であり、日本はそうではない。制度を直輸入しただけではうまくいかない。また、日本

で晩婚化・未婚化が進んでいる一つの理由としては、そもそもカップルが形成されないという

状況があり、18～34 歳の未婚男性の 52％は交際している異性がいないとしており、その割合

が増加している。 

その他、配偶者との離死別による貧窮化のリスクが潜在的な少子化の要因になっている。最

近では離別による母子世帯の数が増えてきている。母子世帯の平均所得水準は 244 万円と、児

童のいる世帯の平均所得の約３分の１の水準になっている。したがって、離別した親による養

育費支払いの履行確保に関する制度のあり方を検討する必要がある。例えば、協議離婚の場合、

養育費の支払いについて合意していなくても離婚することができる。養育費の支払いについて

取り決めて離婚している割合は全体の 35％である。離婚の増加がある程度避けられないのなら

ば、離婚の増加による母子世帯の増加に伴う財政負担の増大を抑制していくことが必要である。

そのためには養育費支払いの履行確保の制度を整備することが重要だと思う。 

 

○ 若い女性が結婚しない理由はたくさんあるが、中には早く結婚して多く子供を出産する女性

もいる。日本大学の小川先生によると、その女性達にどのような共通属性があるかというと、

そういった女性の多くが小学校高学年時に父親が家事を手伝う家庭で育っているとのことで

ある。経済的負担等の問題もあるだろうが、このようにお金だけでは買えない部分も考えてみ

る必要があると思う。 

 

○ 必要な貯蓄をしておくのは大変との指摘があったが、年金・医療・介護などの公的な支出が

減れば、それに対して民間部門の貯蓄は増えると考えられる。年金支給開始年齢の引き上げに

より、退職年齢は徐々に上昇してくることが見込まれ、所得稼得期間の長期化で貯蓄行動も当

然変わると考えられる。また、家計調査報告では 2003 年に若年層の貯蓄率が高まっていると

いうデータも出てきている。サンプル数が少なく正しいかどうかわからないが、若年層では公

的年金への不信から私的年金などで対応する人が増えている結果かもしれない。 
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○ 若年層は公的年金の水準に不満があるとともに、将来年金受給はさらに減額される可能性は

高いと考えているのだろう。 

 

○ 前々回の会合で、貯蓄率について触れたが、その会合後に行った試算の結果に従って若干の

補足をしたい。2002 年の貯蓄率は 6.4％まで下がってきており、私の試算では 2004 年は 4％前

後になると述べた。今回行った試算では、この貯蓄率の低下の約 70％がゼロ金利によって引き

起こされているとの説明可能である。家計部門の所得には雇用者所得だけでなく利子所得があ

る。日本銀行が超低金利政策を始めた 1995 年には受取利子は 22兆円あったが、2002 年には 5

兆円まで低下した。貯蓄率の分子であるネットの家計貯蓄は現在 20 兆円程度だが、受取利子

が 22兆円から 5兆円に下がることはかなりのインパクトを持つことになる。公定歩合が 6％で

あった 1991 年頃は、受取利子は 39兆円あった。もちろん家計部門には支払利子もあり、それ

を相殺して考える必要があるが、ラフな仮定をおくと、1995 年の 11.9％から 2002 年の 6.4％

への貯蓄率低下のうち約 70％が金利低下によって引き起こされていることになる。公的部門、

企業部門、あるいは金融部門に対して、ゼロ金利政策を通じて所得移転が起こっているので、

マクロ全体の貯蓄はそれほど下がっていない。もちろん残り 30％はそれ以外の要因であり、高

齢化要因だと思われる。将来は高齢化による貯蓄率低下の影響は大きいと思われるが、現段階

で起こっている貯蓄率の低下については金融政策の影響を無視し得ない。 

 

○ 最近の貯蓄率低下の要因としては、ライフサイクル仮説のとおり高齢化が進んでいるという

ことがあるが、別の要因として平均寿命が予想以上に伸びていることが大きいと思う。1930

年生まれの現在 74 歳の女性が 40 歳だったときの平均寿命は約 75 歳くらいであったので、そ

の年代の人々は 75 歳前後まで生きることを想定して貯蓄していたと考えられる。ところが、

今、約 85 歳と 10年程度平均寿命が伸びている。そのため、以前想定していた貯蓄では足りず、

借入れをしたり仕送りを受けるなどマイナスの貯蓄になっている世帯もあるであろう。今後、

平均寿命がそれほど伸びず、年金の給付水準はこれだけ下がるということが明らかになってく

れば、自分が生きている期間中の必要経費を考慮して、労働期間中にある程度の貯蓄を行うと

いう行動が出てくるのではないだろうか。 

 

○ 印象論だが、先ほど私的扶養と公的扶養が総体としてはほぼ一定との指摘があったが、これ

は非常に重要なポイントではないかと思う。もしそうだとすれば、今議論が行われているよう

に、公的な社会保障をロールバックして私的な貯蓄を増やし、積立方式の年金・医療・介護に

シフトしていくと、社会化したことによるメリットも同時に消えることになってしまうが、そ

うした考えは正しいのだろうか。 

また、先ほど、人生50年時代の結婚と人生80年時代の結婚の違いについて指摘があったが、

私もその通りだと思う。人生80年時代の現在は、若い時期には仕事をしてやりがいもあって、

遊びも楽しい。なかなか、結婚をしないし結婚したくもない。そこで、寿命の長期化と同じよ

うに、生物学的な意味で人が子どもを産み育てられる能力が伸びていればよいがそこには上限

がある。つまり、より長く独身を謳歌することにより、結婚後に生物学的に子供を産み育てる
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ことができる期間があまり残っておらず、その結果として少子化になってしまうのではないだ

ろうか。 

 

○ 篠崎委員から参考資料１に基づいて「地域別、分野別社会資本ストックの経済効果に関する

先行研究」について説明。 

 

○ 事務局から参考資料２に基づいて「『日本２１世紀ビジョンインターネット調査』第１回本

調査結果」について説明。 

 

 

経済財政展望ワーキング・グループ中間報告について自由討議 

 

各委員からの意見 

 

○ 基本的には中間報告をどのように使うのかということを踏まえて議論するべきであると思

う。今後、中間報告を基に、国民等にこうしたことをすべきであるということを説明すること

になるだろう。したがって、論理が明快でなければ意味がない。 

  基本的に、これまでの議論は経済学の論理に従って行われているので、まず経済学の原則を

示し、その次に結論を示す形にするのが良いと考える。内容については、まずやるべきことは

生産性を上げることであり、そして、労働参加率を高めることと、生産要素を効率的に活用す

ることの重要性を示し、さらに、財政の再建を行って、はじめて生活の安定を保障できるとい

う展開にすれば納得が得られやすいだろう。 

  また、インターネット調査では、「移民を受け入れるべきだ」という調査結果が出ていたが、

この移民についても、消極的にただやって来るのを待つのか、あるいは積極的にひき寄せてい

くのかを決めなければならない。積極的な移民ひき寄せを考えるのならば、海外に移民引き寄

せのための準備学校を作るということを考えてもいいのではないか。 

  成長の哲学は、全体として、伝えたいことを一文章で表すくらいのものでなければならない

と考える。それができないのであれば、読み手には我々の言いたいことは伝わらないだろう。 

 

○ 少子化については、個人の選択の結果として淡々と受け入れるべきである。政策当局として

望ましい出生率の水準はないと考える。子ども産むことについて社会的障害があるというので

あれば、それには対応していくべきだが、子どもを産み育てる環境をある程度整備した上で、

それでも出生率が下がるのであれば、それは仕方のないことだ。 

次に、日本ではそもそも労働力人口の比率が主要国に比べ高い。そうした状況のもとで、一

人当り所得水準なり経済規模の拡大を追求するために労働参加率を引き上げるという経済運

営は、国民にとって果たして望ましい方向と言えるだろうか。 

また、財政と年金についても発想を転換すべきである。特に、現在の社会保障制度は高齢化

率が数パーセントの時代に考え出されたものであり、これから高齢化率が 30％、40％になろう
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かという時になお引き続き従来型の社会福祉政策をこのまま推し進めていいのだろうか。むし

ろ、戦後高齢化率の低かった時代に作られた福祉国家路線を見直し、高齢化率が 30％、40％に

なった場合の社会福祉、ひいては政府のあり方を根本的に議論する必要があると考える。 

最後に、労働力が今後高齢化していく中で、労働力そのものの質が低下していくが、そのマ

イナス効果について考えるべきである。 

 

○ 生産性の向上に期待を込め過ぎてはならないと思う。政府が生産性を引き上げることに努め

るべきということには異論はないが、その成果がどこまで挙がるかは非常に不確定な感じがす

る。生産性引き上げに失敗した場合には、どうするのかという観点も含めて政策のあり方を考

えるべきではないか。 

 

○ 具体的な数値について明確に言える範囲内で書いていこうと考えている。例えば、ある TFP

成長率を前提としたときに、どのくらいの経済成長率になるかということである。また、TFP

に期待し過ぎである点はその通りである。そこは最終的にはよく考えなければならない。 

また、これまでの議論の共通点である一人当たり消費を維持するということを踏まえれば、

財政負担の問題はもちろんあるが、マクロとしての経済成長にこだわる必要はないのではない

かと思う。 

 

○ 一人当たりの消費が下がらなければ良いということはあるかもしれないが、私は少し違う。

マクロのGDPがそれなりに価値を持つ分野もあるかと思う。例えば、外交・安全保障を考える

と、人口は増加しなくとも、それなりの経済規模がある国と、そうでない国とでは発言力も違

ってくる。さらに、全体として、経済規模が縮小すると、規模の経済性が低下する。例えば地

方において空洞化が進展するとか、日本市場の先行きに見切りをつけて企業が海外に出て行く

とか、あるいは日本に投資が入ってこないといったことが生じる可能性がある。根本的な考え

方として、マクロの経済規模をある程度維持することも重要である。 

   細かい点では、TFPについては不確定であり算定の仕様もないが、政策目標として生産性

を高めるために努力するといった内容を前面に押し出すことが重要だと思う。規制緩和等によ

る、競争にさらされていないセクターの生産性の向上は大切であり、また、25年後を見据える

と教育投資が鍵になるだろう。教育の質の向上がないと、熟練労働力の確保にもならない。 

金融政策に関して、デフレ脱却後にインフレターゲットを導入することには反対しないが、

デフレ脱却のためのインフレターゲットは実効性がないと考えており反対である。また、イン

フレの定義を明確化する必要ある。さらに、物価上昇率については多少のプラスが確保される

ほうが良いと考える。 

プライマリーバランスを黒字化させることは重要であるが、国と地方で合わせて考えるべき

なのか、あるいはそれぞれ別に考えるべきなのかということが大切な視点だと思う。 

最後に、少子化は日本だけの問題ではなく世界的な問題であり、世界的な文脈の中に位置づ

ける発想があっても良いのではないか。 
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○ 少子化対策の価値観に関して対立点も見られるが、これに関しては明確にこのワーキング・

グループとして選択することが必要ではないだろうか。仮に、一人当たりの所得で考えるのか、

それとも国としてのマクロとして考えるのかを両論併記すると、非常にぼやけたものになって

しまう。選択としては、個人的には一人当たりの所得で見れば良いと考える。 

インターネット調査からメッセージを読みとると、一つは、関心があることとして安全・安

心があり、それに対して答えることが必要ではないかと感じた。もう一つは、2030 年の暮らし

の方が「悪くなっている」と答えた人が 63.2％となっているが、ここでの議論では、2030 年

の暮らしが今より悪くなっているとは思っている方はいないだろうが、そうであるならば、

2030 年の暮らしがどうなっているかについてはっきりとしたメッセージを出す必要がある。先

ほどの 2030 年の暮らしが「悪くなっている」と回答をした人の回答理由をみると、経済成長

に対して悲観的であることや、負担が増えていくということを挙げている。したがって、経済

成長と負担のバランスを考える必要があるが、そうなるとやはり数字の議論が必要であろう。 

  

○ 2030 年までの展望で多くの人々が関心を持つのは、財政と労働力の量と質と TFP になるかと

思う。中間報告ではその３つの大きなポイントがきちんとカバーされていることが重要である

と思う。先程、一人当たりか国としてのマクロかの議論があったが、私は、成長と人口は関連

はあるが、別に考える必要があると思う。成長に関しては一人当たりで見れば良いと思うが、

人口については絶対的規模で見ることが外交上重要である。人々が希望する子どもの数と現実

の間にギャップがあることから、きちんと少子化対策をすることが必要であろう。 

  また、中間報告の目玉はどこかについても関心がある。その意味で大事にすべきは、プライ

マリーバランスの黒字を出さなければならないということであり、具体的な数字についてはシ

ミュレーションを見てからということになるが、具体的な数字を書けなくとも、一定規模のプ

ライマリー黒字が必要といったことを示した方がよいと考える。 

金融政策については、2030 年までの展望でもあり、現下のデフレ脱却の議論を離れて、説明

責任の強化、金融政策の透明性の確保という観点から物価上昇率を目標とすることが、安定的

なマクロ経済運営を行う上で重要であるといったスタンスの方が良いのではないか。特に、イ

ンフレターゲットは先進国では主流になっており、世界的な流れの中で、そうした方向が必要

ということを示した方がよい。 

  また、1980 年代初めに山崎正和氏が「柔らかい個人主義の誕生」と呼んだように、家や会社

コミュニティだけではなく、地域社会や趣味やボランティアと言った緩やかなつながりの中で

人々が自己実現の喜びを感じていくという流れがみられ、今後、こうした社会の潮流は重要に

なると思う。人と人とのつながりや、地域コミュニティなどの視点を入れることも良いのでは

ないか。 

今後重要な産業として、コンテンツ産業があると思う。コミック、アニメ、ゲームなどの文

化に関するコンテンツ産業で日本が非常に伸びている。欧米でも、フランスやイタリアなど文

化に関わるコンテンツが一つの競争力になっている。日本も、今後は、良いライフスタイル・

趣味・文化を売っていくような国になるべきではないか。また、文化には時間とお金のあるオ

ーディエンスが必要だが、日本人にはお金はあるが時間がないといったこともあり、層の厚い
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オーディエンスが出現するには労働時間の短縮などの施策が必要であろう。こうした趣味を楽

しむ層の厚いオーディエンスがいて初めてコンテンツ産業・文化が花開くと思う。 

 

○ インターネット調査については、サンプルバイアスがあるという心配もあるが、それがなけ

れば、少しでも文章の中にインターネット調査の結果を取り込んだ方がいいと考える。そうす

ることで国民の意見を反映することができる。 

インフレターゲットについてだが、デフレ脱却後にインフレターゲットは必要と言えるが、

それだけではなく、縦割り行政を無くし、行政機関間の協力関係を強化するために、その他の

政策分野にも政策ターゲットを導入するべきだと考える。 

一人当たりかマクロかについては、これは移民をどれだけ入れるかによって答えが変わると

考える。仮に移民を入れるとすると、一般的に移民の多くは所得が低いため、一人当たりの所

得を維持していくことは難しいと考える。したがって、移民を入れるか否かにより、一人当た

りかマクロかのどちらを目的とするべきかが決まる。 

 

○ 高齢化によって貯蓄率が低下し、国内の IS バランスが崩れることで投資超過となり、海外

からの資本の流入が増える。問題は、世界全体で IS バランスが今後どのように変化していく

かということであり、日本が世界から必要なだけの資本を調達できるのかを検討する必要があ

る。 

 

○ 三点申し上げたい。まず、中間報告はあくまで現在の人々が読むものなので、時間的なパー

スペクティブを捉えやすくするべきではないか。 

二点目としては、少子化の位置づけをどうするかについてまだ結論が出ていないように思う。

先ほども指摘があったが、このワーキング・グループの中で選択するしかないと思う。その際、

中間報告のメッセージを国民がどう捉えるかを考えておいた方がよい。 

三点目は、労働市場が正規と非正規に二重構造化しているが、これを放置せずに変えていく

となると、大幅な変化が出てくる。今のような二重構造を放置しておくことが生産性の上昇を

阻害しているかもしれず、また、一度正社員から外れると二度と戻れなくなるという恐怖感も

あり、国民が安心感・安全感を持てないことになっているかもしれない。ここのところにも少

し踏み込んでも良いのではないだろうか。 

 

○ 21 世紀ビジョンが国民の将来に対する不安を払拭し、夢を抱かせることを目的としても、従

来型の価値観のもとではそうした明るいビジョンを実現することは困難であると考える。した

がって、価値観や経済社会システムの再構築は必要なのだということをメッセージとして出す

べきである。これまで政府はそうした形のメッセージを出したことはなかった。現在のように

環境が大きく変わる時には、これまでと違い、政府は一義的なシナリオだけではなく、二つか

三つシナリオ出して、国民が選択するものとして提言することを考えてよい。21 世紀のビジョ

ンを作るということであれば、国民へのメッセージの出し方そのものも考えた直した方がよい

と考える。 
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○ 対内直接投資についても言及してほしい。政府として対内直接投資倍増計画を出しているが、

TFP を押し上げる効果もあるとされており、対内直接投資を増やすことにも触れる必要がある

と考える。 

 

○ 全体のシナリオとして、先ほども議論のあった「生産性と財政再建」というキーワードは重

要と考える。若干違うのは、労働参加率の引き上げについて。結論は同じだが、異なる文脈か

らの意見を持っている。この先 25 年は、団塊の世代が一気に労働市場から退出して年金受給

者となるが、現状の制度的枠組みでは、持続可能とは思えない。表面的に企業の賃金負担は軽

くなるが、社会保障という経路で経済社会全体の負担は重くなる。  

 高齢者の労働参加については、もちろん本人の意思しだいだが、阻害的にならない工夫が求

められる。高齢者であっても生産性が低いということはなく、例えばベンチャー企業などでも

中高年世代の方々をマネージャーとして受け入れ、若い世代とリンクすることで、上手く機能

している場面も多い。そういう目で高齢者の労働参加を見ることも大切ではないか。 

グローバル化の中で、なぜ生産性が大切かと言えば、周囲の国の生産性が上がっていく中で、

日本の生産性が停滞を続ければ交易条件が変化し現在の豊かさすら維持できなくなるからだ。

実力以上に無理に生産性を上げようとするのは詮無いが、経済社会の長期展望では生産性重視

の立場は必要ではないかと思う。OECD の統計を利用したある分析では、人口の増減率が低く、

また、平均寿命が高い国ほど、生産性が高いとの結果もある。ア・プリオリに、高齢化＝生産

性低下と見ることできないのではないか。 

グローバル化の面点では、「人材と企業の誘致」という発想がいいのではないか。どちらも、

量的効果を追い求めるのではなく、質的効果にこそ優先意義がある。つまり、労働力が不足す

るから量的に単純労働を受け入れるということではなく、我々はこういう生産性の高い経済を

目指しているんだということを示して、だからこういう人材・企業に来てほしいという発想だ。 

 

○ ２点申し上げたいことがある。TFP に関する見方だが、過度に悲観的になる必要はないと思

う。90 年代は低かったが、この期間に企業は過度に積み上がった債務を何とか処理しようとい

う後ろ向きの作業をしてきた。新しい投資や新しい事業をやっていこうということがほとんど

できなかった。ただ、ここに来て多くの企業では収益が回復し、キャッシュフローが増加して

いる。企業活動はこの豊かなキャッシュフローをどのように活用するべきかという前向きの方

向に変わってきており、90 年代と同じような TFP 水準が続くとは思えない。これからはもっと

生産を拡大し、もっと付加価値を高めるような前向きな動きに向かっていく  だろう。 

  ２点目は、先に述べた TFP に関する私の見方を踏まえれば、一人当たりの消費については、

維持されるだけではなく増加すると考えられる。例えば、家計調査を見ると、90年代初頭と現

在を比較すると、生活が良くなっているのは高齢者世帯だけである。若い世帯では可処分所得

は確実に減少している。そうすれば、今のような政府を介在とした所得移転を維持したままで

は、マクロ全体で経済が伸びても、若い世代は希望を持ちにくいということになる。先程、企

業部門の債務は 90 年代を通して解消してきたと述べたが、債務を上手く解消できていないの

は政府部門だけである。その政府部門の債務解消が上手くいかないことにより、家計が希望を
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持てないということだけは描かない様にしなければならない。 

 

○ ３点申し上げる。前段階として、日本が戦後わずか 50年で経済大国になったことが 21 世紀

の制約になっていると思う。その結果、一人当たりでもある程度豊かになったため、出生率の

低下、人口の減少などたくさんの問題が生じているのではないかと考える。経済が豊かになっ

ていた時代に作られた財政制度、社会保障制度が、豊かになってしまった後に維持できなくな

りつつあるということが問題である。 

２点目については、インターネット調査の結果をみると、安心・安全が重要な項目として出

てきているわけだが、反面、財政の面では増税反対・歳出カットの意見が多い。安心・安全を

重視するならばある程度大きな政府を志向するはずだが、これは整合的なのだろうか。このよ

うな考え方のギャップの背景には、財政の使われ方について不信感があるからであり、増税と

絡めてどう歳出の中身を効率化するかを示すことができれば良いと思う。 

最後に、少子化対策のロジックとして、現実に生んでいる子どもの数と理想としている子ど

もの数が違うから少子化対策が必要というロジックには違和感がある。問題は理想としている

子どもの数がどのような制約のもとで出てきた数値であるかということで、経済的な問題等の

制約がなければ、たくさん子どもを生みたいということは当然である。その理想としている子

どもの数がどういう制約の中で出てきたものであるか、また、その数値と現実の子どもの数と

のギャップはどのような要因により生じているのかを考えなければならず、ただアンケートで

結果が出ているから政府が対応しなければならないと単純には言えないだろう。問題は社会的

に最適な子どもの数と現実の子どもの数にギャップがあり、それに政策的に対応可能なのかと

いうことであるが、これはアンケートの結果からだけではわからない。 

 

 

 

（以  上） 


