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御紹介いただきました財務総合政策研究所の中原です。お手元の経歴をご覧いただけれ
ば一目瞭然ですが、今は研究所長という職にありますが私自身は生粋の行政官でして、若い
頃には熊本県庁などにも出向したことがございます。昨年の 6 月までは主計局次長をしており
まして、当時の工藤主計官、現・北陸財務局長と一緒に勤務した、そういうことから私に説明
するようにという御指示が来たのだろうと思っております。個人的な見解を交えながら、時間の
関係もありますので早速説明に進ませていただきます。
お手元の資料を御参照ください。資料を 1 枚めくっていただきますと、上のページに日本財
政の現状として 3 つのポイントが書いてあります。私が見ますところ、日本財政の現状、3 つポ
イントがありまして 1 つ目は恒常的な歳入・歳出のギャップがあるということです。2 つ目には公
債が累増している、公債というのは国債とほぼ同義語で国の債務がどんどん増えているという
ことです。それから社会保障費の自然増が止まらないこと。高齢化に伴って毎年制度改正を
しなくても社会保障費が増えていく状況にあるということです。
3 ページをご覧ください。赤が一般会計の歳出、使うほうでして、決算ベースで最近は 100
兆円ぐらいになっています。平成元年、2 年、3 年ぐらいまでは、青で書いてある税収と並行し
てきていましたが、バブル崩壊後、税収はむしろ下がって、歳出は最初のうちは経済対策で
公共事業の追加などの事情も大きかったのですが、近年は高齢化に伴って年金をもらう人は
毎年増える、医療費が高齢者医療で毎年増えるというような具合で、社会保障の自然増でど
んどん増えている。25 年度、26 年度、特に 26 年度はちょっと下がって見えますが、これは今
の段階では当初予算しか入っておらず、例年このあと補正予算があり、決算になるともう少し
上振れするという事情を考慮する必要があると思います。
それから下の棒グラフ、これが国債の発行額です。ピンク色の部分がいわゆる赤字国債、
特例公債、青い部分が 4 条公債、いわゆる建設国債です。なぜ 4 条というかというと、戦後定
められた日本の財政法は、無借金経営が原則です。公債は国の財源にしちゃいかんというこ
とが書いてあるのですが、4 条の但書というところで「ただし公共事業費や貸付金、出資金、こ
ういうものの財源には公債収入を充てることができる」というのが書いてあります。例えば橋を架
ける、造った橋は何十年後かの人がまた使えるわけです。ですから今の世代だけで負担する
必要はないだろうということで、公共事業の財源には国債を発行してもいいだろう。また出資
金などは、出資したものが出資に伴う持分権として資産が残ると、ある意味で財産権が残ると
いうことから公債発行が認められていたわけです。
ピンク色の部分は特例公債、赤字国債といわれる部分ですが、なぜ特例かというと、先ほど
申しましたように日本の財政法では公債は原則発行できないわけです。ですから特例公債を
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発行するには、そのための法律を作って特例的に出さなくちゃいけないということから、特例公
債といわれているわけです。昭和 50 年代は、建設国債と同じ額ぐらいまで赤字国債を出して
いたのですが、財政再建の努力とバブル期の税収の増加という事情から、平成 2 年にはいっ
たん赤字国債、特例公債から脱却しました。いったん脱却しましたがバブルの崩壊に伴ってま
た発行せざるを得なくなって、今や建設国債よりもはるかに多い額を出している。特例が特例
で全然なくなっている状況です。ちなみに一番右側の 26 年度予算ベースでは 96 兆円の一般
会計の歳出に対して、税収が 50 兆円、国債発行収入が 41 兆円というような姿になっていま
す。
4 ページですが、これはもう少し先ほどのグラフを子細に見たものです。青い棒グラフが税収
でして、先ほども申しましたようにバブルのピーク、平成 2 年、この頃は 60 兆円の税収がありま
した。これはずっと減ってきておりまして、リーマンショック後には 40 兆円を割るような状況にな
りました。今はアベノミクスの成功ということで、50 兆円ぐらいが見込めるというところまで回復し
てきております。下の折れ線グラフの青い点線が法人税の収入でして、平成元年、2 年頃は
19 兆円とかそういう数字だったわけです。今は 10 兆円ぐらいで半分ぐらいになっています。実
は法人の利益それ自体のピークは、平成 19 年です。平成 19 年度のほうがバブル期よりも法
人の利益それ自体は多かったのです。なぜ平成 19 年度の法人税収が低いかというと減税が
あったためです。法人税率はかつて 40％を超えていたのですが、今は 25％台まで下がってい
る。平成 19 年の頃は 30％台でした。そういう事情から、法人税収がかつての 20 兆までいくの
は、なかなか大変です。赤い折れ線グラフは、所得税でして、これもバブル期がピークです。
その後落ちてきているのは、バブル崩壊後で個人の所得が下がってきたこともありますが、は
やり減税の影響も大きい。それから黒い折れ線グラフが消費税でして、消費税はあまり景気の
影響を受けない、安定的な税収だというのが分かると思います。26 年、今年の 4 月からは 3％
アップするということで、それを見込んだものが予算に計上されております。
5 ページです。先ほど御説明した表は毎年毎年の発行額ですが、これは残高、それまでに
出したものの合計で今残存するものの数字です。赤が赤字国債、いわゆる特例公債でして、
青が建設国債、4 条公債です。一般会計が出している国債の残高が 26 年度末、来年の 3 月
には 780 兆円になると見込まれており、だいたい一般会計の税収の 16 年分です。企業でいう
と粗利の 16 年分の有利子負債を抱えている状況ということです。平成元年ぐらいの数字を見
ていただきますと、だいたい 160 兆円ぐらいです。今 780 兆円ぐらいですから、7、8 割は平成
になって積み上がった公債残高で、この四半世紀の間に急速に借金が積み上がっていること
が分かると思います。
次の 6 ページですが、これは先ほどからよく出てまいりますバブルピークの平成 2 年度と
2014 年度、すなわち平成 26 年度の国のフローベースの歳入・歳出を比較したものです。歳
入から見ていただきますと平成 2 年、90 年度は 66 兆円の歳入のうち税収で 58 兆円でした。
その他収入、これは日銀の納付金などですが、それと公債発行が 5.6 兆円でまかなっておりま
した。66 兆円のうち 58 兆円は税収でまかなっていたのです。国債は建設国債だけだったので
す。2014 年度の歳入を見ていただきますと 95.9 兆円ですが、税収は前年からずいぶん伸び
ましたが 50 兆円に留まっている。その他収入は、色々努力していますが、4.6 兆円で、41.3 兆
円は公債に頼っている。建設国債は 6 兆円で特例公債が 35.2 兆円ということで、この 35.2 兆
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円は純然たる収入が足りないから借りているという部分です。
歳出を見ていただきます。1990 年、平成 2 年、バブルの頃は、地方交付税が 15.3 兆円、
国債費が 14.3 兆円、社会保障は 11.6 兆円、その他の政策的経費が 25.1 兆円でした。これ
が、社会保障が約 3 倍の 30.5 兆円まで増えております。その他、これは公共事業や防衛など
色んなものが入るわけですがその他は 1 兆円しか増えておりません。交付税もほとんど変わら
ず。国債費は債務の償還と利払いであり、債務が増えておりますので、増えているということで
す。ですから歳入のほうは税が減っている。歳出のほうは社会保障が 3 倍に増えているという
のがこの間の特徴です。
7 ページをご覧いただきますと主要経費別の推移が書いてあります。赤で書いてあるグラフ
が社会保障関係費です。急速な勢いで増えております。それから黒の点線が国債費で、これ
もかなり伸びております。地方交付税は、バブル期までは増えてきたのですけど最近は横這
いとなっております。これは国と地方との財政事情の差によるということです。それから公共事
業関係費、これはバブル崩壊後、経済対策で増やしてきたのですが、近年は抑えています。
それから一番下の線は防衛費、横這いないし微増が最近の傾向です。
8 ページは国際比較です。左側が政府の社会保障支出、それぞれの国の GDP に比較して
どうかというのを、これは OECD に参加している国の中で、OECD は 30 数カ国くらい参加して
いますがその中で資料が整っているところから取ったものなのですが、日本は社会保障支出、
95 年の頃は非常に低かったんですが、2010 年段階で中ほどに来ております。一方右側が社
会保障以外の国の支出ですけれども、2010 年で見ていただくと先進国の中では最低水準と
いうことになっております。日本は全体としては小さな政府です。小さな政府ですが、社会保
障の部分は中ぐらいの政府になっていて、それ以外は極めて小さい政府になっているというこ
とです。極めて大ざっぱに申し上げるとそういうことです。
9 ページですが、日本の財政の問題点として私見ですが、3 点ほど挙げております。1 つは
サステイナビリティーへの懸念があるのではないか、プライマリーバランス赤字が継続している
ということは、国債の信認に影響が出るのではないかということです。それから世代間不公平、
これは少子高齢化に伴って社会保障費がどんどん増えていき、一方で人口は減っていて担
い手になる若い層、65 歳以下の層の人数が減っている。負担は増えて人数が減っているの
で担い手の負担がどんどん増えていく、そういう世代間の公平感の問題があるだろうということ
です。3 番目は財政の硬直化の問題で、社会保障のような義務的経費や国債の利払い、ある
いは元本償還、こういうウェイトが高くなって他の経費にメリハリの付けようがない、他の政策を
やりようがない、そういう財政の硬直化という問題が出ているだろうということです。プライマリー
バランスという専門用語が出てきました。時間の関係で今日は細かい説明は省かせていただ
きますが、要するに財政赤字が続いていると日本が出している借用証書を誰も信じなくなるよ
というのが、1 番目の論点です。
次のページ、10 ページを御覧いただきますと、その 1 点目の日本の国債を誰も信用しなく
なる恐れがありますよということに関連しまして、ギリシャの例についてお話をしたいと思います。
ギリシャは自分の国の通貨をユーロに合わせてユーロを使っているわけですが、ユーロの通貨
同盟に参加した後は 5％で国債の発行ができていました。実はドイツなどの非常に高い信用
度の国と似たような信用度で、南ヨーロッパやギリシャなどが国債発行をできるようになりました。
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ユーロバブルといわれていたわけですけれども、その前提となりますのは、ユーロを導入する
に当たっては、財政赤字が GDP 比 3％以下にしましょうという厳しい財政規律（マーストリヒト
条約）が義務付けられていたわけです。
ところがどうも国の財政上の統計にインチキがあった、偽造があったということが明らかになり、
それを契機にギリシャの国債は信用できないということになりまして、長期金利が 37％まで急
速に上昇したという事実があります。37％と申しますと、昭和の時代のいわゆるサラ金の金利
よりさらに高いような金利です。今の日本の現状は債務残高の対 GDP 比が約 230％で、ギリ
シャが今 180％ぐらいですから、日本のほうがそこだけ見ると悪いんですね。ですから十分そう
いう懸念というのは成り立つわけです。
11 ページをご覧いただきますと、ギリシャの概況が書いてあります。左側の赤い折れ線グラ
フが債務残高の対 GDP 比で、これは右目盛りですから今だいたい 180％ぐらいです。一方、
紫色の棒グラフは財政収支、財政の赤字の対 GDP 比で、これが今は見通しのところでいいま
すと低くなっているんですが、だいたい 10％を超えるぐらいの赤字が近年続いてきたわけです。
これは日本より悪いです。国債の利回りが右にありますように一番悪い時は 37％、今でも 8％
ぐらいの金利です。ちなみにドイツは 2％ぐらいです。EU の中で一番信用が高いドイツは 2％
ぐらいです。
次の 12 ページを御覧いただきますと、先進国の中での比較がありまして、左側が財政収支
でありまして赤が日本 です。財政収 支の定義は少しテクニカルになりますので省きますが、
GDP に対してフローベースでどのぐらいの赤字かというと、日本は今 8 とか 9 とかそのぐらいの
水準です。ドイツが 0 ぐらいでほかも厳しいのですが、日本よりはだいぶましということです。ま
た 1990 年代の後半に、先ほどのユーロ通貨の統一・統合という話があった時にヨーロッパで
は財政再建が非常に盛り上がって、その頃非常に良くなったんです。日本はその頃もあまり
改善できなかったということもあります。
右側が債務残高ベースでして、先ほど申し上げましたように日本は国、地方や独法の債務
を合わせると 230％ぐらい。イタリアが悪い悪いといっても 130％ぐらいですから、相当日本は
悪いわけです。じゃあどうして日本はギリシャみたいにならないのかというと、次の 13 ページで
すが、13 ページの棒グラフは経常収支です。きれいな対称形というわけでもないですが、だい
たい対称形になっております。ギリシャは経常収支が赤字国でして、外国からお金が入ってこ
ないと収支バランスが取れないわけです。逆に日本のほうは経常収支の黒字国ですから、別
に外国に国債を買ってもらわなくても成り立つ。そういうところの差からギリシャみたいな事態に、
日本はなっていないのだろうということはいえると思います。
次は、14 ページですが、国債の金利が上がるとどういう問題が起きるのか。ギリシャみたい
になったら何が起きるのかということです。もちろん最初に出てくるのは国債の利払費が高くな
って、財務省が困ります、国民全体が困りますということです。2 つ目は、ちょっと分かりにくい
のですが、金利が上がりますと債券の価格が下がります。ですから国債の金利が上がるという
ことは、金融機関が持っている国債という債券、ボンドの評価額が下がります。その結果、金
融機関の資産の部が縮小しましてバランスシートが悪くなってしまって、そうすると結果的に銀
行が金を貸し出す余力がなくなっていくという問題があります。これも大きい問題です。それか
ら 3 つ目に、私も変動金利型の住宅ローンを借りていますけれど、そういった住宅ローン利用
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者やあるいは企業の借入金利が上がるという問題から、景気に悪影響が出るということがあり
ます。
15 ページを見ていただきますと、上のほうのグラフのピンク色の三角形をつないだ折れ線グ
ラフが、これが国債の金利です。私が役所に入った昭和 56 年頃は 7.5％ぐらいの金利でした。
その頃一番高い時は、確か利回りが 8.88％ぐらいまでいってみんなで八八艦隊だねとか言っ
ておりましたが、そのぐらいの金利水準でした。それがずっと傾向的に下がってまいりまして、
近年では 1％台、足元で実際に発行されている金利は 0.7％ぐらいです。その結果、黒の折
れ線グラフが利払費ですが、債務残高が増えているのに利払費は下がるないしは横這いとい
う、財務省にとっては非常に恵まれた有難い状況が続いてまいりました。ただここまで下がると
今後これ以上下がるっていうのはなかなか期待できないので、ギリシャみたいにならないまでも
相当上がる可能性もありますので、そうすると財政的には非常に困ったことになっていくわけで
す。
次の 16 ページ、さっき申しましたように利回りと価格の関係で、数式的には上半分に書い
てあるところです。これはテクニカルですから下の例示を御覧いただきたいのですが、昨年の
クリスマスの日、24 日、クリスマスイブの日に 10 年国債のマーケットにおける利回りが 0.675％、
価格が 99 円 30 銭でした。1％上がりますと利回りが 1.675％になるのですが、そうすると理論
的には国債価格は 90 円 80 銭になります。ですから 8 円 50 銭の下落ということになります。金
利が上がると価格が下がるというふうに覚えていただければよろしいかと思いますが、価格が
下がると、日本では金融機関が大量に国債を持っておりますので、金融機関に評価損が出ま
す。
会計の話になるので非常に技術的ですが、これはその年の損益には反映しなくていいので
すが、バランスシートには反映しなくちゃいけないっていうことになっており、その損が大きいと
自己資本比率が下がってまいります。そうするとどこまで貸していいかっていう貸す限度額が
下がるものですから、貸し渋りが非常に生じやすくなる。ギリシャ問題に端を発したヨーロッパ
では現実にその問題が起きまして、ヨーロッパの銀行は貸出しを非常に絞りました。具体的に
どう絞ったかというと、ヨーロッパの銀行は、ドル建てで持っていた貸出債権を売却するという
形で貸出しを圧縮しました。南米とかの新興国向けのドル建て債権をかなり持っていたのを、
アメリカや日本の金融機関に売ったわけです。日本の場合、もし国債利回りが 1％ぐらいでは
大勢に影響ありませんけれども、何％も上がって損が出ていった場合に、円建ての貸出債権
は誰も買ってくれませんから、貸し渋り・貸し剥がしになる可能性がかなりあるというふうに、私
は見ております。
17 ページをご覧いただきますと、そうはいっても実際には国債金利は先ほど申しましたよう
に、0.7％ぐらいで発行できているわけです。私ども財務省に勤めておりますと、十何年も前か
ら国債金利が心配だ、心配だと言い続けているものですから、オオカミ少年だといっていろん
なところで怒られておりますが、なぜ結果的にうまくいっているのかということについて 2 説あり
ます。1 つは、これはどちらかというと日本国内で多い説明ですが、日本国の債務の多くは国
内で保有されているからだということです。ギリシャみたいに外国が買ってくれないと成り立た
ないというのではなく、日本国内で買ってもらっているから急には逃げ出さないだろうと。ホー
ムカントリーバイアスみたいなものがあるので、急には出ていかないから急に売れなくなること
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はないのだという見方が 1 つあります。それからもう 1 つは外国のアナリストなどがよく言ってい
るもので、日本には、まだまだ課税余地があるから大丈夫なのだと。消費税が今度 8％になっ
て次いで 10％になるわけですが、国際標準は 20％ぐらいですからまだまだ課税余地があるの
で、日本の国債は大丈夫なのだと、そういう見方があります。
それぞれ後ほど御説明しますが、オオカミ少年的ではありますけれども、仮に急に金利が上
がった場合の悪影響というのは非常に大きいということは、先ほどからご説明した通りです。で
は、金利が急に上がることがあるのかということですが、過去 10 年 20 年のスパンでいいますと
例はあります。例えば 1998 年の運用部ショック、これは当時財務省の資金運用部、今でいう
財政投融資特別会計がマーケットから国債を購入していました。これをちょっと控えるというよ
うなニュアンスの発言が流れた途端に 3 カ月で 1.8％金利が上がった例があります。それから
次の VaR って書いてあるのは、これはバリュー・アット・リスク（Value at Risk）というものですが、
VaR ショックというのがありました。これは本当にテクニカルで申し訳ないのですが、銀行のリス
ク管理の手法でバリュー・アット・リスクっていうのをどこの銀行も使って、今でも使っているので
すが、同じようなリスク管理手法を取っていたものですから、どこかがちょっと国債を売るとみん
な一斉に売るような状況になってしまって、何がきっかけということなく 3 カ月で 1.2％上がった
というようなケースがあります。
18 ページは、先ほど国内保有だから大丈夫なのだという説の説明です。日本は左側の大
きい円グラフ、海外が保有しているのは 8％です。アメリカ、イギリス、ドイツに比べてやっぱり海
外の割合が非常に少ないです。アメリカでもだいたい半分、ドイツでは 6 割ぐらいが海外保有
ですが、日本は 1 割未満です。日本の円グラフを、更に見ていただきますと、銀行等や生損
保のシェアが非常に大きい、約 6 割だというのも特徴的です。
それから 19 ページは、国債マーケットで海外投資家がどのぐらいの存在感があるかというこ
とです。一番下を見ていただきますと、今見た国債の保有割合、ストックでどのぐらい外人が
持っているか、これは 8.4％です。その 1 つ上の②、だいだい色の折れ線グラフですが、これは
流通市場で売り買いするときは外国人投資家、海外投資家はどのぐらいかというと、4 分の 1
ぐらいです。一番上の水色のグラフ、これは先物で、ここだけ見ると 4 割以上が海外です。で
すから保有は 8％だから大丈夫だっていうのも、あんまり言い過ぎてはいけない話だと思って
います。
それから次の 20 ページ、日本はまだまだ課税の余地があるだろうという資料です。この帯グ
ラフの見方は、この 0 の上に飛び出してる部分でグレーの斜線の 22.7、日本でいうと 22.7 とい
うのが租税負担率、分母は国民所得です。紫色のところが社会保障負担率です。ですから日
本の場合はざっと 40％ぐらいの、国民所得のうち 40％ぐらいが税金と社会保障の負担になっ
ていますよというグラフなのです。アメリカは 31 ですから日本より小さいのですが、イギリス 47.2、
ドイツ 50.5、スウェーデン 58.9、フランス 59.8 ですから、確かにまだまだ課税余地があるという
のはその通りだと思います。ちなみに 0 から下に書いてある、点線で書いてある日本でいう
13.3 のマイナス、これは何かというと、本来ここまで取らないと今の行政サービスは受けられま
せんという部分なんです。ですから本当はここまで今の世代が払わなくちゃいけないが、払わ
ないで将来世代に先送っていますよっていうのが 13.3％です。今の日本の福祉などの行政サ
ービスは、本当は 53.2％払わなくちゃいけないのに実際には 40％しか払っていませんよという
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のが、この表です。
21 ページに進みます。過去財政危機になってしまった国の例がいくつかあります。1 つはわ
が国ですけれども、第二次世界大戦後の日本は大変な財政危機に入りまして、結局さっき言
いましたような 300％近いインフレが起きました。どうやってそれを解決したかというと、1 つは預
金封鎖をしました。預金封鎖で一定部分しか新円という形で払い戻すことを認めない。残りの
部分は、一定部分は最終的にカットされてしまいました。インフレが止まらなかったので、ドッジ
さんという人が来日して、その人の指示で超緊縮財政を実施して大変な不景気になりました。
ただ幸いなことに大変な不景気だったのですけれども、折からの朝鮮動乱で一気に景気が良
くなって、それが解決したということです。
それから第一次世界大戦後のドイツですが、天文学的なインフレが起きました。結局この時
はレンテンマルクという新しい通貨を出したということで、ここでは参考のところに約 1,000 万倍
のインフレと書いてありますが、先ほど申しましたように戦前から比較すると、これ戦後だけで
1,000 万倍で、戦前と比較すると 1 兆倍ぐらいのインフレでした。だいたい 1 兆倍に対応する
新しい通貨を出したら、さすがにもうこれ以上は増えないだろうみたいな感覚が出て一応止ま
ったと。それからベルサイユ条約での賠償債務の支払いを一方的に停止するというような措置
も取りました。
それから 2000 年代のアルゼンチン、この時も猛烈なインフレと通貨安になりました。どうした
かといいますと預金の引き出しの制限。それから外貨、ドルへの交換を停止する。それと同時
に国債元本の 6 割をカットするというような措置を取りました。ちなみに忠臣蔵で浅野内匠頭が
切腹いたしまして、領地は召し上げになり、赤穂藩は滅亡するわけですが、その赤穂藩は当
時藩札、不換紙幣を出しておりまして、これをいくらで交換するかというのが議論になったわけ
です。事実のほどはよく知りませんけれども、忠臣蔵の中では大石内蔵助は 6 割で換えてや
ろうということで、藩札 10 に対して現金通貨、銀 6 割で交換したといわれております。忠臣蔵の
中では敵役の大野九郎兵衛はこんなものは踏み倒せばいいんだという主張をして、大石内蔵
助はそれでは民人が立ち行かんから 6 割は払いましょうという話になっておりますが、アルゼン
チンの場合は 6 割払ったのではなく、6 割をカットしました。
それから 23 ページは、やっぱり財政健全化というのは経済再生と並ぶ二本柱だということで
す。成長戦略と財政の健全化が車の両輪であるという、安倍内閣の方針に沿って立てられた
財政健全化に向けた中期財政計画です。ポイントは上から 2 つ目のブルーで塗ってある部分
でして、国・地方の基礎的財政収支です。基礎的財政収支は非常にテクニカルなのですが、
基礎的財政収支が均衡する、ゼロになると、債務残高 GDP 比が一定になるという数字のこと
です。ですから①として 2015 年度までにプライマリーバランス、基礎的財政収支赤字の対
GDP を半減するということです。②で 2020 年度までに黒字化すると書いてありますが、要する
に②の段階になったら債務残高 GDP 比が、先ほどの前のページの 22 ページのグラフのよう
にどんどん上がっていくというのが一定に留まるという、それを目標にするということです。
24 ページにいきます。これからの高齢化が最大の論点だということが先ほど財務局長から
の話にもありましたが、全国ベースの高齢化率、65 歳以上の人の割合は 1970 年に 7.1％だっ
たものが近年では 24.2％、おおむね 4 人に 1 人が高齢者という状況になっております。一方
で社会保障、社会保障は基本的には年金にしても医療にしても介護にしても保険制度でま
7

かなわれているはずなのですが、実際には保険料だけではカバーできなくて、4 割ぐらいは国
なり地方なりが財政で負担しております。その結果、今は社会保障費が一般会計の 4 分の 1
を占めるというような状況になっております。
25 ページに進みます。25 ページ、先ほど社会保障給付の 6 割しか保険料がカバーできて
いないというのがグラフで書いてあります。詳しい説明は省略いたします。26 ページを御覧い
ただきますと、我が国の少子高齢化の進行状況が分かります。このページの下半分のグラフ
を見ていただきたいのですが、1965 年、昭和 40 年頃は、総人口が 9,800 万人でした。その中
で高齢者の割合は 6.3％でした。19 歳以下の子どもの割合は 36.6％、働き盛りの人が 57.1％
でした。1990 年、バブルのピーク時です。この頃総人口は 1 億 2,361 万人、高齢者の比率は
12.1％ですが、子どもの割合が 36.6 から 26.4 まで減ったので働き盛りの人はむしろ増えまし
た。ですから 65 年から 90 年にかけてはむしろ人口構成的には働き盛りが増えるという人口ボ
ーナスの時代だったわけです。2013 年になりますと総人口はさらに増えておりますが、高齢者
の割合が倍に、12.1 から 25.1 になって、子どもの割合はさらに減ったのですが、高齢者の増
加のほうが多いので、働き盛りの割合は減りました。もう人口構成のメリットが失われている段
階に入っております。今後の見通しなのですが、例えば 2050 年を見ていただきますと高齢者
の割合が約 4 割ということになる。また働き盛りの割合が 5 割を切るというような状況になってま
いります。
それで 27 ページに進みますが、先ほど出てまいりました人口ピラミッドの話です。1930 年の
人口ピラミッドを見ていただきますと富士山型です。これはたくさん生まれてたくさん死ぬ発展
途上国型の人口ピラミッドになっております。1960 年、右側のグラフを見ていただきたいので
すが、ちょっとこぶができた形になっております。こぶのところを赤く塗っておりますが、これが
団塊の世代。戦後の昭和 22 年から 24 年にかけてのベビーブームの人たちが非常に増えて
ちょうどこぶが 1 つできた形になっております。
次のページですけれども、1990 年を見ていただきますと、今度は黄色のこぶがもう 1 つでき
ております。これが第 2 次ベビーブーマーでして、要するに団塊の世代の子どもたちの世代が
また 1 つのこぶを構成しているわけです。2010 年を見ていただきますと団塊の世代が一番多く
て第 2 次ベビーブーマーがそれに次いで、その第 2 次ベビーブーマーの子どもの世代、第 3
次ベビーブーマーのこぶはないです。ですから日本の高齢化というのは非常に特殊というか、
この 2 つのこぶの世代がボンと増えるという形で高齢化が進んでいくというのが特徴的です。
次のページ 29 ページに進みます。2025 年になりますと 75 歳以上の線の上に団塊の世代
がさしかかります。75 歳を過ぎますと高齢者医療制度になって、本来は医療保険は 3 割負担
ですが高齢者医療ということで今 75 歳以上は 1 割負担、これは 2 割まで引き上げますが、そ
うはいっても 3 割と 2 割の差はありますし、また 75 歳以上になるとどうしても医療支出が増えて
いく傾向にあるわけです。そこのゾーンに団塊の世代が入る。第 2 次ベビーブーマーはまだ
50 代の働き盛り。それが 2050 年になりますと、女性を中心にまだ団塊の世代も残っているの
ですけれども、第 2 次ベビーブーマーが 75 歳を超えます。恐ろしいことに 2050 年になりますと、
75 歳～80 歳という年齢層が日本で最大多数ということになりまして、75 歳以下はそれよりずっ
と少ないという年齢構成になっていきます。少子化はどんどん進行していきます。従ってこの
2050 年になって、今のように 65 歳から上を支えていくというような構造はなかなか維持できな
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いのではないかと。やっぱり 80 歳ぐらいまでは支える側に回らないと成り立たないのではない
かなという思いがいたします。
それで資料 30 ページに進みます。人口減少が経済に与える影響は何かということなのです。
一番大きいのはやっぱり GDP のマイナスへの影響です。下に書いてありますが、GDP というの
は国民 1 人が生み出す付加価値の平均に人口を掛けたものですから、人口が減るっていうこ
とは GDP が下落する要因です。それ以上に生産性が向上すればもちろん増えるわけですが、
生産性の向上がゼロとすると GDP はどうしても下落します。従いまして最初のほうで、債務残
高対 GDP 比が財政を示す指標だと申しましたが、これが分母の分が小さくなりますので、どう
しても債務残高が同じであれば増えて大きくなってしまうということになります。
昨今、人口減少を踏まえて、GDP 総額にこだわるよりも 1 人当たり GDP を考えたほうがいい
という議論があります。もちろんある意味で正しいのですけれども、国債の信用力とか財政とい
う観点からいうと、債務残高対 GDP 比が国際的に注目されますので、やはり GDP それ自体が
マイナスになると非常に具合が悪いということになってまいります。ただ現実問題として人口は
減っていきますので、やはり生産性を向上して 1 人当たりの生み出す付加価値を上げていか
ないといけない。あるいは債務残高のほうを予め減らしてバランスを取るということのどちらかが
ないと、デトロイトへの道になりかねないということだと思います。
31 ページが人口の長期推移でして、上智大学の鬼頭宏教授の著作からお借りしたもので
す。日本の人口は、実は何回か停滞を繰り返しつつ増えてきているわけです。最初の人口停
滞は縄文時代の中期に起きました。縄文中期に日本の人口は 26 万人ぐらいだったのですが、
日本列島が寒くなりまして、その頃は主として木の実を食べていたものですからナッツ類の収
穫が減ったということで、8 万人まで人口が減ります。ただ当時の人口の殆どは東日本に住ん
でおりまして西日本は非常に少なかった。それはなぜかというと東日本の林のほうがやっぱり
ナッツの生産量が高かったというのと、もう 1 つはサケが遡上していたのでそれも食糧にしてい
たということがいわれております。その後、弥生時代に入って稲作が入ってまいりまして、その
後西日本の人口が増えていったというふうにいわれております。
右のグラフに移って、弥生時代からずっと増えていって平安時代のあたり、鎌倉幕府のあた
りで一旦停滞します。平安時代、鎌倉時代ときてそのあたりで一旦停滞します。これは当時の
荘園制度の中で新田開発のインセンティブが小さくなり、大規模な土木工事をするような社会
制度がなくなったということが原因ではないかといわれております。その後また増えていきまし
て江戸時代になっても増えていくのですが、江戸時代の中期にまた停滞します。これはやはり
日本全体が寒冷化したということと、やはり当時の農業技術で維持できる人口の限度があった
ということだろうといわれています。
明治維新後、急速に人口が増えまして、日露戦争の頃だいたい 4,600 万人ぐらいだったと
いわれております。そして大東亜戦争の頃に 8,000 万人と。第 2 次世界大戦の頃 8,000 万人
を超えると。その後ずっと増えていって 2008 年がピークです。今はちょうど頂点ぐらいでなだら
かに推移していますが、今後減少過程に入っていって、2100 年ぐらいに 4,959 万人になるん
ではないかというのが、現時点の推計です。ですから急速に人口が減っていくわけです。
32 ページですけれども、これは年代ごとの実質 GDP 成長率の推移です。やっぱり経済が
成熟していくにつれて、GDP の成長率が下がっていますということが書いてあります。それとこ
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の過程では、先ほどの生産年齢人口の推移というのも効いているというのが、その次の 33 ペ
ージのグラフでして、棒グラフが 2 段描きになっていますが、下の部分が、下の薄い水色の部
分が生産年齢人口の推移です。ですから生産年齢人口の伸びが高い時代は、前のページ
で見た実質 GDP の成長率も高くて、だんだんピークに近付くにつれゼロぐらいになっていき、
今はなだらかな下降過程にありす。
34 ページです。それでは人口減にどのように対応をしていくのかということで、これは私の全
く勝手な個人的な意見を書いたものです。1 つは労働力人口を確保していくことで人口減の
GDP の引き下げ要因という影響を消していくことが重要であろうということです。それは女性の
就業率もあるでしょうし、高齢者にも働いていただくこともあると思います。それからいろんな意
味での交流人口を確保していく。例えば海外から移民を入れろというような議論もありますが、
移民となりますと移民として入った方の社会保障などの問題もありますし、移民で入ってきた
人同士が結婚して子どもが生まれて、日本語がしゃべれない児童が増えるといった場合の経
費の負担とか、そういった問題もありますので、ある意味かなり慎重な議論が必要なのだろうと
思いますが、今の研修生制度を、3 年間来てもらうというのを少し長くしていくっていうのもある
でしょうし、観光で来てもらうというのもやっぱり交流人口という意味で、国内の GDP には資す
るわけでございまして、いろんな意味の交流人口の確保を図っていく。それから本筋はやはり
生産性の向上ということではないかと思います。それはやっぱり 1 にも 2 にもイノベーションなの
ですけれども、イノベーションの対象としては製品に限らずそのサービスの部分でもいろんなイ
ノベーションが必要でしょうし、マーケティングや組織の面でもイノベーションできる組織、イノ
ベーションできるマーケティング、そういうのにもっていかないといけないのではないかと思いま
す。
それから国全体で見た場合にはやはりダイナミックな構造変化が必要なのではないか。例
えば企業の新陳代謝を進めていく。あるいは労働移動をもっと柔軟にできるようにしていく。そ
れから更にいえば人口の再配置、よくコンパクトシティとかそういうことをいわれておりますけれ
ども、そういったかなり思い切ったことにも取り組んでいかないと生産性が上がっていかないの
ではないかと思います。それから非価格競争力向上による超過利潤確保ということですが、日
本の東京を別にした地方部のサービス業を見ておりますと、だいたい平均的な年収が 300～
400 万円ぐらいなのだろうと思います。かつてものづくり、大手の電気製品の工場などがあった
場合には年収が 700～800 万とかそういうところが平均的だったと思うのですが、その差は何か
というと、国内という非常に閉じたところで完全競争状態にあるサービス業の超過利潤というの
は、なかなか発生しにくいのだろうと思います。
かつてのソニーやパナソニックっていうのは、質的な競争力が非常に高かったので、超過利
潤を確保することができた。なんとしてもその超過利潤を確保するようなことを、サービス業、3
次産業も含めて考えていかないと賃金を上げるということ、生産性を上げるっていうことは難し
いのではないかというふうに思います。
35 ページですが、これは各国の労働生産性を比較したものです。この水準自体は付加価
値を雇用者 1 時間あたりで割って購買力平価でそろえたものなので、水準自体はちょっとばら
つきがあるので、日本が他の国に比べて 5 ポイント低いとかそういうことを言ってもあんまり意味
がないのですが、伸び率については同じ基準で取っておりますのでそれなりの意味があります。
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どうも日本は他の国に比べて労働生産性の伸びが悪いなというのはいえると思います。
36 ページは人口密度とサービス産業の関係を調べた資料です。結論だけ申しますとサー
ビス業、特に小売業については人口密度が高いと生産性が上がるということが明らかです。製
造業とか農業というのは、あまり人口密度は関係ない。ただサービス業平均でいうとかなり影
響があるというのが、ここの資料には書いてあります。従って人口減少する中で人口を集約さ
せないと、今のようなまばらな人口配置の中で人口減少していくと、サービス業についてはどう
しても生産性が落ちていくということがいえようかと思います。
37 ページは、日本経済にはまだまだしっかりした強みがあるので、それを活かそうではない
かということが書いてあります。勤勉な国民性、高い現場力、あるいは法制度の安定性、社会
の安定性、そういったところを活かすべきだという私の個人的な意見が書いてあります。
それから 38 ページですが、地域経済のレベルで、私も最近地方各地を回って色々お話を
したり意見交換したりしている印象を書いたものですが、やはり地域の現状を冷静、客観的に
分析した上で、守るべきは守って攻めるべきは攻めるということが大事だろうということです。そ
れから官ができることと民が担うべきことを、あるいは官民が連携するべきことを明確化しないと、
誰の責任、誰のリーダーシップというのがぐじゃぐじゃになってしまってどうもうまくいかないよう
だということです。それから他地域の事例を学ぼうということですね。特にうまくいかなかった事
例を学ぶことです。
39 ページですが、では守るっていうのは何かというと、実はコストダウン、コンパクト化、ダウ
ンサイズ、こういったものだろうということです。そういうことで効率化していく。従ってインフラに
ついても優先順位を付けて維持すべきものを厳選していく。そういうことでコストを下げていくと
いうことが必要だろうと思います。それから攻めのほうは何かというと、さっき申し上げた超過利
潤を得ていくためにやっぱり時代のニーズを先取りするということが大事なのだろう。それはシ
ニアのニーズであり新興国のニーズであろう。その際には地域の強みを活かしていくことが重
要だろうと思います。
40 ページは先ほど申しました社会インフラの維持更新を、人口減少を見据えた優先順位
付けが大事ですという議論の例として、財政 制度審議会の建議 というものを引用してありま
す。
41 ページは長野県の下條村という小さな村ですけれども、少子化への取り組みが成功した
例というのを私どもの他の財務局から聞いたものですから、その資料を付けてあります。
42 ページ、43 ページは北陸関係の資料ですので、私から説明するというよりは、地元の財
務局のほうからがよろしいと思います。
それから 44 ページ、45 ページは諸先生方おられる中で僭越ですが、地域振興を議論する
上で私がここ半年いろんな所に行って意見交換した時の印象として、どういうことを思ったかと
いうのを古典の中から引いたものですので、お時間あるときに見ていただければ幸いです。
私からの説明は、雑ぱくでございますが以上です。
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質疑応答
○

財政規律が厳しく言われている一方、外から見ると、今年度の公共事業費と防
衛費は、要求がすんなり認められたように感じる。なぜか知りたい。
以前は、非常にヨーロッパの財政金融危機が話題になったが、ここ1年ほどは、
殆ど言われなくなっている。その理由をお聞きしたい。

○

一点目は、26 年度予算の国債費を除いたいわゆる政策費の部分、基礎的財政収
支対象経費の分で 2.2 兆円の増加になっている。この 2.2 兆円の内訳は、社会保
障の増加が 1.4 兆円、それからそれ以外が 8,000 億円。8,000 億円のうち 6,200
億円は、社会資本整備特別会計を廃止して、一般会計に統合したことによるもの。
残り 1.4 兆円の社会保障の増のうち、4,000 億円は消費税を上げる際に社会保障
の経費を充実するとした部分。残り 4,000 億円は高齢者医療負担軽減分である。
現在、75 歳以上の方の医療保険の自己負担が本則 2 割のところ 1 割にしており、
毎年、その部分の取り扱いが固まらない段階で予算を作るため、当初予算には計
上しないで、補正予算で毎年計上していたが、今年は政府の方針として何年かか
けて 2 割とすることが決まったため、当初予算に 4,000 億円を計上した。残り 6,000
億円は高齢化に伴う自然増。全体で 2.2 兆円増えた分は、社会保障の 1 兆 4,000
億円と、それからあとは特別会計を一般会計に統合した 8,000 億円が 2.2 兆円で、
それを除くとプラスマイナスほぼ 0 で増えていない状況になっている。
公共事業費及び防衛費について説明すると、公共事業関係費は、5兆3,000億円
から5兆9,700億円に、約6,800億円増えているが、そのうちの6,200億円は今お話
しした社会資本整備特別会計を一般会計に統合したもの。国が直轄で行う公共事
業は、地方が3分の1ぐらい分担金を出す制度となっており、今まで特別会計で受
け入れて特別会計で支出していた分を一般会計で受け入れて一般会計で支出する
ようになった、その計上区分の変更によるものである。
それから防衛費は、4兆7,500億円から4兆8,800億円に、約1,300億円増えてい
る。その大半である1,000億円は、東日本大震災の復興経費を捻出するために、国
家公務員は給与の約8％カットを2年間、自衛官は1年6カ月減額していた特例期間
が終了したことに伴い、元に戻す部分である。
それから欧州金融危機でギリシャ問題が言われなくなったことについては、ヨ
ーロッパの金融機関のバランスシート調整が終わってないと思うが、一応景気が
下げ止まり、ドイツなどは少し回復しつつある状況で、マスコミの関心が少し下
がったという面があるのではないかと思う。
以上
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