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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６回会合議事要旨 

 

（開催要領） 

１．開 催 日 時 ：平成 16 年 12 月 8 日(水) 16:00～18:00 

２．場    所 ：合同庁舎４号館共用第１特別会議室 

３．出 席 者 ：  

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   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   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） 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）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    ワーキンググループ・メンバー提出資料 

参考資料  経済財政展望ワーキング・グループ第５回会合議事要旨 
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各委員からの意見 

 

○ 前回の WG で「価値観」を巡る議論と「生産性」を巡る議論に齟齬があったようなの

で整理しておきたい。 

まず、前者について、価値感は個人の内面に関わることなので、政府や政策が「べき

論」を唱えるよりも、「ビジョン」をきっかけに、事実と論理で社会的合意の形成を図る

ことが大切だと考える。2030 年を視野に入れた場合、「人口減少」、「高齢化」、「グローバ

ル化（生産物だけではなく、人や企業といった要素が国境を越えて行き来する）」が進展

することは、「べき論」は別にして、かなりの確度で見込まれる環境変化といえる。この

ような条件の変化を考慮した場合、これまでうまく機能した開発経済型の仕組みや工夫

を、そのまま延長できるとは、合理的に考えにくく、何らかの新しい工夫や仕組みが必

要と判断される。これは「べき論」ではなく事実と論理の問題である。 

与件が変化しても経済社会が破綻することなく持続するにはどのような仕組みや工夫

の見直しが必要かを提示すること、および与件の変化が政策的に操作可能な要因で進行

していると判断されるならば、それを緩和するためにどのような負担と成果の見通しの

中で取り組んでいけるかを整理して提示することが求められる。開発型経済の行き詰ま

りの問題は、財政問題に集約して現れ、グローバル化の深化の問題は、外国人労働や対

日直接投資問題として表面化している。さらに、これらを踏まえて次の世代にどのよう

に豊かさを継承するかを考える時には、一人あたりの所得、消費といったように生産性

の問題がクローズアップされる。 

具体的に 2030 年を射程した場合、まず問題となるのが、団塊の世代が一斉に年金受給

者となることに、どう対応するかという点であろう。ナショナル・ミニマムに加えて現

役世代の所得水準も考慮した全面的な年金の賦課方式や、労働市場からの一斉退出とい

う現行制度の持続可能性の問題である。次に問題になると思われるのが、国際貿易によ

り豊かさを享受している日本が国際経済情勢の変化、特にアジア経済圏の相対的地位の

変化等とどのように向かいあうか、そして、次の世代にどのような経済社会を引き継ぐ

のかという問題である。これらの問題に対して、ビジョンでは、何からどう取り組むか

という、タイムテーブル（時間軸）の設定も重要だと思う。環境変化やそれに伴う影響

が予見されている時に、事前の対応策に手間取ってしまい、無防備のまま影響を被るの

では、意味がない。 

 「事実と論理」に関連して、人口規模、人口動態、平均年齢と生産性の関係を簡単な

国際比較で整理しておくと、〔平均余命と高齢化とは必ずしも同義ではなく、因果関係の

把握にも留保が必要だが、〕高齢化が進展している経済社会ほど生産性が高いというパラ

ドキシカルな事実がある。これは、因果関係を踏まえると、豊かだから、すなわち、生

産性が高いからこそ高齢化が可能なのであり、生産性を重視しないならば、そもそも、

高齢化社会は維持し得ず、平均年齢は低下していくことを意味する。また、人口規模と
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豊かさ、人口増減率と豊かさは、ともに無関係だという事実も観察される。グローバル

経済が維持されるなら、規模の経済性は一国レベルの問題ではなくなっていることを示

唆している。 

次に、生産性を巡る議論の齟齬について考えてみたい。「人はある年齢をすぎると作業

効率が低下する」という「仮定」をおいた場合、他の条件が一定であれば、労働生産性

が低下するのは自明だが、実はもう一つ結論が導かれる。それは、「他の条件を変化させ

る」ことで生産性を向上させる方法である。これが全要素生産性や技術装備の議論につ

ながる。例えば、資源配分に何らかの非効率（障壁）がある場合には、その非効率を取

り除くことで生産性を高めることができるが、これこそが様々な工夫や資源配分の歪み

をなくすことで実現する全要素生産性の向上に他ならない。さらに、例えば、キー・パ

ンチ入力のレジスターからバーコード読み取り機へ転換したように、高齢者にも優しい

技術装備を高めることによって作業効率の低下を補い、労働生産性を向上させることが

可能となる。 

つまり、労働生産性の上昇率は様々な工夫による全要素生産性の上昇率と技術装備の

上昇率の合計であって、かつて TFP に技術進歩率という用語を当てはめたのは必ずしも

正確ではなかった。技術資本、研究開発資本、知識資本については、それらをどう生み

出すのかという点のみならず、それらをどう活用するかというユーザー・フレンドリー

技術の視点が重要になる。また労働生産性と労働強化というのは厳密には違う概念であ

り、議論の中では区別しておく必要があろう。 

生産性がなぜ重要かというと、いかなる時代にも富の創造力を視野に入れることは経

済の基本であり、特に、長期的視点にたって筋道を考える場合に鍵となる概念であり、

かつ、分配の問題を考える際の基礎となるからである。財政問題との関係でみると、短

期的な赤字は経済政策として意味があるのかもしれないが、財政赤字を長期間放置する

ことは、非効率な資源配分の増長を定着させかねない。また時代の変化に対応して再分

配の構造を再設計しなければ、富を創造する力自体がそがれてしまうことになりかねな

い。グローバル経済との関係でみると、日本は閉じた社会ではないため、生産性は直接

的な競争力の問題だけにとどまらず、交易条件の変化を通じて豊かさの変化にも反映さ

れてくる。 

「内なるグローバル化」について付言すると、量的な役割に期待して、誰でも良いか

ら、何でも良いから国内に受け入れるというのではなく、人材にしろ、企業にしろ、触

媒としての質的な役割を重視するのが現実的であろう。労働市場と教育市場の連携を進

めて、日本ファンの育成に繋がる施策を工夫することが必要である。これに関連して、

ODA もハードなインフラ投資だけではなく人的資源に対する開発投資といった視点を導

入することが、相手国にとっても日本にとっても、今や必要なのではないか。 

 

○ 中間報告の議論に奥行きを与えるのではないかという点を３点ほどコメントさせてい
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ただく。 

１点目は経常収支の見通しについてだが、現在、民間部門は貯蓄超過であるが、民間

投資が減らないとの前提の下では今後貯蓄超過幅は縮小し、政府部門については財政再

建に伴い財政赤字は縮小するであろう。経常収支の中身をみていくと、まず貿易収支の

黒字は今後おそらく減少すると思われる。次にサービス収支に含まれる項目は輸送、旅

行、特許権等といったものであり、今後も外国人観光客増加の流れが続き、技術やコン

テンツにおいて強みをさらに伸ばしていければ、サービス収支は赤字縮小あるいは黒字

化すると考えられる。所得収支は現在黒字であり、今後その黒字幅は巨額な対外資産を

背景に拡大していくものと考えられる。以上より、経常収支から見た我が国のイメージ

は、これまでの輸出立国から、投資立国、技術・コンテンツ大国といったイメージにな

るのではないかと思う。 

２点目として、2030 年の日本の望ましいイメージを皆で共有できる方がよいのではな

いか。25 年先を見通すのは簡単ではないが、いくつか思いついたものを例示として示す

と、１つ目のイメージは、「グローバルな投資立国」である。具体的には、多国籍企業が

日本に本社機能をもち、海外に活動を展開、情報や新商品の企画、コンテンツを発信す

る「アジアの企画本部」であり、また、国際機関や国際的 NPO、国際的文化団体の本拠

地が立地する知的センターである。また、人々のライフステージもグローバル化してい

くということがあるのではないか。２つ目のイメージとしては、グローバルな投資立国

として様々な国籍の人が集まるようになると、「賑わいと華のある安定社会」になるので

はないか。外国人が日本人とともに切磋琢磨し才能の花を咲かせていく。様々なバック

グラウンドの人が集まるため、クロスオーバーな文化を持つ層の厚いオーディエンスに

刺激され、新しい生活文化やファッションの発信地になるのではないか。また、世界中

の人々があこがれるファッション・ストリート、国際的なリゾート地や芸術活動の拠点

等が集まり、様々な面でアジアの華になるのではないか。こうした形で世界各地から財、

人、情報が集まる国となり、新たな集積が生まれるというイメージはどうか。３つ目の

イメージとしては、「よく働き、よく休み、よく学ぶ社会」というのがあり得るのではな

いか。サバティカルイヤーが普及し、ボランティア休暇を取る人も増加し、家族のため

に休暇を取りやすい社会になるというのが一つの望ましいイメージではないか。また、

会社による拘束時間が減少し、IT 化や在宅勤務等の普及により毎日会社に通わないライ

フスタイルが広がり、通勤が死語になる社会が実現するというのはどうか。４つ目のイ

メージとしては、伝統と革新の文化を生み出す層の厚い社会というのはどうか。「ジャパ

ン・クール」な商品やライフスタイルが伝統と革新の文化の相克のなかから生み出され

ていき、これが新たな賑わいになるのではないか。 

３点目として、2030 年までに人口動態や世界経済の環境変化が次々といろいろなタイ

ミングで生じるものと思われる。そうしたタイミングを考慮した上で時間軸を意識した

戦略を立てるべきではないか。例えば、人口動態については 2013 年前後は毎年 100 万人
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ずつ 65 歳以上人口が増加し、2023 年前後になると毎年約 70 万人ずつ 75 歳以上人口が

増加する。2030 年になると、75 歳以上人口の割合が 18%となり、約５人に１人が 75 歳

以上の高齢者となる。2060 年には 75 歳以上人口の割合が 23％となり、約４人に 1 人が

75 歳以上という超々高齢社会になる。このように、2030 年までの期間は 2060 年前後の

超々高齢社会に備える準備期間としても重要なのではないか。 

 

○ ２つある。まず高齢化問題についてだが、米国のとあるシンクタンクが公表したレポ

ートが興味深かったのでそれについて紹介したい。分析対象国はＧ７に豪、蘭、白、瑞、

西を追加した１２カ国であり、これらの全ての国で高齢化は今後さらに進展する。国に

よって高齢化の度合いは異なるが、日本は2040年には総人口の45％が 60歳以上となり、

スペインやイタリアについで３番目に高い。アメリカは 2040 年に現在の我が国の水準程

度となる。各国が高齢化に対してどの程度脆弱であるかについての分析をみると、まず

高齢者に対する公的支援の負担がどのくらい重いのかという点では、我が国は 12 カ国中

３番目の水準である。次に公的負担が重い我が国の財政余力をみると、我が国は借入余

力は最下位だが税負担余力がまだ高いため上から９番目となる。３番目に高齢者が自分

の生活費の中でどの程度公的支援に依存しているのかをみると、実は日本は公的支援に

頼る割合が最も低い。それは公的支援のみならず私的な支援が高齢者の生活を支えてい

るという現状があるということだ。４番目に高齢者と非高齢者の相対的裕福度をみると、

日本の高齢者は世界的にみると上から３番目くらいの水準で現役世代に比べて裕福であ

る。以上の４つのカテゴリーをまとめた総合評価で高齢化の進展に対する脆弱性が低い

国から並べると、日本はちょうど真ん中となる。この評価は私的支援の比率が高いとい

うことと、欧州諸国並となるまでまだ増税の余地があるということをポジティブに見た

もので、額面通りに受け入れられるかは別問題であるが、いずれにせよ日本は先進国の

中でも高齢化が急速に進む状況にもかかわらず、高齢化の進展に対する脆弱性は他の先

進諸国並という結果になっている。 

 次に少子化についてみると、まず、資料に掲げた日本を含むすべての先進国で 1970 年

から 2000 年にかけて出生率は低下している。またその間の女性人口に占める被用者の割

合は、そもそも高い水準であったスウェーデンを例外としてどの国も上昇している。従

って女性の職場進出と出生率の低下の関連性がトレンドとしてみられる。３点目として、

ここに挙げた日本以外の国においては、1970 年から 2000 年の間に出生率が一時的に上昇

している。その上昇期において他の指標がどのような変化を示していたのかをみると、

成長率の変化は様々であるが、失業率は一様に低下している。厳密な分析を行うには不

十分であることに留意が必要であるが、もし出産・育児後に復職できる見込みが高いと

感じると、出産・育児を目的とする休暇・退職への一定の安心感が得られるのかもしれ

ない。もしこのような仮説が多少なりとも成り立つとすれば、政府としてやるべきこと

は、容易に復職できるし、復職しても子育てと両立できるという安心感を後押しするよ
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うな環境整備であると考えられる。少子化を反転させるために政策的に出産数を増やそ

うとすることは、直接家族のディシジョンに介入するものであり、非常に難しいし、ま

たするべきでないと思うが、子供を本当は産みたいのに産めないという人がいればその

障害を取り除くような対応は望ましい。 

  以上のように各国の経験を踏まえて日本の少子高齢化をみていくと、確かに急速には

進んでいるものの、日本の対応力は決して低くないのだから、パニック的に対応策を講

じるのではなく、制度的障害を除くことに集中して、少し長い視点でみることも重要な

のではと思う。 

 

○ 女子労働については女子の就労と子育ての両立を可能にする政策を進めることで、女

子労働が促進され、出生率を高めるという感じで一緒にしても良いのではないか。具体

策として、保育所の充実、保育サービスの費用に対する税制面の優遇措置を挙げたら良

いと思う。 

 

○ 全体のトーンを伝える部分が冒頭にあっても良いのではないか。国民が心配するのは

人口が減少してどうなるのかという点であり、生活水準が悪くなるのではと考える人に

対してそうではないと伝え、そのために何をすべきかという話を冒頭にして、不安を解

消するための方策は後でも良いのではないかと思う。日本経済は制約に対して柔軟に対

応することが可能であるという楽観論をうちだしてはどうか。市場で企業ダイナミズム

を発揮すれば人口の変化にも経済はついていける。ただし問題は財政であり、一人あた

り消費を維持するためにどういった財政構造が必要なのかを書いていき、最後にそのた

めに必要な税負担のあり方について説得的に言及するという形に持っていけばよい。税

負担についてだが日本がこれだけ深刻になっているのは、税負担を米国並にしようとい

う話があるからであり、ある程度の社会保障を維持するのであれば相応の負担が必要で

あるという点をしっかりと記述すればよいのではないか。 

 

○ 皆が暗黙の前提をおいているように感じる。経済については量的なパイの拡大、財政

については大きな政府・福祉国家、社会的な価値という面ではカネというような前提が

置かれている。しかしこの３つの前提は戦後の経済社会の大きな特徴であり、かつこの

３つの前提は人口が増加し、日本が技術後進国であったために後進国利得を獲得できた

という中で可能だったことだ。これから人口が減少する中で３つの前提のフィージビリ

ィティが失われてきているのに、引き続き暗黙の前提があり、その中でどうしたら良い

のかという議論になるから対処療法となってしまう。そうではなく、３つの前提が成り

立たないのであれば、３つの前提そのものをどうするのかという点から議論すべきだ。

30 年後どうなっているのかというビジョンが欲しいとの話が竹中大臣からあったそうだ

が、どうなっているかではなく、中長期的にどうするのかという話だ。経済社会は人々
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がどのような選択をするかによって、結果としてのデザインは大きく変わる。ビジョン

を考える際には人々がどのような選択をするのかが先に来るべきである。どのような選

択をするのかという時に、これまでの３つの前提をこのまま維持していくというのであ

れば、その場合には将来対策を行ってもフィージビリィティがこの程度落ちるというこ

とをきちんと書くことが必要であり、前提を変えた場合には人々の生活や経済社会がこ

う変わるということを示して、国民の選択を迫るようなものこそ今求められているビジ

ョンではないか。 

 選択肢を示していく形で論理を展開していかなくてはいけない。30 年先ということも

あるので、一義的なビジョンでは方向を示せないのではないか。選択肢があってそれぞ

れについてのフィージビリティをきちんと分析して提示するべきではないかと思う。 

 

○ 本ＷＧの役割分担にも絡むのだが、格差の問題も考えるべきではないかと思う。本Ｗ

Ｇのテーマは経済成長、財政、社会保障だと思う。社会保障については世代間の公平性

が重要であるという問題意識がかなり強く出ている。一方でアンケート調査にも表れて

いるように、貧富の格差が広がっていくのではないかという点も国民は懸念している。

この点は国民生活ＷＧで議論されているのかもしれないが、本ＷＧでもふれておく必要

があるのではないか。統計で各国間比較をみると日本の所得格差は大きいものであり、

格差拡大のペースも相対的に高く、今後さらに格差は続いていくものと見込まれる。一

方で高齢化という人口動態要因があるため、それほど所得格差は差し迫った問題ではな

いとの見方もあるが、むしろ格差に直面する層が社会全体でより大きなウエイトを占め

ると予想されるため、やはり重要であると思われる。 

 一人あたり消費の話が出たが、マクロで見た場合、一人あたり消費は上昇するだろう

が、うまく親の世代から移転が出来ない子供たちも出てくるかもしれないので、世代間

だけでなく世代内の格差拡大についても目配りする必要がある。本ＷＧでどこまで議論

するかは分からないが最終的には検討しなくてはいけないと思う。 

 

○ 財政で格差を是正するというのは限界があるが、格差修正には所得格差がひらいた事

に対して修正を行うことと、セーフティネットを構築することの２種類があると思う。

これから財政で格差を是正しようというのは難しいのではないか。 

 

○ 成長率ではなく、生活水準という言い方にするとわかりやすいのかなと思う。また、

高齢者・女性の労働参加率については、高齢化が進行することもあり上昇させるのは難

しいと思われるため、避けられない労働参加率低下の幅を小さくするという方がより正

確であろう。そして、ターゲットの言及も具体的に歳出削減ターゲットとすべきだ。日

銀はインフレターゲット、政府は歳出削減ターゲットをアンケート結果に沿う形できち

んと行うという方がよい。最後に、女性の労働力参加率、子育てについて言及すること
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が多いが、労働力参加率が一番減少しているのは男性であり、それはなぜなのかという

ことに触れてもいいのではないか。また、家族構造を考えてもよいのではないかと思う。

それを政府が干渉する問題ではないという向きもあるが、それは程度の問題である。例

えば男性が家事と子育てを手伝わない家庭で生まれた女性は、結婚をしたくない、また

は子どもを作りたくない、という研究結果がある。持続可能な社会のための家族構造を

政府は考えるべきで、そのような観点から少子化を論じても良いのではないかと思う。 

 

○ 人材の誘致による活性化について、一つのポイントは単純労働力をどうするかという

点だ。本ＷＧでは比較的慎重な意見が多かったのではという感想を持っているが、日本

に来て欲しい人材というと、人によって単純労働者であったり専門労働者であったりと

いうことがあるので、積極的に優秀な人材を誘致すべきだということであれば、「優秀な」

とか「専門的な」というように明記した方が良いのではないか。また社会保障について

は高齢者層の面倒をみている制度が大きな影響を受け、それが現在の制度のままで維持

していくのが難しくなっているという方が良いのではと思う。少子化については、2030

年までの日本経済は、今のあるいはこれまでの少子化状況の影響を受けるので、この影

響は変わらないという点を明確にしたほうが良い。最後に、格差が拡大するという状況

は社会不安といった問題が大きくなるのではないか、格差を放置して良いのかという問

題があるのではと思う。 

 

○ 格差への対応を財政で行うというのは無理があるだろう。自立支援を前提として格差

を是正していかざるをえないと思う。 

 

○ 自立支援ということを考えた場合でもその中からこぼれる人がおり、結果として格差

が広がるという意味で、自立支援のみでは限界であると思う。 

 

○ 所得給付をすることで是正するのではなく、就労支援をすることで是正するしかない

と思う。 

 

○ 海外資本による資金調達を可能にするためには日本は努力しないといけないし、人材

誘致についても同様であり、2030 年になると中国や韓国の優秀な人材は世界各国で活躍

していると考えられ、日本が労働者にとって魅力的な市場でなければ来ないのではない

か。また、企業についても同様で、日本には海外の優れた経営資源を導入するために必

要な素地が整っていないのではないか。経済のルール整備は規制改革等により進んでい

くものと思われるが、同時に日本は累積的な財政赤字を抱えている訳であり、2030 年の

経済活動を行うプレイヤーにとって重荷となるような要素は出来る限り除去するような

財政や経済ルールの構築が必要である。 
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○ 格差の議論について、自立支援を軸とするという点は賛成である。格差が問題となる

のは２つの論点があると思う。一つは、格差が固定して世代を通じて再生産され、社会

の活力が失われる可能性であり、これは望ましくなく、何としても回避すべきである。

二つ目は、どの程度の所得格差までは許容されるかという点である。日本に関して言え

ば、これまで総中流社会が続き、格差に社会が慣れていないという面があり、それが人々

の不安感を高めている背景にあると思う。諸外国では所得が低いなりに楽しめる生活ス

タイルや物価の安い生活しやすい地域があるが、今の日本にはそれがなく、所得が下が

ると生活水準の大幅な低下に直結する。そうしたことが不安感を一層高めているのでは

ないか。現状では格差が広がるのはやむを得ない側面があるが、それを固定化しないよ

うにする、再生産しないようにするということをポイントにしたらいいのではないかと

思う。 

 

○ 人々が中間報告を読んだ時に自分はそう思わない、こんなことは出来ないという感想

を持たれてしまうのは問題があるので、選択肢のような形で複数の解答を示していくこ

とが必要なのではないか。 

 

○ 外国人を誘致するという点についてだが、日本語が出来る外国人が少ないため積極的

に優秀な人材を誘致するというのであれば、逆に日本人が積極的に外国語を話すことで

日本語が話せない外国人が日本に来ても生活できる、あるいは日本人が海外で活躍でき

るという方が良いような気がする。 

 

○ 他の委員からも提案があったが、経済活力の問題が初めに提示された方が良いと思う。

経済全体の成長率や量的拡大を重視するのではなく、一人あたりの水準（生産性）で見

ていく方が良いと考えているが、ＷＧでの議論を聞いていても、両者を混同した議論や

誤解が散見される。読み手の誤解を防ぐために、全体としての経済の成長率と一人あた

りの所得や消費では、意味合いが異なることをわかりやすく提示する必要があるだろう。 

 

○ インターネット調査の扱いについてだが、60 歳以上の比率が５％くらいではなかった

か。このままではミスリーディングになる可能性もあるが、あえて 2030 年に日本を支え

る人の意見を聞きましたというイメージにするのか。いずれにせよ扱いを注意した方が

良い。 

 

( 事務局 ) 確認したところ、60 歳以上の比率は 2.5%であった。特別世論調査等、様々な

調査を行っているところなのでよろしくお願いしたい。 


