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＜ポイント＞ 

05 年 4 月の G７の共同声明では、日本を名指しして財政健全化を要求する文言が盛り

まれ、日本の財政健全化が「対外公約」になった形である。 
が国の財政状況は先進国の中で最悪だが、すでに実質破綻しているとか、明日にも財

が破綻すると考えるのは間違いである。 
政赤字の拡大は経済に対して、財政の硬直化、財政に対する市場の信認低下、世代間

搾取などの弊害をもたらすため、財政悪化を放置することはできない。 
府債務を持続可能なものにして財政破綻を回避するための条件は二つある。一つ目は

礎的財政収支（プライマリーバランス）の黒字化、二つ目は名目金利を上回る名目経

成長率を確保すること、である。 
05 年度予算と「改革と展望」の中身を点検すると、わが国が財政構造改革に踏み出し

とは言いがたい状況である。経済か財政かの二者択一的な議論を脱して、財政健全化

向けた抜本的な改革に着手すべきである。 
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はじめに 

 2005 年 3 月に成立した 2005 年度予算では、定率減税の縮減が盛り込まれ、2001 年度以来

4 年ぶりに国債発行額が減少するなど、わが国の財政状況は足元で若干の改善が見られる。 
 一方で、2005 年 4 月、ワシントンで開かれた先進 7 ヵ国財務相・中央銀行総裁会議（G７）

の共同声明では、日本は財政健全化を含むさらなる構造改革に取り組むとの文言が盛り込まれ

た。日本を名指しして財政健全化を要求するのは 97 年 4 月の G７以来 8 年ぶりであり、日本

の財政健全化が「対外公約」になった形である。 
 本稿では、わが国財政悪化の現状、財政健全化の必要性などについて整理し、財政再建策の

問題点と課題について検討してみたい。 
 
わが国財政状況は先進国で最悪 

 わが国の財政事情を他の主要先進国と比較すると、国と地方の財政収支（図表１）、債務残高

（図表２）のいずれで見ても、先進国の中で最悪の水準にある。 
 日本を除く先進諸国も、かつては深刻な財政赤字を抱えている国が多かったが、90 年代に財

政健全化に取り組んだ結果、各国とも財政状況を改善させるのに成功している（ただし、ここ

数年は経済情勢等により各国財政の改善はやや足踏みしている）。 
 こうした中、日本の財政収支だけは、フロー面でもストック面でも一貫して悪化を続けてい

る。 
 
すぐに財政破綻することはない 

 しかし、先進国中最悪の財政状況だからといって、わが国財政が直ちに破綻するというわけ

ではない。実際には、国や地方自治体が持っている資産を売却して借金を返済することも可能

である。したがって、債務負担の大きさは、純債務（負債－金融資産）で測るのが適切である。 
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図表１　　国と地方の財政収支（ＧＤＰ比）の国際比較
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図表２　　国と地方の債務残高（ＧＤＰ比）の国際比較

（注）・計数はSNAベース、国および地方の財政収支。
出所 ： ＯＥＣＤ 「ECONOMIC OUTLOOK 76号（2004年11月）」
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 政府は約 430 兆円の金融資産を保有しており、これらを差し引いた政府の純債務はＧＤＰの

約 70％と、イタリアやベルギーよりは低い水準にとどまっている1。 
 
国の借金は家計の借金とは違う 

 また、財政状況を家計になぞらえて破綻寸前だとする見方がしばしばなされるが、これは国

の借金は家計の借金とは性格が違う点を忘れた議論である。 
国債残高は、一国全体でみれば、国債保有者にとっては資産である。国債は、発行時に国債

の買い手から国への資金移転、返済時に国から国債の保有者への資金移転が行われるだけで、

利用できるおカネの量が変わるわけではない。さらに、国の借金は、個人の借金とは違って、

期限までに元金と利息を用意して全額返済しなければならないというものではない。国が国債

発行という形で債務を背負う場合、満期時に国債の借り替えを行う（満期のきた国債を償還す

るために、新規に国債を発行する）という選択肢があるからだ。 
したがって、国債を買ってくれる人間が市場にいる限り、国は借り替えを続けることで債務

の返済期限をいくらでも先に延ばすことができる（個人と違って国には寿命がないから、これ

が可能である）。今のところ、日本国債を「喜んで」買う企業や投資家がたくさんいる。その上、

日本の公的債務の場合、貸し手のほとんどが国内の企業や投資家であり、日本国民が日本国民

から借金をしている格好だ。したがって、海外から多額の借金をしていた累積債務国と違って、

急に資金が引き上げられて危機に瀕するといった心配はない。 
 以上の点を考えれば、わが国財政がすでに実質破綻しているとか、明日にも破綻するとセン

セーショナルに煽るのは、不適切と言えよう。 
 
財政悪化は何が問題か 

しかし、すぐに破綻しないからといって、財政悪化を放置しておくわけにはいかない。財政

赤字の拡大が中長期的に経済に悪影響を及ぼすことは、各国の政策担当者の共通認識になって

いる。その理由は、財政赤字の拡大はマクロ経済に次のような弊害をもたらすからである。 

 ①財政の硬直化 
財政赤字が累増すると、利払い費等の経常的な支出が増える結果、政策的な経費として

使える金額が減少する。つまり、財政の硬直化を招き、国が財政で果たすべき機能（資源

配分の調整、所得の再分配、経済の安定化）に支障をきたす。 
 とくに先進国の中で最も速いスピードで少子・高齢化が進んでいるわが国では、今後、

年金、医療、福祉など社会保障関連の歳出の拡大が避けられないが、財政が硬直化すると

こうした財政ニーズに十分に応じられなくなる。 

 ②財政に対する市場の信認低下 
財政赤字が加速度的に累増すると、市場参加者の間で将来の政府債務の償還可能性に疑

問符がつけられ、国家財政に対する市場の信認が低下する。現実にはまず起こらないが、

将来、政府債務の「取り付け」（債務不履行）が起こるかもしれないという不安心理が広が

れば、国債を保有することのリスクが強く意識されて国債市場が神経質になり、国債価格

と長期金利が不安定になる可能性がある。 

                                                      
1 イタリアの政府純債務のＧＤＰ比率は 96％、ベルギーは 91％である（2004 年、ＯＥＣＤ「ECONOMIC 
OUTLOOK」による）。 
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 ③クラウディング・アウト 
 国債が累増すると、市場の資金が国債の購入に充てられ、市中の資金需給が逼迫し長期

金利が上昇するため、民間投資が抑制される可能性がある。このように民間部門の支出が

公的部門の支出によって押し出される現象はクラウディング・アウトと呼ばれ、財政赤字

の弊害として教科書では必ず指摘されている点である。 
 しかし、今の日本では、長期金利は極めて低位で安定しており（新発 10 年国債利回り

で概ね 1.2～1.5％のレンジ）、クラウディング・アウトは起こっていない。 

 ④世代間の搾取 
 国債の発行増は、将来世代の負担を増やし、世代間の公平性を損なうという弊害がある。 
 今、親、子、孫の三世代を考えて、親の代に政府が国債を発行してインフラを建設し、

孫の代に政府が税金で国債を償還する場合を想定してみよう。建設されたインフラが住宅

だとすると、これは、親の住宅ローンを孫が支払うようなものである。孫も親が建てた住

宅に住む便益を享受できるのなら、孫にローンの支払い負担が生じても公平といえるかも

しれない。しかし、現実には、孫にとってあまり役に立たないインフラをつくるために国

債が発行されているケースが多いから、国債の増加は将来世代の負担増につながる。親の

代が孫の代につけを回してメリットを受ける形になり、世代間の搾取が行われることにな

る。 
 わが国は、1990 年代の不況下に巨額の減税や公共投資が行われた結果、財政状況が著し

く悪化し、90 年代末には「世界で最も将来世代を搾取している国」2になったとされる。 
 
政府債務の持続可能性 

 冒頭でわが国財政の破綻は短期的にはないと述べた。しかし、図表２にあるように政府債務

残高が増え続けるのを見て、多くの人々がこのままではわが国財政はいずれ破綻するのではと

いう懸念を抱いていることも事実である3。 
 将来にわたって財政が破綻することなく政府が債務を負い続けられるか。この問題は、財政

学の用語では政府債務の持続可能性と呼ばれている。 
 政府債務が持続可能かどうかのカギを握る指標としては、基礎的財政収支（プライマリーバ

ランス）がよく知られている。これは、カリフォルニア大学のボーン（Bohn）教授が導いたも

ので、小泉政権もこの基礎的財政収支の黒字化を中期的な政策目標に掲げている。 
そこで、次項では基礎的財政収支について説明したい。 

 
財政を持続可能にする条件（その１）：基礎的財政収支の黒字化 

 基礎的財政収支（プライマリーバランス）とは、「借金（公債金収入）を除いた歳入（税収等）」

から「過去の借金に対する元利払いを除いた歳出」を差し引いた財政収支のことをいう。 
 したがって、基礎的財政収支が赤字の場合、その年の国民生活に必要な歳出をその年の税収

で賄うことができず、その不足分を新たな借金に頼らざるをえないため、借金残高が増加する

ことになる。逆に、基礎的財政収支が黒字であれば、税収を一般の歳出に費やしてもなお余り 

                                                      
2 Kotlikoff and Leibfritz（1999） 
3 日本経団連の試算では、2025 年の政府債務残高はＧＤＰの 5 倍近くに達し、事実上デフォルト状態に陥る危

険があるとされている（日本経団連「わが国の基本問題を考える」2005 年 1 月 18 日）。 
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図表３　　基礎的財政収支（ＰＢ：プライマリーバランス）の意味

歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出

利払い費 利払い費 利払い費

公債金収入 債務償還費 公債金収入 債務償還費 公債金収入 債務償還費

ＰＢ赤字 ＰＢ黒字

税収等 一般歳出等 税収等 一般歳出等 税収等 一般歳出等

出所 ： 川北力 『図説 日本の財政（平成16年度版）』

ＰＢ赤字 ＰＢ均衡 ＰＢ黒字

 
 
があり、借金の返済に充てて借金の残高を減らす余裕があることを意味する（図表３参照）。 
 基礎的財政収支の赤字幅が拡大するような財政運営を続ければ、やがて債務残高が返済しき

れないほど累増して持続可能ではなくなる。一方、たとえ現在の基礎的財政収支が赤字であっ

ても、赤字幅を縮めれば政府債務残高の増え方が小さくなる。 
 基礎的財政収支が均衡している状態（図表３中央図）では、新規財源債が債務償還費と利払

い費のみに充てられるため、公債残高は利払い費（図中のアミかけ部分）に相当する額だけ増

大する。この場合、仮に名目ＧＤＰ成長率が公債利子率（名目金利）に等しければ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、公債残高

は名目ＧＤＰと同率で増大し、公債残高の対名目ＧＤＰ比は一定に保たれる。こうしたことか

ら、基礎的財政収支を均衡させることは、財政の持続可能性を考える上で重要な意味をもつ。 
 わが国の基礎的財政収支（国と地方の合計、対ＧＤＰ比）は近年大幅な赤字を続けており、

2004 年度は▲4.4％となっている。もしこのまま推移すると、財政の中長期的な持続性が保た

れないことになる。 
 
財政を持続可能にする条件（その２）：名目ＧＤＰ成長率＞名目金利 

 さて、基礎的財政収支が均衡、黒字化しさえすれば、財政状況が改善するのかといえば、必

ずしもそうではない。財政が中長期的に維持可能になるためには、もう一つ重要な条件がある。

それは、名目ＧＤＰが一定以上のペースで拡大することである。今の日本のように、デフレに

よって名目ＧＤＰが収縮していると、名目ＧＤＰの大きさと連動している税収が不足すること

によって政府債務が累増せざるをえないのである。 
 前項で「基礎的財政収支が均衡している状態」では公債残高の対名目ＧＤＰ比が一定に保た

れると述べたが、そこには、「名目ＧＤＰ成長率が公債利子率（名目金利）に等しければ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」とい

う但し書きが付けられていたことに注目してほしい。ここで「名目成長率＞名目金利」であれ

ば問題はないが、デフレで名目ＧＤＰの増加が実現せず「名目成長率＜名目金利」となれば、

たとえ基礎的財政収支が均衡していても、公債残高比率は拡大し、財政状況は悪化してしまう

ことになる4。 
 周知のように、現在わが国はデフレが続いており、名目ＧＤＰ成長率はマイナスかゼロ近傍

                                                      
4 これは財政学ではドーマーの公債命題と呼ばれ、租税国家の存続が可能になる循環的な条件を示したもので

ある。 
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で名目金利を下回って推移している5。このままでは、公債の残高比率が発散してしまい、財政

の悪化に歯止めがかからない。早急にデフレ脱却を果たし、プラスの名目成長率を回復、維持

する必要がある。 
 
財政再建に踏み出したか 

 2005 年度の一般会計予算では、景気回復を反映して税収が 4 年ぶりの増収となる。これに

より、財源不足を補うための新規国債発行額は 4 年ぶりに減り、この結果、歳入に占める公債

金の割合（国債依存度）は 41.8％と 2 年連続で低下する。 
 歳出面では、国と地方のあり方を見直す「三位一体の改革」に伴う補助金削減を行うほか、

社会保障関係費と科学技術振興費を除く全ての費目を前年度予算比削減することで、一般歳出

が 3 年ぶりに減少する。 
 この結果、国（一般会計）の基礎的財政収支の赤字額は 2004 年度の 19 兆 214 億円から 2005
年度は 15 兆 9478 億円と 3 兆円余り改善する見込みだ。こうした 2005 年度予算の姿は、わが

国財政が緩やかに改善していることを示している。 
 また、2005 年 1 月 20 日には、中期的な経済社会の姿を示す「構造改革と経済財政の中期展

望」（以下「改革と展望」）の 2004 年度改定が閣議決定され、内閣府試算によれば、国と地方

の基礎的財政収支が黒字化を達成する目標年度が 2012 年度と昨年より 1 年前倒しされた（図

表４）。ここでも、一見すると財政再建に向けた歩みが順調であるかに見える。 
 しかし、2005 年度予算と「改革と展望」の中身を点検すると、わが国が本格的な財政構造改

革に踏み出したとは言いがたい状況である。また、小泉構造改革は、道路公団や郵政公社の民

営化への熱意に比べると、財政赤字の削減や公債残高の抑制にはそれほど熱心に取り組んでい

ないように思われる。 
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図表４　　基本（改革進展）ケースの経済成長率と基礎的財政収支

　「改革と展望」の構造改革努力と財政収支改善努力を前提とした試算

（年度）

（注） 基礎的財政収支は、国と地方の合計、SNAベース、名目ＧＤＰ比。
出所 ： 内閣府資料（「構造改革と経済財政の中期展望－2004年度改定」審議のための参考資料）

名目ＧＤＰ成長率

実質ＧＤＰ成長率

基礎的財政収支

                                                      
5 名目ＧＤＰ成長率は、2002 年度▲0.8％、2003 年度 0.8％。名目長期金利（新発 10 年国債利回り）は、2002
年度末 0.700％、2003 年度末 1.435％。 
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わが国の財政再建の問題点・課題 

 以下に、わが国の財政再建への取り組みの問題点と課題を指摘したい。 

 ①歳出削減への切り込み不足 
 まず、2005 年度予算については、歳出削減への切り込み不足が目立つ。 
 三位一体の改革では地方からの要望の強い公共工事の補助金はほとんど削減されなかっ

たほか、公共事業では整備新幹線の新規着工や関西国際空港の第二期事業がその必要性が

十分に検討されないままに予算計上された。 
もちろん、歳出削減だけでわが国の深刻な財政状況を健全化することは不可能であり、

近い将来、消費税引き上げを含めた本格的な増税に踏み出さざるをえないだろう。しかし、

特殊法人や地方など現状まだまだ無駄が多い歳出の削減が行われないままでは、国民は消

費税などの増税を素直に受け入れないはずである。将来不可避である増税を実現させるた

めにも、歳出削減に真摯に取り組む必要があると言えよう。 

 ②デフレ脱却の実現 
 確かに、小泉政権は財政再建を重要な政策課題の一つに掲げており、2010 年代初頭に基

礎的財政収支の黒字化を達成することを目標としている。 
 しかし、前述したように、財政危機回避のために重要なのは、昨今の財政再建論議でし

ばしば話題になる基礎的財政収支の改善だけでなく、名目成長率と名目金利の大小関係で

ある。この点に関して、小泉政権は、早急にデフレ脱却を図り「名目成長率＞名目金利」

の状態を実現するという側面を軽視しているように思われる。 
 財政の持続可能性を回復するために欠かせない条件は、名目経済成長とこれに伴う歳入

の確保であり、そのためにデフレ脱却が急務であることを忘れてはならない。 

 ③財政再建の大枠についての超党派合意 
消費税引き上げ、年金制度改革など、財政を持続可能にするのに基本的に必要だが、一

般に不人気な措置については、政権が変わっても一貫して推進されるように、それらの措

置の必要性について大まかな超党派合意を作り、その合意を規範として長期的に継続させ

ることが望ましい。そうでないと、いったん財政再建に着手しても、その後政権交代が起

これば財政再建に逆行する政策がとられがちである。 
財政再建という目的自体は、総選挙で民意を問わねばならないほど不確実な課題ではな

い。その手法や進め方の各論で議論を戦わせることは必要だが、財政再建は必要であると

いう認識については政治的競争の場の参加者全員が共有し、財政再建そのものを政争の具

にしないようにしなければ、財政健全化は実現しない。 
たとえば、わが国にとって年金制度改革のモデルの一つと位置づけられているスウェー

デンの 1998 年年金制度改革は、1991 年以来、国会で各政党が議論を尽くして超党派合意

が成立した上で実現したものだった。 

 ④政府目標の性格と予算編成プロセスの問題 
前述したように、中期的な経済社会の姿を示す「改革と展望」2004 年度改定では、「2010

年代初頭における基礎的財政収支の黒字化を目指す」と謳われ、同時に出された内閣府試
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算では基礎的財政収支の黒字化達成の目標年度が 2012 年度とされた6。また、経済財政諮

問会議の専門調査会が策定した「日本 21 世紀ビジョン」（2004 年 4 月 19 日公表）の中で

も、やはり 2012 年度に基礎的財政収支が黒字化することが前提とされている。 
しかし、この目標の達成が政府の責任として明確に認識されているかどうかは疑問であ

り、単なる一つの試算もしくはスローガンにとどまっているという問題がある。 
 また、予算編成プロセスの問題として、本来は「改革と展望」で示されたような最新の

経済財政見通しを踏まえて、新年度予算でとるべき財政スタンスを決め、それに基づいて

新年度予算を編成するといった手順が望ましい。 
しかし、現状は、予算編成終了後にそれとは別個に中期ビジョン的な「改革と展望」が

発表されており、毎年の予算が中期的な財政フレームの中に位置づけられていない。この

ことが理念なき予算編成に陥りやすい一因になっていると考えられる。 
 毎年の予算編成過程で、財政政策のマクロ経済へのインパクトを検証・予測し、それに

基づいて予算をコントロールするという方向に予算マネジメントの改革を行うべきであろ

う。 

 ⑤数値目標の信頼性 
数値目標の信頼性という観点からいえば、5 年以上先の目標を設定しても信頼性に欠け

るほか、経済環境の変化等を理由に実績の目標対比の検証がおろそかにされがちとなる。

したがって、1～2 年先の目標数値を掲げる方が望ましいといえよう。 
たとえば、1994 年以降のカナダで歳出削減による財政赤字削減が成功したのは、財政バ

ランスの 2 年後の数値目標を設定し、それを 1 年ごとにロールオーバーする形をとったこ

とが成功要因の一つだったと指摘されている。 
 
経済か財政かの二者択一の議論を脱せよ 

 諸外国で財政再建が進展する中で、実は、日本も 1990 年代に財政改革に手をつけなかった

わけではなく、橋本政権下の 1997 年 11 月には財政構造改革法が成立した。同法は、財政健全

化に法的強制力を与えたことなどの点で画期的だったが、景気変動のリスクを踏まえながら支

出をコントロールする仕組みを持たなかったため、金融危機を伴う未曾有の不況に直面して頓

挫した。 
 足元は踊り場局面にあるとはいえ、バブル崩壊後では最も力強い景気回復期を迎えた今こそ、

わが国は財政健全化にむけての改革を軌道に乗せなければならない。しかし、本稿で見たよう

に、現状ではわが国の財政再建の取り組みは不十分と言わざるをえない。 
 財政の健全化だけが自己目的化して経済の衰退を招いては元も子もないが、欧米各国は 90
年代に財政再建を進める中で経済成長を実現してきた。わが国は上述した財政構造改革法失敗

のトラウマもあって、従来からの経済か財政かの二者択一的な議論から抜け出せず、財政健全

化に向けた抜本的な改革を先送りしているように見える。 
 財政の健全化は、将来の問題ではなく、この国が豊かな社会を持続可能なものにするために

避けては通れない今現在の重要課題であることを強く認識し、財政改革への取り組みを強力に

推進することが望まれる。 

                                                      
6 新聞等では、この 2012 年度の黒字化が政府目標のように報じられているが、「内閣府試算」で示された計数

は、経済財政諮問会議における「改革と展望」の審議のための参考として内閣府が作成したものであり、政府

目標という性格のものではない。 
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