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第1章 序 論

1.1 研 究 の背景

社会資本整備は社会基盤の形成にかかる政策形式の一つであ り、その便益は社会的価値(社 会

が存在することによって人々が享受 し得る便益)を 構成す る。そ して社会的価値は、社会的統合

(Social Integration)に とって、 「隅の首石の地位を占める」(佐 々木[1999])も のであ り、従 っ

て社会資本整備は社会の統合の問題 と深 く関わ らざるを得ない。

すなわち社会資本整備 には、いかなる統合形式を望ましいと考え、その実現のための手段とし

ていかなる社会基盤が最適か という、政治家集団および政府の社会に対する価値観 と方法論が色

濃 く反映され る。そ して社会資本供給の最適条件は、当該社会資本にかかる 「市民余剰」がどの

利益集団にお いてもマイナスにな らないこと(ド ー フマン[1969])で あるとすれば、その価値観

と方法論 は利益集団の関与 において成立するので あり、戦後の社会資本整備は、政治家集団およ

び政府と、市民および利益集団のせめぎ合いのなかで進行 してきた と言える。

奥野[1994]、 森地[1999]の 指摘する社会資本整備 の政策 目的の変遷、吉野 ・中島[1999]、 岩

本[1990]、 浅子 ・坂本[1993]、 赤木[1996]、 三井[2001]の 指摘する社会資本整備の経済効

果、お よび井堀 ・黒坂[1987]の 指摘する家計の有効消費に対す る効果についての時期的な変化

は、社会資本整備にかかるそ うした意志決定過程において発生したのであり、社会資本整備が 自

律的経済成長へ の後追 い的な性格 か らマク ロ経 済政策の主要 な政策 手段 へ と変 貌 した(橋 本

[1995])こ とについて も、社会的統合問題 との密接な関連 を指摘することができる。

戦後の 日本社会 において、社会的価値の中核 とされたのは総生産の持続的拡大であ り、それが

「増加型価値」で あった ことが、強固な統合を実現 した。そのなかで社会資本整備における理念 も

また、総 生産の持続的拡大のた めの基盤整備と成長の成果の全土、全国民への均霑(経 済社会発

展計画[1969])に 置かれ続けたが、意志決定過程の環境条件たる経済構造、社会構造の変化が、

その時々の社会資本整備の特性 を規定 した。

日本社会は、今後数年内には確実 に人口減少社会に移行す る(藤 正[2000])。 社会資本整備に

はそれに適合的な社会基盤 の速やかな形成が求め られているのであ り、丹保等[2002]は 、人口

減少下での社会資本整備のための新たな社会設計、空間設計、お よび新たな合意形成の必要性を

指摘 し、森地[2003]は 、都市機能の変化 という潮流へ の対応 において、生活圏域の再編の視点

が重要であることを指摘する。

人 口減少は、労働力の増加 という経済にとっての主要な拡大エネルギーが消滅す ることを意味

す る。技術の進歩をもって して もそのエネルギーの欠落を補填 し得ない場合には、経済は 「極大

値後の縮小過程」に向かわ ざるを得ない。経済成長をもって統合の核としてきた意志決定過程は、

戦後最大の環境条件の変化 に直面するのであり、代替的価値物 としての社会資本の意思決定過程



における位置付けもまた大 きく変化す ると考えなければな らない。極大値後の経済にあっては、社

会資本整備を含む財政の効用だけが、人々が社会か ら享受 し得る効用 を拡大する手段だか らであ

る。

そ して人 口の高齢化は有権者の中位年齢 を上昇させる。政党 は、その行動の照準 を、政策に対

する選好の中位に位置す る有権者 に合わせ る(ダ ウンズ[1957])と すれば、社会的価値としての

経済成長の消滅に加え、中位年齢め上昇 という二つの環境変化のなかで、意志決定過程そのもの

も変質に向か うことが予想される。

また人 口の高齢化は地域において一様ではない。経済成長の要素の一つは 「労働 力の質」にあ

る(ソ ロー[1970])と すれば、跛行的に進行する労働力の高齢化は生産力および所得の地域分布

を変化 させる。それによる財政収入の地域分布の変化は、現在 の社会資本整備にかかる意思決定

システムを改変に導 く可能性が高い。同時に生産力、所得分布の変化は、全体 としての社会資本

システムに対 しても再編成を迫る ことになる。

加えて、拡大過程にある経済 と縮小過程 にある経済における運動法則が同質、つま りは対称的

であるという保証は全 くない。質的に変化 した運動法則は、その基盤たる社会資本に対 し、新た

な運動法則への適応を求めることになる。社会資本はその設計思想そのものについて も転換が必

要 となるのである。

人口の減少高齢化が もた らすそれ らの諸点は、今後の社会資本整備における前提条件となるべ

きものであるが、現在のところ、人口の減少高齢化に伴 う経済 ・社会 の量的、質的な変化、特 に

経済の変化 についての研究は殆どみ られない。本論文において、それ らの変化方向を明 らかにす

る ことは、今後の社会資本整備についての研究に対 し、一つの基盤を提供することになると考え

られる。

1.2 研 究の 目的

社会資本の今後のあ り方 につ いては、様 々な視点か ら数多 くの研究がなされているが、そこで

は以下の諸点が必ず しも明らか にされていない。

第1は 、その実現可能性である。人 口減少高齢社会における社会資本整備が直面する最大の問

題は資源制約である。社会資本整備はそれ自体が経済活動なのであ り、社会資本の将来像は具体

的な経済のマクロ的フレームワークのなかにおいて描かれなければな らない。すなわち今後の社

会資本整備が 目指す社会設計な り空間設計な りが、 どれだけの時間軸において、どこまで実現 し

得るのかについての検証が必要 とされる。

第2は 、地域経済 との対応関係である。人口の減少高齢化 によって各地域の生産水準、経済構

造は跛行的に変化する可能性が大きい。なかで も大都市圏経済については、労働 力の著 しい高齢



化 による生産力の相対的な低下によって、都市の生み出す付加価値 とそのコス トとの関係、いわ

ば 「都市の収支」が悪化する可能性が高く、今後 の都市整備のグラン ドデザイ ンにつ いてはそ う

した与件の変化を踏 まえて描かれる必要がある。加えて各地方地域経済の構造変化は、地域整備

と社会資本ネ ッ トワークのあり方についての重要な前提条件 となる。

第3は 社会資本整備 における政治的意思の形成過程である。社会的価値が大 きく、 したがって

人々が社会 に依存する度合いが強ければ、共通資産 としての社会資本 に対す る選好は高まる。一

方、社会資本の便益は社会的価値の主要な構成要素である。つま り社会資本量 とそれ に対する人々

の選好は相乗的な関係にある。そ して選好 の中位に位置する有権者が政治的意思 を形成す るとし、

その選好 は年齢 にかな りの程度依存するとすれば、社会資本整備 において有権者の年齢構成は重

要な意味を持つ。 この点 もまた、今後の社会資本の態様や地域整備のあ り方を研究する上で、考

慮すべき要素である。

以上の問題意識のもとで、今後の社会資本整備における前提条件の具体的な変化方向を明 らか

に し、その上で今後の社会資本整備の方向性を探る ことが本研究の 目的である。ただ し本研究は、

基本的には人 口の減少高齢化 という環境 の変化に対応 したものであ り、今後起 こり得る変化を網

羅的に示すものではない。その理由は、他の要因についてはなお不透明な部分が多 いことに加え、

基本的には制御可能 と考え られるか らで ある。 日本人人 口、特 に労働力人口が今後四半世紀以上

にわたって急速に減少 し高齢化する原因は、長寿化 と戦後のベビーブームにある。つ まり現 に存

在 して いる人々の年齢構成に関わる問題であって、出生率の問題ではない。従 ってそれ を制御す

ることは不可能なので ある。

1.3 論文 の構成

本論文 においては、論点を明確 にす る必要か ら、各章の冒頭において、その研究の背景、目的

および構成について詳述することとした。従って、ここでは構成の概 要を記す こととす る。

第2章 では、戦後の社会資本整備 は1980年 代初頭においてその特性が変化 した との認識に立

ち、前述 した社会 的統合と社会資本整備 とが どのように関わ り合 い、いかなるプロセス を経て社

会資本整備の特性 が変化するに至 ったかを明 らかにする。経済成長率の構造的な低下 と人口構造

の高齢化が 「政治 の場」 を変化させた とす るのがそ の論点であるが、はじめにその背景 となった

経済の高度成長 とその後の低迷についての要因分析 を行 う。

第3章 では、人 口減少下の経済成長径路 と公共投資によるマクロ経済政策の有効性 についての

考察を行 った上で、マクロ経済の長期推計、および国民所得の最大化 を図るとした場合の社会資

本整備への資源配分の許容量の推計を行 う。推計に当っては、超長期の予測であることに加え、人

口減少下の均衡過程につ いてはなお不明な要素が多 いことか ら、自然成長率の概念を用いること

とする。



経済予測の期間は概ね1世 代が限界で あるため、推計期間は2030年 までとするが、同時期、第

一次ベ ビーブーム世代が死亡年齢に達 し、人 口の減少高齢化の速度も緩やか となる。社会資本整

備への資源配分の許容量が急速な縮小を続けるのもその期間であ り、資源制約のもとでの社会資

本整備の方向性を考察す るに適切な推計期間であると考 えられる。

第4章 では、2030年 における各地域の県民所得 を推計する。ただし地域経済にあっては外部要

因が極めて大き く、個 々の地域毎 に推計す る場合には恣意性 を排除し得ない。そ こでクロスセク

ションモデル によって、第3章 で求めた国民所得を各地域に配分す ることとするが、配分の基準

となるのは資本装備率に関係する労働力の年齢 ・性別構造および産業の集積度の代理変数として

の人口密度である。つま り人口要因のみか ら県民所得 を推計す るところに、 このモデルの特徴が

ある。加えて、今後の社会資本整備の前提条件の一つとなる各地域の財政収支を、推計結果 を用

いて概観することとする。

人口減少高齢社会にあっては、大都市圏において生産力が低下 し、逆に地方地域において生産

力が向上する可能性があるが、そ こか ら二つの問題が生ずる。一つは地方経済がその自立性の向

上を迫 られ るという問題であり、いま一つは都市の生み出す付加価値と都市のコス トとの関係、い

わば 「都市の収支」が悪化するという問題である。第4章 で行った県民所得の推計を踏まえ、そ

れ らの問題 についての考察を第5章 において行 うこととし、併せて人口構造の変化、終身雇用 ・年

功賃金制の崩壊 という就業構造の変化が もた らす社会資本に対する人々の選好の変化と、それを

踏 まえた今後の社会資本の整備方向について考察す る。



第2章 戦後の社会資本整備における前提条件

2.1 本章の背景、 目的お よび構成

戦後の社会資本整備の特性をいかなる時代区分 において認識するかは、政策評価の視点をどこ

に置 くかによって異なる。一つは社会資本整備の政策 目的による時代区分であ り、その場合は、政

策 目的の的確性、達成度、政策手段の適合性等が評価 の視点 となる。奥野[1994]、 森地[1999]

は、1960年 代半ばと1970年 代後半 を転換点 とし、大都市圏を中心 とした供給 の隘路打開のため

の産業基盤整備か ら、所得の地域間格差是正のための地方産業基盤への重点投資および環境対策

を経て、経済活性化、生活基盤整備および大都市圏へのスイ ッチバ ックへ と政策 目的が変遷 した

とする。

これに対 して社会資本整備の効率性の視点からの時代区分がある。社会資本収益率ないし生産

力効果 という経済効果 に着 目した もので、マクロ経済への効果については、吉野 ・中島[1999]

は、1975年 以降その効果が急激 に低下 したとす る。地域配分にお ける効率性の観点か らは、岩本

[1990]、 浅子 ・坂本[1993]、 赤木[1996]、 三井[2001]等 があ り、1970年 頃までは効率性基

準 を満た した地域配分 となっていたが、以後は民間資本 に比し過剰な社会資本が供給 され る地域

が急速 に増加 している とする。 この現象 については、高度経済成長期の経済システム における政

府 ・民間のインター フェイスの限界が大き く関わっているとする寺西[2003]の 指摘が ある。

社会資本整備か ら家計が受け取 る効用 という視点においても時代区分が可能で あり、井堀 ・黒

坂[1987]は 、社会資本整備だけでな く財政支出全体 としての効用に関する分析ではあるが、1960

年代後半 を転換点 として、家計消費と財政支出の効用の純計である有効消費水準が低下 したとす

る。すなわち同時期を境に、財政支 出は量的 ・質的 に家計の望 まない方向に変化 した とみ るので

ある。

景気循環に対す る社会資本整備の効果か らす る時代区分においては、経済動向 との整合性が問

題 となる。橋本[1995]は 、石油シ ョック(1973)後 の不況 とロン ドンサ ミッ ト(1977)に おけ

る 「日独機関車論」を転換点 として、公共事業が自律的経済成長への後追 い的な社会資本整備か

らマクロ経済政策の主要な政策手段 として位置付けられたとし、プラザ合意(1985)後 の円高に

対する社会資本整備の拡大がバブル経済の一因になった としている。

以上、概ね70年 代のいずれかの時点 に転換点を求めているが、70年 代は、二度の石油シ ョック

によるエネルギー需給 の変動や産業構造の変化があり、環境対策や地域間所得格差の是正が政策

課題となった時期である。したが ってそれ らの時代区分 に必ず しも異を唱えるものではないが、社

会資本整備にかかる形式的あるいは実質的政策転換を押 し進めたエネルギーは何であったのか、と

いう点については疑問が残る。



行政過程 と政治過程 における判断基準 は必ず しも同一ではない。 ドー フマン[1969]の 言うよ

うに、政治家集団は政権 を担当 し続けることに最大の関心を持つ。そ して ドーフマ ン ・モデルに

よれば、公共財供給の粗便益か ら租税負担額を差 し引いた 「市民余剰」が どの利益集団において

もマイナスとならない ことが、公共財供給の最適条件とされる。この仮説は現実の政治過程 にお

いても概ね妥当するものと考えるが、 したがって、社会資本整備が政治過程の影響 をよ り強 く受

ける政策分野であることか らすれば、政策転換には少な くとも大多数の利益集団が賛同するよう

な与件の変化がなければな らない。

本章では、その与件の変化を、人 口の減少高齢化を遠因ないし近因とする経済成長率の低下 と

中位年齢の上昇に求める。第1章 で述べたように、経済成長率の低下は社会的統合の中核たる社

会の価値 に関わる重大問題なのであ り、政治家集団と利益集団はその社会的価値 を挟んで両極に

対峙する。そ して中位年齢 の上昇は社会的価値そのものを変質に導 く。

それ らは、いわば社会資本整備にかか る政治の場の変化 となって現れ るのであ り、そこから生

じる広汎かつ巨大なエネルギーが、社会資本整備の特性を転換 に向かわせた と考え られるのであ

る。この場合、経済成長率 に大き く関係する資本の限界生産力が下降に転ず るのは1980年 代初頭

であり、中位年齢が急速 に上昇を始 め、その変化が政治過程に影響を及ぼし始めたと考え られる

時期 もまた1980年 代初頭である。すなわち社会資本整備にかかる政治の場は1980年 代初頭にお

いて変化 したのであ り、そ こか ら同時期 をもって、社会資本整備の特性にかか る転換点の一つと

考えることができる。

そしてそれは1980年 代前半において大都市圏へのスイッチバ ックが起 こった とする奥野[1994]

とも符合 し、社会資本整備が景気対策 としての性格を明確にした要因をロン ドン ・サミットとい

う海外要因に求める橋本[1995]に 対 し、国内要因を提起することにもなる。

本章においては、第2章 以降の分析および今後の社会資本整備の方向についての考察における

視座を構成す る観点か ら、戦後の社会資本整備の特性を規定 した経済お よび社会的要 因について

考察する。それ らはいわば戦後の社会資本整備にお ける前提条件だったのであ り、今後における

その前提条件の変化を認識することが、 これか らの社会資本整備において不可欠だ と考えられる

か らである。

まず2.2に おいて、戦後 日本の企業行動原理の特質 とその生成過程 にっいて述べ、あわせて

その行動原理 に基づ く企業行動が社会資本整備に与 えた影響について考察す る。2.3で は、そ

の行動原理が人 口の高齢化 という環境変化 に対 して特有な企業行動 を生み出し、それが経済の自

律的成長力を低下させ るに至ったプロセスを分析 し、あわせてその社会資本整備への影響につい

て考察を行 う。2.4に おいてはダウンズ ・モデル[1957]を 援用 して、70年 代後半に始まる人

口の高齢化 における中位年齢の変化 とその効果 につ いて一つ の仮説を提起 し、以上を通 じて、

1980年 代初頭に社会資本整備が政策転換するに至った過程 を明 らかにする。



2.2 戦後 日本の企業行動原理の特質とその社会資本整備への影響

2.2.1 企業行動原理の生成過程(1)-技 術水準の相対的劣位

日本における企業の行動原理は企業規模の拡大 にある。経済学では企業の行動原理を利潤極大

化 に求めるが、 日本においては大いに異なっていた。売上高が前期 をいかに上回るかが、常に経

営 目標であ り、企業 の優劣 も売上高の大きさで判断された。そ うしたいわば 「売上高至上主義」が、

なぜ 日本において生まれたのか。それには第二次世界大戦後における技術劣位 と当時の極めて若

い人口構造が深 く関係 していた。

第二次世界大戦後、 日本と他の先進工業国 との間には大きな技術格差が存在 した。大川 ・ロソ

フスキー[1973]は それを二重の格差 と捉え、鉄鋼、繊維な ど戦前においても日本で一応 の発達

をみていた産業における技術格差 に加え、第二次大戦前ないし戦争中に欧米で発達 した家庭電化

製品のような産業 はそれ 自体が 日本 に存在 しなかった ことから、技術格差 は広汎かつ著 しいもの

があった としている。加えて戦時経済体制のもとで技術開発努 力は軍用品に向け られ、民生用の

技術進歩は国内においても途絶 していた ものとみられ る。

一方、引揚者 を含め戦後急速に増加 した人 口は大量の資源 ・エネルギーを必要 としたが、資源

希少国である ことから、それ を輸入に依存せざるを得ず、外貨獲得のための輸出産業 ・輸出商品

の育成は 日本経済にとっての至上命題であった。当然、積極的な技術輸入が行われたが、輸入技

術 による製品は輸入相手国と同種同品質の製品であり、それだけでは輸出競争力は獲得できない。

そ うした事態への対応策 として考え られたのが、他国を上回るスケールメ リットの実現である。

日本においては、一般的に自国における地道な技術開発よ りも、技術輸入 とその効率的な活用を

優先する傾向がみ られ るが、この時点 における対応 もまた、基本的な技術開発は他の先進工業国

に依存しつつ、単 に生産規模の拡大 と生産速度の向上によって他国を下回る製品価格を実現し、輸

出競争力を獲得 しようというものであった。 もちろんその過程で独 自の技術開発努力がなかった

とは言えないが、それは広汎な基礎研究に基づ く基本的な技術開発ではなかったとの広重[1973]

の指摘がある。

そ うした生産方式にあっては、生産規模つま り売上高を拡大すれ ばするほど、製品1単 位当 り

のコス トは低下する。売上高至上主義の要因の一つはそ こに求め られるが、それ を資金面で支え

たのが 「傾斜金融方式」である。国民貯蓄を銀行に集中させ、そ の融資 を日本銀行及び政府系金

融機関が指導する という金融システム(1)の 下で、企業は潤沢な設備投資資金によって生産規模

1.貯 蓄の銀行への集中については、貯蓄増強中央委員会による国民への勤倹貯蓄教育と銀行預金に対する優

遇税制が政策手段 として用いられた。資金供給面では、日本開発銀行による先行融資、協調融資シンジケー

ト団への日本銀行信用の積極的供与により、成長産業への集中融資が行われた。この結果、戦前においては

企業の資金調達は株式 ・債券によるものが過半を占めていたが、戦後は10%以 下に低落 した。



の急速な拡大を図ることが出来た。加えて 日本人の勤勉性と器用さは他国を上回る生産速度の実

現に大きく貢献し、日本の輸出競争力は急速に向上す るとともに、供給能力の持続的な拡大 によっ

て、高度経済成長が実現する こととなった。

ただ し生産規模の拡大 については、当初は製品1単 位当 りの生産 コス トの引下 げ効果は大きい

が、規模が拡大す るにつれて、例えば原材料の搬入や検査 ・出荷等の段階 にボ トルネ ックが生 じ

た り、工程管理のための一般管理費の増嵩などによって、その引下げ効果が縮小する傾向がある。

いわゆる 「規模に対する収穫逓減」(2)で あるが、そのため規模の拡大を指向す る日本企業にあっ

ては、更なるコス ト削減方策の必要が生 じ、企業行動は労働 コス トの縮減に向か うことになる。同

時に、労働コス トの縮減は、円滑な設備投資のための企業内部留保の拡大のためにも必要であっ

た。

なお、他の先進工業国において売上高至上主義がみ られないのは、 この規模 に対する収穫逓減

に起因する。他国の企業は概ね利潤極大化を行動基準 とするか ら、収穫が最大 となる生産規模つ

ま り利益率が最大 とな る売上高が経営 目標となるのであり、資金調達力に大 きく影響する企業の

優劣の判定が利益率によってなされ ることも、売上高の一方的な拡大に対す る抑止力となってき

た。

2.2.2 企業行動原理の生成過程(2)-終 身雇用 ・年功賃金制の導入

労働コス トを縮減するシステムとして機能 したのは終身雇用 ・年功賃金制で ある。終身雇用 ・年

功賃金制 自体は、戦争遂行の必要か ら国家によって形成された戦時経済体制の一つであ り(尾 高

[1993])(3)、 その目的はやは り労働コス トの縮減 にあったが、戦後の 日本企業は、戦争遂行か ら

企業の拡大へ と存在理由だけを変えて、その制度 を継続 して活用 したのである。

終身雇用 ・年功賃金制の特色の一つは、若年労働者の賃金水準が相対的に低 いことにある。こ

れは、終身雇用制においては、いわゆる生涯賃金の考え方が企業内においても成立することから、

若年労働者の賃金水準を低位に とどめることが比較的容易であることによる。ちなみに50～54歳

2.規 模に対する収穫逓減については、それを疑問とする意見があり、現実の経済の動きからは、確かに収穫

逓増の局面も見受けられる。しか しそれは技術進歩による資本ス トック単位当りの生産力拡大効果を含めて

収穫を捉えていることによる。仮に同一の技術水準ないし緩やかな技術進歩であれば、規模に対 して収穫は

逓減すると考えられる。

3.尾 高[1993]に よれば、終身雇用 ・年功賃金制は、熟練労働者の定着を目的として、昭和初期に発生する

が、広汎な雇用制度として定着 したのは、1939年 の従業員移動防止令と1940年 の賃金統制令によってであ

る。当時の政府は、賃金上昇は戦争遂行の上でマイナスであり、その原因は企業間における熟練労働者の獲

得競争にあるとの認識に立ち、労働者の企業間移動を禁止 し、かつ賃金水準を年齢別に公定 した上で凍結 し

た。ただし年一回労働者全員の賃金を一律に引き上げる場合は賃金凍結の例外とされたことで、定期昇給制

度もこの時期に定着する。年齢別賃金制については、国家への滅私奉公を確保するためには、一種の平等性

が必要と考えられたためである。



の労働者の賃金水準 を100と した場合の30歳 未満の労働者の賃金水準は、日本においては25.5

であるが、明確な終身雇用 ・年功賃金制 をとらない ドイ ツ、フランス、イギリスでは、それぞれ

66.9、44.4、55.1で ある。(4)

そ して全労働者に占める30歳 未満の労働者の比率は、人 口が高齢化 した現在では26～7%程 度

であるが、(5)連続 した統計はないものの、1950年 代にお いては確実に過半数を超えていたと推定

される。そ うした若い人 口構造の下で、終身雇用 ・年功賃金制は全体 としての労働 コス トを大い

に縮減する機能を果た した。同時に終身雇用制は、その企業が存続す る限 りは、生涯の雇用と定

期的な昇給 を保証するものであることか ら、労働者の間に運命共同体的意識が醸成 され、それが

大量生産方式において必要 とされる企業への忠誠心を涵養 し、生産速度、品質の向上にも寄与す

るところとなった。

終身雇用 ・年功賃金制が導入された ことで、売上高至上主義は更 に加速された。年功賃金制の

下では、労働者は加齢 とともに程度の差はあれ昇格する。企業組織 にあっては、賃金は職階を基

準とすることか ら、終身雇用制と年功賃金性を併用する ことは、労働者の全員 を加齢とともに昇

格させね ばな らないことを意味す る。しか し企業の職階 はピラミッド構造であ り、仮 に企業規模

が一定であれば、そ うした ことは不可能である。 したが って、終身雇用 ・年功賃金制が維持され

るためには、その ピラミッ ドが年々拡大 しなければな らない。また労働者にとっても、年功序列

の下では、ピラミッドの拡大 こそが昇進の最大のチャンスである。売上高至上主義は、終身雇用 ・

年功賃金制が加わ った ことによ り、労資一体 となった拡大動機をもって加速されたのである。

戦後の 日本企業の行動原理の特質 は、そ うしたいわば 自己増殖的な拡大運動 として捉え られる

が、それ は以上に述べた選択の結果である。つまり技術格差への対応策としてスケールメ リッ ト

を選択 した ことが、生産規模の一方的な拡大行動を生み、その結果 としてのコス ト逓増への対策

として終 身雇用 ・年功賃金制を選択 した ことが、その拡大運動 を更 に加速す る結果 となった。

その基盤 となったのが戦後の急速な人口増加である。生産規模が拡大するためには、需要の増

加 と労働 力の増加を必要 とす る。そ して需要の大部分は国内需要であるか ら、急増す る人口が、需

要の拡大 をもって、スケール メリッ ト向上のための生産規模の拡大 を実現させた。そ して人 口構

造 の若さと人口の急増 は同義である。終 身雇用 ・年功賃金制が導入 されたの も人 口構造が若か っ

たか らで あり、同時 にその制度 を企業において広汎に採用す ることが可能であったの もその人口

構造 による。

企業としてのピラミッ ドが年々拡大するためには、その底辺つまり新規採用者数が年々増加 し

なけれ ばな らない。したが って、終身雇用 ・年功賃金制が広汎に採用 されるためには、年齢別人

口構造 もまた ピラミッ ド状である必要がある。終戦後の 日本の人口構造は、まさに適合的であっ

4.日 本は1997年 、その他は1995年 の製造業男性労働者の賃金。日本労働機構 国際労働比較1999に よる。

5.現 在の労働力調査(総 務省統計局)は 年齢階級が25～35歳 とされていることか ら直近の計数はないが、

2000年 の国勢調査における30歳 未満の就業者の比率は26.6%で ある。



た と言える(第1図 左)。(6)近年、終身雇用 ・年功賃金制の崩壊が指摘 され るが、それ には人口構

造が右図のように変化 したことが大き く関係 している。

第1図 日本 の年 齢 階級 別 人 口構 造

デ ー タ:United Nations Demographic Indicators, 1998 Revision

2.2.3 企業設備投資の膨張

売上高至上主義のもとで企業設備投資は急速に拡大 した。加えて、設備投資の拡大は更新投資

を増加 させるか ら、それによって設備投資 は更 に拡大す ることになる。そ の結果、限界民間投資

比率(国 内総生産の増加分が設備投資の拡大に向け られ る比率)は 急速 に上昇 し、もはや戦後で

はないと言われた60年 代後半以降 において も、他の先進工業国が13～20%強 であるのに対し、

日本では30～35%に も達 している(第2図 左)。

ただし、それ をもって直ちにこの時期の設備投資が過大であった とは言 えない。経済発展の初

期の段階等で供給能力の水準が低い場合、あるいは技術の進歩が著 しい場合 においては、供給能

力の増強は将来の利用可能な資源の増加 をよ り大きなもの とし、国民の生活水準 をそれだけ引き

上げる。(7)終戦後の 日本 の供給能力は絶対的にも低 く、積極的な技術輸入によって 日本にとって

の技術進歩率は大 きかったのだか ら、限界民間投資比率が他国を大きく上回った ことだけをもっ

6.年 功による賃金上昇部分を極力少なくし、昇格は能力基準によるとすれば、人口減少社会でも終身雇用 ・

年功賃金制は可能とも考えられるが、それでは若年労働者の賃金水準を低位にとどめる効果は期待できない。

全体としての労働コス トを縮減することを目的とするのであれば、そうした終身雇用 ・年功賃金制は人口増

加社会でのみ可能と言える。

7.供 給能力の水準が低い場合には、収穫は規模に対して逓増する領域にあることが多 く、また技術進歩率が

高ければ、収穫が逓増することもあり得る。そうした場合にあっては、現在の消費を抑制 し、投資比率を引

き上げることが、将来の消費をより大きなものとする。(マ ンキュー[1997])



第2図 各国の限界民間投資比率(左)と 労働分配率(右)

限界民間投資比率=実 質民間投資の対前年増加額/実 質国内総生産の対前年増加額

民間投資=国 内総固定資本形成-一 般政府総固定資本形成

労働分配率=雇 用者所得/(国 民所得-個 人業主営業余剰)

データ:OECD Annual National Accounts, 1999edition、 経済企画庁 国民経済計算年報平成13年 版

て、設備投資が過大であった と判断することはできない。

しかし同時期の労働分配率の動きをみ ると、やは り、この時期の供給能 力の増強 につ いては、行

き過 ぎ、ない し性急 に過 ぎたところがあった と言わね ばな らない。 日本 の労働分配率は、他の先

進工業国と異な り、ほぼ一貫 して低下 してお り、かつ第2図 左の限界民間投資比率 と逆相関の関

係にある(第2図 右)。 これは設備投資において、家計の貯蓄だけではその原資が不足することか

ら、その不足分を企業貯蓄の拡大 によって賄った ことを意味する。労働分配率の引下げはいわ ば

家計か ら企業への所得移転であるか ら、国民所得に対す る貯蓄の割合すなわち 「国民貯蓄率」を

高め、投資の拡大を可能 とする。家計は消費をするが、企業 は消費を しないか らである。(8)

市場経済にあっては、資源を現在の消費 と将来 の供給能力の拡大にどのよ うに配分するかは、家

計の消費行動に委ね られる。そ して 「家計貯蓄率」が、家計の選好す る投資への資源配分割合で

ある。日本 における家計貯蓄率は高く、1960年 代の平均では、ドイツ10.8%、 アメ リカ8.3%に

対 し、15.5%で ある。(9)日本国民には将来 の供給能力の増強に対す る選好がそれだけ強かった と

言えるのであるが、実際の設備投資はその比率を更に上回って行われた。労働分配率の引き下げ

によって生じた企業貯蓄の拡大 をもって、家計の選好する以上の設備投資が行われたのである。

ちなみに企業貯蓄の対国民所得比は、1955年 の1.5%か ら1970年 には11.5%に まで拡大するが、

1970年 のアメリカの企業貯蓄比率 は2.9%、 ドイツ は2.8%で ある。(9)家計の効用最大化を基

本 とする近代経済学の立場からは、 この時期の設備投資は明 らかに過大であったと判断 され る。

8.こ の間の家計貯蓄率は15%強 でほぼ横這いである(経 済企画庁 国民経済計算年報平成13年 版)。

9.OECD Annual National Accounts, 1999edition、 経済企画庁 国民経済計算年報平成13年 版による。



2.2.4 企業行動が社会資本整備 に与えた影響-1970年 代以前-

ここでは、戦後 日本の企業行動原理およびそれに基づ く行動が、1970年 代までの社会資本整備

に与えた影響について考察する。

過大な設備投資は産業構造の急速な変化をもた らした。家計への所得分配の抑制はGDPに お

ける消費比率 を低下させ ることから、需要構造は投資財需要へ急速に傾斜 し、民間需要に占める

投資需要 の比率は、1955年 の9.4%か ら、1972年 には27.0%に も達 している。(10)この場合、戦

後 日本においては、有沢[1948]の 提言によって国内に投資財産業を確立する 「迂回生産」方式

が採 られたか ら、産業構造もまた基礎素材産業、重電 ・重機械工業、窯業 ・建設業等の投資財産

業に大きく傾斜した。第3図 にみるように、投資財産業比率は急速に上昇 し、短期間で他の先進

工業国を大 きく上回るに至る。

第3図 各国の投資財産業比率

投資財産業比率=

実質総固定資本形成/

実質国内総生産

データ:OECD Annual National 

Accounts, 1999edition

同時にそれ らの投資財産業は 「三大都市圏湾岸地域」(11)に集中的に立地 された。重化学工業を

主 とす る投資財産業は、関連産業の集積す る工業地帯が形成 されることによって生産性が大き く

向上す る。 しか し天然資源の乏 しい 日本にあっては、重化学工業が集積 し得る地域は限 られてい

る。原材料輸入のための大規模な港湾 を建設 し得る海岸線 と、工業地帯のための十分な後背地を

持つ地域は、事実上 日本に三 ヶ所 しかない。東京湾、伊勢湾、大阪湾がそれであ り、従 って、投

資財産業の立地がその三地域 に集中することになったのは当然の帰結であった。

この産業構造の急激な変化 と投資財産業 を中心 とした集 中立地が、1950年 代に生じた供給の隘

10.経 済企画庁 国民経済計算年報平成13年 版による。

11.東 京都、神奈川県、千葉県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県とする。以下同じ。



路の要因である。そ してその隘 路が極めて深刻なものであった ことが、1950年 代半ばか ら1960

年代半ばにかけての社会資本整備の特性までをも規定 した。同時期の社会資本整備は、その隘 路

を打開す るための大都市圏への重点投資 として位置付け られる(奥 野[1994]、 森地[1999])が 、

仮に産業構造や企業立地の変化が、他の先進工業国のように比較的緩やかなものであったなら、隘

路が発生 した としても、その対策のための事業は社会資本整備全体の特性 を規定す るほどの規模

にはな らず、生活環境整備 を含めた多様な社会資本整備の展開が可能であったと思われる。

第2次 大戦後 における産業構造の高度化 とそのための産業基盤の整備は、他の先進工業国 にお

いて も見 られたが、それ らは 日本 よ り遥かに長い時間軸において進められた。その点は、 日本 と

同様に生産設備に壊滅的な打撃を受 けた ドイツを含めて、他の先進工業国においてはGDPに 占

める投資の比率が殆 ど変化 していないことにも表れている(第3図)。 つまりそれ らの国では、資

源配分構造、需要構造 を変える ことなく、経済の拡大速度に応 じて産業構造の高度化 とその基盤

整備が漸進的に進め られたのである。

その意味で、迂回生産 という制度的要因および地理的要因を背景 としつつ も、この時期の社会

資本整備の特性 を規定 した基本的な要因は、過大な設備投資 という企業行動にあ り、それを招来

した 日本企業の行動原理にあった と考え られるのである。

なお第2図 右において、他の先進工業国では日本 とは逆に労働分配率が上昇 している。経済理

論的 には、労働分配率は労働 と資本の賦存状態および生産技術の態様 に依存す るとされるが(例

えば、スティグ リッツ[1993])、 そ うであるとすれば労働分配率は一定の水準 に均衡す るはずで

あ り、図のような中長期的な上昇 ・下降傾向は説明できない(た だし1980年 代以前のアメリカで

は、労働分配率の長期安定傾向がみ られ、それが コブ=ダ グラス型生産函数の実証的根拠となっ

たが(マ ンキュー[1997])、 そ のアメ リカで も1990年 以降は労働分配率の変動が大きくなって

いる)。

労働分配率については、労働市場の非対称性 を考慮 しなければな らない。つま りは企業 と労働

組合 との力関係が大き く影響する。例えば生産設備が 日本 と同様に破壊 された ドイツで、日本の

ような過大な設備投資がみ られなかったのは、労働組合の力が強 く、企業貯蓄が相対的に低かっ

た ことが要因の一つ とされる。 日本では労働組合の力が弱かった ことに加え、終身雇用 ・年功賃

金制のもとでは、設備投資の拡大は労資双方に共通する利益であることか ら、労働組合 もまた企

業貯蓄の充実 に協 力した ことが、他国 と大 きく異なる労働分配率の動きとなったと考 えられる。

次 に1960年 代半ばか ら1970年 代半ばの社会資本整備の特性 は、地域間所得格差の是正のため

の地方地域の産業基盤への重点投資 として位置付け られる(奥 野、森地)が 、そ うした地域 間格

差の拡大の要因の一つもまた、企業の急激な拡大行動に求めることがで きる。

奥野[1999]は 、1960年 代半ばに産業基盤整備の重点が大都市圏か ら地方地域に移行 した政策

転換の理 由として、「高度経済成長によって地域格差が解消 され るとい う期待があった。 しか し、



第4図 地域間所得格差の要因分解

一人当り県民所得、労働生産性は三大都市圏湾岸地域の水準に対するその他の地域の水準の比率、

就業率、生産年齢人口は全国平均をゼロとし、それとの乖離幅で表示

労働生産性=県 内純生産/就 業者数、就業率=就 業者数/県 民人口

生産年齢人口比率=15～59歳 年齢階級人口/県 民人口

データ:経 済企画庁 県民所得統計 昭和33～49年 、51,54年 版

総理府統計局 労働力調査年報昭和50年 版、Appendix 7

50年 代後半には地域間の所得格差は逆 に拡大 し、60年 代前半においても、格差縮小の顕著な傾向

はみられなか った。こうして経済成長の神話は崩壊 し、成長のひずみの是正 とそ のための社会資

本整備が主要な政策課題 となった」としてお り、1967年 か ら69年 にかけて策定された 「経済社

会発展計画(新 全総)」 でも、「(過密 と過疎が)地 域格差意識を拡大させているため、開発可能性

を全国土 に拡大 し均衡化する」と謳われている。

確かに三大都市圏湾岸地域 と地方地域(三 大都市圏湾岸地域以外 のその他の地域。以下同じ)に

おける一人当り県民所得水準 を比較すると、地方地域の水準は1960年 代初頭にかけて相対的に低

下し、その後反転す るものの、60年 代前半では、なお50年 代半ばの水準す ら下回っている(第4

図左上)。

しか し問題はその要因である。所得格差は生産性の格差 によって生じたのではなく、地方地域



における就業率の相対的な低下によってもた らされたのである。図上右 において、就業者一人当

り県内純生産すなわち労働生産性に係る格差は、連続 した統計の存在す る1955年 以降、一貫 して

縮小 してお り、しか もほぼ直線的な変化である(第4図 右上)。(12)一 方、県民人口に占める就業

者の比率つま り就業率は、全国平均 をゼ ロとして比較する と、1965年 までは、三大都市圏湾岸地

域で大幅な上昇があり、地方地域では相対 的には逆にかな りの低下 を示 している(第4図 左下)。

地方地域 においては、1960年 代半ば以前にお いて も、三大都市圏湾岸地域を大き く上回る生産

性の上昇がみ られたのであるか ら、一人当 りの県民所得格差が拡大 したのは、産業基盤の未整備

によって生産性が低迷 したか らではなく、県 民のなかで働 く人の割合が相対 的に低下 したことに

よるものであることは明 らかである。

そ して1970年 代に入 って所得格差に顕著な改善がみられ るのも、三大都市圏湾岸地域との就業

率の開差が大幅 に縮小 した ことによる。この場合、第4図 右下において、生産年齢人口の県民人

口に対す る比率 もほぼ同様の動 きとなって いることか ら、そ うした就業率の動きは、働 く可能性

のある年齢階級の人口が1960年 代前半にかけて地方地域か ら流出 し、その後はその流出傾向が弱

まった ことによるものであることが分かる。

1960年 代前半にかけての流出は若年層を中心 とした ものであった。三大都市圏の湾岸地域に集

中的に立地 した投資財産業は低廉かつ大量の労働力を必要 とし、それ を農村地域に求めた ことが

そ うした人口移動 を引き起 こしたのである。終身雇用 ・年功賃金制の下では、低廉な労働力 とは

すなわち若年労働力であり、農村地域か らの集団就職 はその象徴的な現象である。この間の人口

移動は極めて大 きく、三大都市圏湾岸地域の人口の全人口に占める比率 は、終戦直後(1947年)

の25.9%か ら1965年 には34.9%へ と9.0%も 上昇する。そ こか ら18年 後の1983年 の比率は38.3

%と わずか3.4%の 上昇である。(13)

つま りは企業の拡張行動が過大な設備投資 と過大な投資財産業を生み、その投資財産業が立地

上の制約から三大都市圏に集中 し、かつそれ らの投資財産業もまたスケールメリッ トと労働コス

トの圧縮 を追求 したことが、この大規模な人 口移動の要因である。それが地方地域の就業率を相

対的に低下 させ ることによって、一人当り県民所得の格差 を拡大 した。従 って、1960年 代半ばか

ら1970年 代半ばにかけての社会資本整備の特性 もまた、戦後 日本 の企業行動原理 と深く関係 して

いた と言える。

では、その時期 の社会資本整備は適切な ものであったと言えるか。つま りは政策 目的 と政策手

段 の適合性についてである。開発可能性 を全国土に拡大するというスローガンのもとで行われた

大規模地域開発は、新産 ・工特事業 をはじめとして、その多 くが所期の成果を上げ得なかった。60

12.労 働生産性は、就業者一人当りの純生産ではなく総生産で測 られるべきであるが、我が国では1964年 以

前については総生産の統計が存在しない。従って1965年 以降においても純生産を用いることとしして、接

続 を図った。なお、労働生産性の水準は別として、基本的な方向は純生産であっても同様である。

13.総 理府 日本統計年鑑,昭 和24,42,60年 版による。



年代後半以降、若年層を中心 とした人 口流出傾向が弱まった要因は、大規模地域開発によるもの

ではなく、一つには、まさにその大規模地域開発を無効化 した経済 自律的な産業構造の変化であ

る。重厚長大型産業から軽薄短小型産業への転換 と称 されたが、若年労働力の吸収の中核であっ

た大規模装置型産業は、需要構造の変化のなかで拡大速度 を鈍 らせ、あるいは縮小に転じた。つ

ま りは大都市圏における雇用機会の拡大速度が低下 したことが、地方地域か らの人口の流 出傾向

を弱めた要因の一つである。

いま一つの要因は需要構造の変化 による消費財産業、第三次産業の拡大である。それ らの産業

は必ず しも臨海部への立地 を必要としないものが多い。加えて、消費財産業は市場への近接が優

位性 を持つ ことか ら、中小規模の消費財産業の地方地域への立地傾向も現れた。 さらに第三次産

業の多 くは、その産出物を域外に移 出できないものが多い。それ らが地方地域における就業機会

を拡大することになった。もちろん道路等の社会資本がその基盤 として機能 した ことは否定でき

ないが、大規模な地域開発 をもって所得格差の是正を図るとした政策意図とはかな り違 った方向

に地方地域経済が自律的に変化 したことが、いま一つの人口流出傾向が弱まった要因である。

以上のように、この時期の社会資本整備においては、少なくとも経済の変化方向を十分に見通

していたとは言い難い。それが結果 として、政策目的に対す る政策手段の適合性を欠 くことにつ

ながった。 もちろん この時期に行われた地方地域への社会資本整備の全てが政策手段としての適

合性を欠いていたわけではない。 しか し少なくとも大規模な地域開発は、時期的にも地域経済の

状況か らみても、適合的な政策手段であった とは言えない。

地方地域の経済は、生産性の順調な上昇にみる如 く、各々の地域において自律的な発展過程に

あったのだか ら、その方向をさらに確実なものとする基盤 こそが、地方地域 において求め られる

産業基盤であった。そ して所得格差の拡大は就業率の低下 によるものであったのだか ら、三大都

市圏型の整備方向ではな く、地域住 民の定着を図るための多様な社会基盤の整備 こそが、適合的

な政策手段であったと考え られる。人 口の移動を決定する要因は、必ず しも経済的動機だけでは

ない。

実は この問題 は、日本における社会資本整備にかかる行政制度 とも関係する。決定権限および

整備財源が中央政府に集中する行政制度のもとでは、各地域の実情に応 じた多様な社会基盤の整

備には困難な要素がつきまとう。そ うした制度的要因も、政策 目的 と政策手段 を乖離させた要因

と考え られるが、それについては第5章 で取 り扱 う。



2.3 企業行 動の変化 とそ の社 会資本整備への影響-1980年 代以 降-

1970年 代初頭以降、 日本の人 口には顕著な高齢化傾向が現れた。人口学では高齢化率(14)が

7%を 超えると 「高齢化社会」、14%を 超えると 「高齢社会」と定義するが、 日本の高齢化率が7

%を 超えたのは1971年(7.06%)で あ り、14%を 超えたのは1994年(14.02%)で ある。その

間わずか23年 であ り、ドイ ツの40年 、イギ リスの47年 、フランスの115年 に比べて遥かに短い

期間で、高齢化社会か ら高齢社会へ移行 した。(15)

日本の企業行動 は1980年 代初頭 において変化 をみせるが、結論か ら言えば、それは人 口高齢化

という環境の変化への適応を目指 した企業行動原理の変革 に基づ くものではな く、旧来の行動原

理に立った対症療法的な変化に過 ぎないものであった。それ には、余 りにも急激な人 口高齢化の

なかで、基本的な変革 を行 うだけの余裕を持てなか ったという事情も関係 して いようが、 しか し

そ こで採 られた企業行動が経済 の自律的成長力を縮小 し、社会資本整備 をして需要創出効果の偏

重に向かわせ、かつ規模の膨張 に導いた。社会のコス トは累増 したのである。

ここでは、人口高齢化 による労働力環境の変化に対 して採 られた企業行動が経済成長率を低下

させたこと、およびそれが政治の場 を変化させ、社会資本整備 を変質に導 くに至った過程 を明 ら

かにす る。

2.3.1 労働 力環境の変化

第2次 大戦後、先進工業国ではいずれ も生産年齢 人口比率の低下がみられたが、 日本において

は逆 に急激に上昇 した。 これは若 い人口構造に加えて、結核による青年の死亡が激減 したことも

影響 しているが、そ うした豊富な若年労働力を基盤として、日本企業は急速な拡大を続けてきた。

労働力環境に最初の変化が生 じたのは1968年 である。この年、若年労働力の母体たる20～39

歳階級の人口増加数が戦後初めて前年を下回った(第5図 左)。 そ して早 くも1976年 には同年齢

階級の人口はマイナスに転 じるが 、それは企業に とっては労働コス トの増大を意味する。そ うし

た状況変化への対応策 として採 られたのが中年女性労働者の雇用拡大で あった。40～54歳 の女性

労働力率は、農業の縮小等による傾向的な低下の後、1976年 に上昇 に転 じている。(16)彼等はパー

トタイム労働者で あるため賃金水準が低 く、それによって企業は、常用雇用者 に係 る労働コス ト

の増加分 を相殺 し、全体 としての労働コス トの縮減す ら図ることができた。第5図 右において、

14.65歳 以上の人口の全人口に占める比率。

15.年 代は、ドイツ1932～72年 、イギリス1929～76年 、フランス1864～1979年 である(三 浦文夫編

:図 説高齢者白書2002年 度版,全 国社会福祉協議会 による)。 ちなみに藤正[2002]の 人口推計 によ

ると、日本の高齢化率がさ らに7%上 昇 して21%を 超えるのは2006年(21.48%)で あり、期間は12

年 と高齢化が加速度的に進行する。

16.総 務省統計局労働力調査年報 平成13年 版による。



第5図 20～39歳 人口と女性40～54歳 人口の対前年増減(左)

被雇用者数の対前年比と賃金水準の実質的な上昇率(右)

賃 金水 準 の実 質 的 な 上 昇 率=労 働 時 間 当 り雇 用 者 所 得 上 昇 率-実 質GDP成 長 率

デ ー タ:United Nations Demographic Indicators, 1998 Revision

I LO Bulletin of Labour Statistics 2000

総 務 省 統 計 局 労 働 力調 査 年 報 平 成13年 版 、 経 済 企 画 庁 国 民経 済 計算 年報 平 成13年 版

パー トタイム労働者を含めた労働時間当り平均賃金の上昇率が、1976年 を境 に実質GDP成 長率

を大 きく下回ってお り、中年女性労働者の雇用拡大が労働コス トの縮減に大 きな効果をもた らし

た ことが分か る。

しか し1980年 には、若年労働者と中年女性労働者の母体である20～39歳 階級の全人 口と40

～54歳 階級の女性人口を合計 した人 口もマイナスに転ず る。それは労働コス トの増大にとどまら

ず、企業規模つま りは売上高の持続的拡大す ら困難化す ることを意味する。売上高の拡大 に対 し、

人口高齢化が労働力の縮小 とい う物理的制約となって表れは じめたのである。しかし売上高の持

続的拡大は、 日本企業の競争力の根源たるスケールメ リットと終身雇用 ・年功賃金制の基盤であ

るだけでなく、戦後 日本の経済システムそのものの基盤でもあった。

岡崎 ・奥野[1993]は 、日本的経営の特質を 「企業内の長期的関係」「企業間の長期的関係」「企

業 ・銀行間の長期的関係」に置き、それ らがシステム として一体化す ることによって、取 引コス

トやコミュニケーションコス トの縮減が図 られた ことが、日本経済の持続的安定的な成長要因で

あるが、同時に、日本経済 は、そ うした長期的関係が一旦崩れた時には、大量の失業者や取引機

会の崩壊を招き、しかもそれが長期化す るというシステミック ・リスクを持つとしている。 この

場合、そうした長期的関係は、それぞれの 「売上高」が持続的かつ確実 に拡大することが、その

成立の要件 となる。企業 と銀行は、将来の売上高の拡大 と預金の増加 を前提に長期的関係を築き、



企業 と労働者は、将来の売上高の拡大と賃金上昇を前提に長期的関係を築いたのである。

したがって売上高の縮小は日本の経済 システムを崩壊 に導 き、そのシステミック ・リスクを顕

在化させる虞れがある。労働力という企業活動にとっての与件が変化 し始めたにもかかわ らず、日

本企業が引き続 き売上高の拡大を指向した理 由はそ こに求められ るが、その結果、後述するよう

に、1980年 代以降 の企業行動は、他の先進工業 国における企業行動 とは大 きく異なった方向に向

か うこととなった。

2.3.2企 業行 動 の変化

1980年 代以降の企業行動の変化 とは如何なるものであったのか。ここでは企業の設備投資動

機という視点か ら、企業行動の変化を考察す る。設備投資には企業行動の方向性が典型的に表れ

ることに加え、この時期の設備投資が、社会資本整備の特性を規定 した経済成長率の低下に深 く

関わって いると考え られるか らである。

次頁の第6図 は、資本と労働の生産性に対す る設備投資の効果 をみた ものであ り、それ らの変

化方向を比較す ることによって、その時期の設備投資が如何なる意図をもって行われたのかを検

証することができる。

資本の生産性 とは資本1単 位 当た りの付加価値生産量であり、時間当 り生産量の増加、製品精

度の向上、エネルギー ・原材料消費量の節約等 に係る技術開発が行われ、それが設備投資に体化

され ることによって上昇する。技術開発の効果 には数量効果と価格効果があ り、生産量の増加や

製品精度の向上は数量効果である。価格効果 にはエネルギー ・原材料消費量の節約のほか製品の

実質価格の上昇 も含まれるが、そ の場合の価格上昇は永続的な ものである必要がある。新製品の

開発であって も、代替品や価格競争によって製品価格が早期 に低落す る場合には、ここで取 り扱

う長期マクロ的な生産性の向上にかかる技術開発とはみなされない。

一方、労働生産性とは単位労働時間当 りの付加価値生産量であ り、投入 される資本の生産性及

び当該資本における資本 と労働の技術的な投入比率 に依存す る。従来 に比べて資本の生産性の高

い生産設備が導入 されれば、基本的には労働生産性は上昇する。しか し当該設備が技術的に必要

とする設備1単 位当た りの労働投入量が従来よ り増大する場合には、労働生産性の上昇率は相対

的に小さくなる。逆 に労働投入量 を従来よ り少な くす るような技術開発がなされた場合には、労

働生産性の上昇率は資本の生産性の上昇率 を上回る。

その場合、労働生産性についても、設備投資 の効果 をみる必要か ら、労働生産性は資本投下 に

よってのみ上昇するとの仮定 を設 けた上で、1単 位 の資本追加 による労働生産性の増分いわば労

働生産性向上効果を用いる。経済の発展段階によっては、労働者の教育水準、知識、健康等も労

働生産性 に関係するが、先進工業国にあっては、それ らの要素は既 に最高度に満た されているも

の とする。



第6図 資本投下による労働生産性向上効果と資本の限界生産力

労働生産性向上効果=労 働生産性上昇率/労 働時間当り資本ストックの増加率(民 間企業)

資本の限界生産力=実 質粗生産増加額/資 本ストック増加額(民 間企業)

労働生産性=実 質粗生産/総 労働時間

民間企業実質粗生産=実 質GDP-実 質政府最終消費支出

デ ー タ:OECD Annual National Accounts 1999 edition、I LO Bulletin of Labour Statistics 2000、

経 済 企 画 庁 国 民 経 済 計 算 年 報 平 成13年 版 、総 務 省統 計 局 労 働 力 調 査 年 報 平 成13年 版 、

通 商 産 業 省 鉱 工 業 指 数 年 報 平 成13年 版

第6図 において、1980年 代初頭以降の 日本における資本の限界生産力と労働生産性向上効果の

動きは極めて特徴的である。それ らは明確に逆方向に動いているが(1985～91年 のバブル経済

期については、「水増 し効果」(17)を除けば、図の点線のような動きであった と考えられ る)、他の

先進工業国および1970年 代前半以前の日本においては、そ うした動きはみ られない。この場合、

他の先進工業国においては、短期的には異なった動 きを示 している時期 もあるが、それはデータ

上の制約か ら稼働率による調整を行 い得なかった ことによるものであり(日 本は稼働率調整後)、

17.バ ブル経済においては虚飾的商品が多く見られ、企業の付加価値率は大きく上昇した。そうした場合に

は、金額表示で捉えた総生産は生産数量を大きく上回って増加することになる。バブル経済の終結とともに

企業の付加価値率は旧来の水準に後退 したのであるから、資本の限界生産力の測定においては、そうした水

増し的な特殊事情は除外されるべきところであるが、いかなる部分がバブル的要素によるものかの認定が困

難であることから、測定は金額表示の生産量で行った。



中長期的には全期間を通 じて、程度 の差はあれ、ほぼ同様の動きをしていた と考え られる。つ ま

り他の先進工業国にお いては、資本の生産性 と労働生産性 をともに向上させるよ うな設備投資が

行われたということで ある。これ に対 して1980年 代初頭以降の 日本では、労働生産性が向上す る

一方で、資本の生産性が低下す るよ うな設備投資が行われた。そ してそれは1970年 代前半以前の

設備投資行動 とも大き く異なっていた。

労働生産性は、資本の生産性 と資本装備率の積であるか ら、労働生産性が上昇す る一方で、資

本の生産性が低下 した ということは、 この時期の設備投資によって資本装備率が大幅に上昇 した

ことを意味する。確 かに第7図 か ら、日本の資本装備率は、1980年 代初頭 を境 に、それ までの上

昇率の急落傾向か ら一転 して上昇率 を拡大 してお り、ほぼ一貫 して上昇率が縮小 している他の先

進工業国の動き とは大きく異なっている。つま り日本では、1980年 代初頭以降、極 めて省力化効

果の高い生産設備が大量 に導入されたのであ り、言 うまでもな く産業用 ロボ ッ ト等 の徹底 した活

用である。もちろん他の先進工業国でも省力化投資は行われたが、日本に比べれば省力化の水準

は低 く、1990年 代初頭 では、世界で設置された産業用 ロボッ トの約6割 は日本 に存在 した と言わ

れている(橋 本[1995])。

第7図 資本装備率の対前年比の推移

資本装備率=生 産資本ストック

/総 労働時間(民 間企業)

3期 移動平均

データ:第6図 に同じ

小宮[1999]は 、そ うした生産過程の合理化 ・省力化 については、それ を民間企業の創意 と活

力の発露であるとし、その基盤 となったのは市場メカニズムであ り、その成果 としての機械産業

等 における比較優位が1980年 代の貿易摩擦の要因であった とす る。確かに省力化投資 によって 日

本企業が価格優位性を持つに至 った ことは事実であるが、それが市場メカニズムによって行われ

た とす る点については疑問が残 る。

第8図 左は、ソロー[1970]の 言 う資本蓄積の黄金率水準(Golden rule level of Capital Ac-

cumulation)か ら、現実 の資本ス トック水準が どれだけ乖離 していたかを推計したものである。

ソロー ・モデルにお いては、労働者一人当り純生産を最大 とする資本ス トック水準つまり最適な



第8図 実質GDP成 長率と資本の純限界生産物の開差(左)、 資本の純限界生産力(右)

純限界生産力=実 質純生産の対前年増加額/資 本ストックの対前年増加額(非 金融法人企業)

純生産は営業余剰と雇用者所得の合計、但し日本とアメリカの雇用者所得は筆者推計

資本ストックは筆者推計、但し日本の資本ストックは稼働率による調整後、他国は調整前

資本の純限界生産物=資 本への分配率/資 本係数(資 本ストック/実 質GDP)-資 本減耗率

資本への分配率=1-雇 用者所得/(営 業余剰-個 人業種営業余剰)

データ:OECD Amual National Accounts, 1999 edition

経済企画庁 国民経済計算年報平成13年 版、通商産業省 鉱工業指数年報平成13年 版

資本装備率においては、資本の純限界生産物と実質GDP成 長率が等しくなる。つま り第8図 左に

おいてゼ ロにあれば資本蓄積が黄金率水準 にあるということであるが、日本においては80年 代 を

通 じてそれ らの開差が一貫 して拡大 してお り、資本装備率が最適値を超え、かつ過大の程度が年々

拡大 していた ことが分かる。つまり生産過程において産業用ロボッ ト等の徹底 した活用が図 られ、

コス トダウンによって輸出競争力が上昇す る一方で、過大な設備投資 によって、国民所得は最大

値か ら下方 に乖離 し、その乖離幅を年々拡大 していたのである。

この場合、国民所得が最大値か ら乖離する理由は二つあ り、一つには生産過程が過大 とな り限

界生産力が逓減するか らであ り、(18)二つには資本ス トックの拡大 によって資本減耗が増嵩するか

らである。第8図 右で、両者の反映である資本の純限界生産力について他の先進工業国と比較す

ると、1980年 代初頭以降、各国では大き く上昇する一方で、日本では逆に低下 に転 じ、その後 も

18.本 章2.2(p.8)に おいて、企業規模の拡大による収穫の逓減を指摘したが、1980年 代以降との比較で

は、資本蓄積が比較的初期の段階にあったこともあり、遥かに小規模なものであった。1980年 代以降におけ

る問題は、国民所得を左右するほどの規模にまで、限界生産力の逓減効果が現れたところにある。なお、限

界生産力の低下については、石油ショックによるエネルギー価格の高騰による生産システムの変化が指摘さ

れるが、その点は ドイツ、フランスに同様だったのであり、日本だけが一貫して低下を続けていることにつ

いては、過大な資本ス トックによって、限界生産力が急速な逓減領域に突入したことによると考えざるを得

ない。



ほぼ一貫 して低下を続けている。(19)資本の純限界生産力 とは1単 位の資本の増加 によって得 られ

る純付加価値の増分であ り、企業か らみれ ば粗利益率に相当する。粗利益率が低下 した場合には

設備投資が縮小す るというのが市場 メカニズムである。 しかるに投資 は過大 の度 を強めている。

1980年 代以降の資源配分において市場 メカニズムが働いていたとは言い難 いのである。

そ して1980年 代初頭以降における企業行動の変化は、利益率の大幅な低下にもかかわ らず極め

て積極的な設備投資が継続された ことに代表 され る。本章2.2(p.11)に おいて、1970年 代以前

においても設備投資が過大であった ことを指摘 したが、それは家計の選好 という視点か らの設備

投資の過大性であ り、また資本蓄積が性急 に過 ぎたとい う意味での過大性であって、利益率 自体

は他の先進工業国との比較においてもかな り高位に維持されていた(第8図 で、日本の純限界生

産力は他国を大きく上回っている)。それには技術後進国であったことが寄与したところも大きい

が、そ うした利益率のもとでの設備投資への資源配分によって国民所得は確実に増大 した。企業

行動はなお健全性の範囲内にあった と言える。

しか し1980年 代以降の設備投資は、純限界生産力の顕著な低下 にもかかわ らず、GDP対 比で

みて も1970年 代以前 を大きく上回る規模 において行われた。その中核 となつたのが前述 した省力

化投資である。日本銀行 の短期経済観測によれば、バ ブル経済発生前の1980年 代においても、省

力化投資の中心であった大企業製造業なかでも機械産業で、利益率の低下による設備の過剰感が

高 まっているが、(20)それでもなお企業の設備投資が衰えることはなかったのであ り、企業行動は

変質 した と言わ ざるを得ない。

その要因は前述のよ うに労働力環境の変化 に求め られる。労働力人口の増加率は1978年 を境に

低下 に転 じ、バブル経済の一時期を除いて、そ の後一貫 して低下を続ける。若年労働者の代替要

員 と考 えられた中年女性労働者の増加率 も1983年 を境に低下 に転 じる。(21)日本企業にとっては、

産業用 ロボッ トを多用す るほか、売上高つ まりは企業規模 を拡大する方途は残 されていなかった

のである。この時期、戦後 日本の企業行動原理 はなお生き続けてお り、経済 システムもまた企業

の拡大行動を必要 としていた。過大な省力化投資 には、そ うした必然性 を見い出す ことができる。

2.3.3 社会資本整備への影響

しか しその結果、 日本経済の資本装備率は第8図 のように最適値か ら大きく乖離を始める。資

本装備率が最適値 にあるとき国民所得は最大化するのであるか ら、以後、経済成長率は、 日本に

19.第8図 の資本の純限界生産力は、つまりは第6図 の限界生産力か ら資本減耗分を控除したものである。過

大な設備投資による資本減耗の増嵩によって、日本と各国の格差が第6図 よりさらに拡大していることが分

かる。

20.日 本銀行経済 ・金融データ2002,ダ イヤモンド社による。

21.総 務省統計局 労働力調査年報平成12年 版による。



とって利用可能な労働 と資本が最 も適切 に組み合わされた場合の成長率、いわば潜在成長率 を下

回 り、その格差は年々拡大することになった。橋本[1995]は 、 「76年末に政権 の座についた福

田赳夫首相は安定成長論者であったにもかかわ らず、77年の ロン ドン・サ ミットで提唱された「機

関車論」に応 じて、景気対策 を追加するとともに、異例 の大型予算 を編成した。しか し、76～78

年の経済成長率は4%ほ どにとどまり、高度経済成長 は終焉 したのである」としているが、その高

度経済成長の終焉 を決定付 けた もの こそが、1980年 代初頭以降における最適資本装備率か らの大

幅な乖離である。そして橋本が指摘するように、高度経済成長の終焉、ないしはその事実 につい

ての国民の認識は、政治過程にとっても、その存立 に関わる重大問題であった。

社会が安全かつ安定的に維持されるためには、その社会が一定の求心力を持つ必要がある。植

草[1995]は 、「社会をシステム として捉えれば、社会 とは諸制度の有機的集合体であり、制度と

は法的あるいは実質的に確立 された行動規範である」 とす るが、その行動規範が人々の社会的行

動において有効 に機能する ことが、社会の安全性、安定性 を高める。そ して行動規範の有効性 を

担保するものが求心力であ り、その求心力の核 となるのは 「社会的価値」つま りは社会がその構

成員にもたらす効用である。当然、核 となる社会的価値が大 きいほど求心力は強 くなる。特にそ

の価値が時間 とともに増加する 「増加型価値」の場合は求心力は一層強固なものとなる。

佐々木[1999]は 、「政治が、われわれの社会は どこに向かうのか、向か うべきか、というテー

マと関わ らざるを得ない限 り、公共の利益は集団的 目的 に向けての統合作用 を指 し示す概念 とし

て 「隅の首石」の地位 を占める」 とするが、公共の利益すなわち社会的価値の形成は政治過程に

お ける重要な課題であり、戦後にあっては、 一人当 り労働所得及びGDPの 増大が個人及び企業

にとつての社会的価値を形成し、それ らは時間 とともに確実かつ大幅に増加 したか ら、政治過程

はそれによって強固な 「社会的統合(Social Integration)」 を保持 し得た。

しか し一人当 り労働所得、GDPの 増加率は石油 ショックを境 に急落 し、1974年 には初のマイ

ナス成長を記録する。この時、急激な社会的価値の低下 に直面 した政治過程が とった対応が、「緊

急避難」 としての公共投資の拡大である。第一次石油ショック後の混乱のなかで、連鎖反応的な

社会的価値の急落を恐れた こと、および経済の先行 きを見通す材料に乏 しく新たな社会的価値の

形成は困難であったことが、社会資本整備をして需要拡大政策 に向かわせた理 由である。

橋本[1995]は 、「機関車論」をもって、社会資本整備がマクロ経済政策の主要な政策手段 とし

て位置付け られたとするが、昭和54年 度予算(1979年 度)の 編成過程において、公共投資以外

の景気対策 いわゆる 「第三の道」が模索 された こと、および昭和55年 度予算(1980年 度)か ら

公共事業に対 して 「ゼロ ・シー リング」が設定 された ことからみて、1983年 以降の公共投資の拡

大との間に政策的連続性を求めることは困難である。1977～79年 の公共投資の拡大はあくまで

緊急避難であったと認識すべきである。

社会資本整備が明確にマクロ経済政策の主要な手段 として位置付けられるのは、1983年8月 に

閣議決定された 「1980年 代の経済 ・社会の展望 と指針」においてである。政府 は、1980～82年



度の実質経済成長率が2.6～3.2%で あったにもかかわ らず、80年 代 について 「4%程 度」という

高い成長率を、閣議にお いて設定 した。その政策意図は、 日本社会が引き続きGDPの 増加 とい

う増加型価値 を有する ことを宣言 し、かつ政治過程がその持続性 を表明することによって、社会

的統合 の維持を図 ろうとするところにあった。企業 と同様 に政治過程 もまた、人口高齢化 という

経済にとっての与件の変化 にもかかわ らず、旧来の行動原理を変えることな く、対症療法に終始

した と言える。

その結果、政治過程は経済成長率の維持 ・向上に対 して政治責任 を負 うという事態 に陥る。本

来単なる予測 に過ぎなかった 「政府経済見通 し」が政府 の公約 とな り、以後、社会資本整備につ

いては、如何なる公共施設を整備するか という意思決定の前に、経済情勢 と関係 においてその総

額が決定 され るという逆転 した予算編成過程が常態化 した。

以上か ら、社会資本整備の特性に係る転換点 は、1980年 代初頭 に求 めることが適切であると考

え られる。そ してその転換 をもた らした ものは、同時期における人口構造の変化のなかでの企業

行動の変質、およびその結果 としての経済成長率の低下であった。しか しその政策対応は、1990

年代後半には大量の公債残高を残 して破綻する。経済の大きな質的変化に対する認識の遅れ と、そ

の経済 に対する規模か らして本来短期的な景気調整政策 としてのみ用い られ るべき社会資本整備

をもって、経済の中長期的な方向までをも操作 しようとした政策手段の選択の誤 りが、そ の破綻

を招いた と言える。

いま一つ指摘すべきは、景気調整政策における公共投資の偏重である。景気調整政策は、景気

循環 に伴 う様々な コス ト、例えば不況期 における企業倒産 による生産設備の滅失や失業の増加、好

況期 における物価の上昇 といった社会にとってのコス トを縮小することによって、その国民経済

的意義を持つ。しか し景気の維持 ・拡大 を目的 とするのであれば、政策手段は必ず しも公共投資

の拡大である必要はない。金利引下 げや投資減税 も需要創出効果を持ち、また公共投資支出であ

れ政府消費支出であれ、その需要創出効果いわゆる乗数効果は同一で ある。にもかかわ らず政策

手段 として常に公共投資が用い られたのは以下 の理由による。

第1に 、進行中の状況は、企業における過大な生産設備 にあるのだか ら、設備投資の増加によっ

て供給能力が上昇することは、需給ギ ャップを更 に拡大することにな り、事態を一層悪化 させる。

従って投資減税や産業補助金あるいは金融政策によって設備投資の拡大を図 り、乗数的 に民間需

要を拡大するといった政策は採 り得ない。つ まり供給能力の上昇 を誘発す ることな しに、(22)需要

22.高 度経済成長期には、公共事業によって設備投資が誘発され供給能力が上昇するというメカニズムがみら

れたが、石油ショック以降では、労働力との対比だけでなく絶対的にも過大な設備投資によって、常に稼働

率は低かったから、そうしたメカニズムが働くことはなかったと考えられる。通商産業省の稼働率指数でみ

ても、生産設備の稼働率が上限に近いとされた1969年 を100と すれば、80年 代以降は概ね80代 の半ばで

推移 しており、その水準では、新規設備投資の誘発効果が存在 したとは到底考えられない。



だけを拡大す ることが必要なのであるか ら、それには財政支出の拡大 しかあ り得ない ことになる。

この場合、同時に企業が設備投資を抑制すれば、供給能力の上昇率が低下 して、やがて需給

ギャップは解消するか ら、政府はそれまでの間だけ需要の創出を行えばよいということになるが、

日本の企業行動原理か らして、設備投資の抑制は困難である。従 って継続的 に拡大する需給ギャッ

プを埋めるために、財政支出もまた継続的 に拡大 し続けなけれ ばな らなか った。

第2に 、創出され る需要は投資財需要であることが求められた。高度成長期に投資財産業は急

速 に拡大 し、日本経済 にお ける存在は極めて大 きな ものとなった。投資財産業は多 くの関連産業、

関連企業を裾野に持ち、かつそ こか ら生み出され る所得が消費財産業の重要な基盤 となって、70

年代初頭には、投資財産業を頂点 とした ピラミッ ド的な産業構造が形成 された。従って投資財産

業における需給ギャップは、殆 ど全ての産業に影響する。財政支出の拡大 は政府消費ではなく、投

資財需要たる公共投資でなければならなかったのである。

加えて投資財産業が大規模装置型産業であることか ら、創出され る需要は大規模かつ継続的な

ものであることが必要 とされた。80年 代後半以降、公共事業が大型化 し、かつ事業別シェアが固

定化する(奥 野[1999])の は、そうした事情が背景として存在 した。首都圏の外郭環状道路、中

央連絡道、東京湾横断道路、関西空港、羽田空港沖合展開、那珂湊新港等の様 々な大規模プロジェ

ク トは80年 代初頭 に始 まるが、それ らが投資財産業を大いに下支 えす る効果があったことは確か

であ り、公共投資の意思決定過程 において も投資財産業からの積極的な働きかけが行われたとこ

ろである。他の先進工業国における投資財産業の比率が傾向的に低下 し、90年 代 には15～20%

に まで低下するなかで、日本における投資財産業比率は30%を 超える水準 を維持 し続けたが、そ

れには高水準の企業設備投資が続いたことに加え、拡大する公共投資が寄与 したところも大きかっ

た。



2.4 人口構造の変化とその社会資本整備への影響

社会が如何なる社会資本を必要 とするか は、基本的にはそ の社会の構成員たる国民ないしは住

民の選好 に基づ く。 もちろん社会資本整備は政府の政策形式であるか ら、その時々の国民ないし

は住民の選好が正確に反映されるとは限 らない。国民ない しは住民の選好 は議会 を通 じて表明さ

れ、全体 としての意思決定 は多数決制度 によるとはいえ、議会における意思決定には他の多 くの

要素が関係するか らである。

では社会は、如何なるメカニズムにおいて、そ の社会が必要 とする社会資本 を決定するのか。そ

れは議会が如何なるメカニズムにお いてその意思を決定するか とい うことと同義であ り、それ に

ついては極めて多 くの研究成果があるが、本論文の 目的は人 口減少下の社会資本整備の前提条件

について考察する ところにあることか ら、人 口構造 と社会資本整備過程の関係 を分析する上で最

も有用 と考えるA.ダ ウンズの中位投票者理論 を援用 して考察を進める。

2.4.1 人 口構 造 と投 票行動

ダウンズ[1957]は 、議会の意思決定過程における政党行動を重視 し、政党 は有権者の票を獲

得 し政権 を握 るた めの手段 として政策を立案するが、その場合、中位投票者(Median Voter)の

選好に応 じた政策 を標榜する政党が最大の得票 を得るとす る。(23)この理論 を援用 し、まず人口構

造 と経済政策の関係を考察 してみる。

その場合、人々の選好は年齢 によって規定 されるものとし、その選好は単峰型の分布にあるも

のとする。人々の政策に対する選好 は、イデオ ロギー、信条、利害関係、所得水準等多 くの要素

によって決定され るが、それ らは概 して年齢 と一定の相関関係にもあることか ら、年齢をもって

人々の選好の代理変数 とし、また 日本社会にお いては所得格差が少なく、かつ階級の存在 も希薄

23.例 えば人々の選好が、自由主義的傾向の強いものか

ら保守的傾向の強いものまで、図の単峰型のような分

布にあるとすると、中位投票者の選好 に応じた政策を

標榜すれば、最も多くの得票が得 られる(ダ ウンズ自

身は正規分布を前提に理論を構築 した)。

これに対 して複峰型の分布にある場合は、中位投票

者の選好に呼応した政策では逆に最も少ない得票しか

得 られない。A.ダ ウンズは、イギリスにおいて普通

選挙導入後、中道政党であった 自由党が没落 し、保守

党、労働党という対立政党が台頭 したのは、普通選挙

によって選挙権を得た低所得者層が図の左側の峰を形成 したためであり、その結果、各々の峰の中位投票者の選好

する政策を標榜する保守党、労働党が二大政党制を形成 したと結論づけた。この場合、中位投票者とは、その投票

者を境に、より保守的な選好を持つ投票者とよ り自由主義的な選好を持つ投票者が同数 となる投票者をいう。



第9図 有権者中位年齢の推移

有権者中位年齢:そ の年齢を境により

若年の有権者とより高齢の有権者が

同数となる年齢

中位年齢地域格差:三 大都市圏湾岸地

域の有権者中位年齢-地 方地域の

有権者中位年齢

デ ー タ:総 理 府 日本 統 計 年 鑑,昭27,

32,37,42,47,52年 度 版 、

昭 和55,60,平 成2,7,12年 国 勢 調

査 報 告(Appendix7参 照)

であることか ら、人々の選好は単峰型の分布 にあると想定す る。

いま一つの前提は、中位投票者の選好の変化 と政党の認識の間に存在す るタイムラグである。政

党は、有権者の選好 についてはその投票行動によって最 も鮮明に認識 し得る。統計資料やマスコ

ミ等 による間接情報 も存在するが、政党が有権者と最も距離を縮めるのは選挙時であ り、従 って

政党の標榜する政策に影響 を及ぼすのは、その直前に行われた衆議院議員総選挙における投票行

動であると想定する。

1970年 代後半、石油 ショツク後の不況 に対 して、政府 は矢継ぎ早に景気刺激策を打ち出し、経

済成長率の回復を企図 したが、その直前の総選挙は1972年12月 であ り、その時点の全国の有権

者の中位年齢は、第9図 にみるように39.8歳 であつた(国 勢調査は5年 毎 に行われるため、推定

である)。企業労働者にとって、その年齢 はこれか ら管理職に昇進 しようか という年代である。そ

して終身雇用 ・年功賃金制にある日本の企業においては、昇進のためには企業の規模つま りは売

上高が拡大する必要がある。したがって、中位年齢 を構成 した人々の経済政策に対する選好は、自

己の所属す る企業の売上高が持続的に増加するような経済政策、つま りは高い経済成長率を維持

す るような政策であった と考え られる。

当時、与党の自由民主党 に対する支持 は退潮傾向にあ り、総選挙では日本共産党が第三党に浮

上した。積極財政による経済成長政策は、そ うした中位年齢の人々の選好に応 じた経済政策を標

榜 し実施する ことで、支持率を回復する狙いがあった と思われる。

これ に対 して直前の総選挙(2000年7月)の 時点の中位年齢は49.6歳 である。そ して現在採

られている経済政策の中心は、銀行への公的資金投入や株価支持政策を挺子 とした貸 し渋 り防止

策、超低金利政策等の金融政策を通 じた企業の延命政策である。49.6歳 では既 に出世競争は終 り、



多 くの労働者の関心は、企業の拡大ではな く、 自己が定年までいかに大過なく勤め られるかとい

うところに移る。財政収支の悪化、公債残高の累増か ら公共投資による景気刺激策を採 り難 くなっ

た という事情もあるが、金融庁を創設 して行政指導を強化するな どの金融政策重視の狙 いは不規

則な企業倒産 の防止 にあ り、それ は中位年齢階層の選好 と一致する。 このように、人口構造 と政

府 ・与党の経済政策 には一定の関係が見出せるのである。

2.4.2 人口構造が社会資本整備 に及ぼ した影響

奥野[1994]は 、1970年 代末には社会資本整備の地方への拡散傾向が止ま り、80年 代初頭に

は大都市へのスイ ッチバ ック(逆 戻 り)が 起 った とし、そ の要因は、社会資本整備 の地方への拡

散の過程で、大都市圏の社会資本が産業基盤にお いて も生活基盤において も相対的 に不足 してき

た ところにあるとして いる。

このなかで、大都市圏における生活基盤社会資本の不足 という点は極めて重要で ある。政府の

社会資本整備の方向に変化が生 じた ということは、人々の選好、特 に中位年齢階層の選好 に変化

が生じていたとい うことであ り、大都市圏にお ける住民もまた生活基盤社会資本の不足を認識 し

ていた とい うことである。加えてそ こでは都市の持つ価値についての認識の変化が底流 にあり、生

産拠点 としての価値に加え、あるいはそれに代 って、生活拠点 としての価値 を都市に求め始めた

と考え られるか らである。

ただ し統計でみ る限 りは、都市における生活基盤社会資本の整備は、必ず しも顕著な拡大傾向

を示 してはいない。特に1980年 代の前半は、財 政収支の悪化か ら公共事業、特 に当初予算 におけ

る公共事業は抑制気味 に運営され、それが要因の一つ となって事業別のシェアの固定化傾向が強

まったこともあ り、生活基盤整備事業のシェアは必ず しも上昇 しなかった。

しか し事業内容 を仔細にみると、産業基盤整備に分類される諸事業において も、80年 代初頭か

ら 「環境整備」 という名を冠 した事業が 目立って増加 している。道路環境整備事業、河川環境整

備事業、港湾環境整備事業等がそれであ り、緩衝帯整備、道路緑化、河川敷 ・堤防にお ける公園 ・

遊歩道等の整備、港湾緑地の開放 ・再開発な ど、環境整備 という名の生活基盤整備が、特 に大都

市地域において積極的に行われた。実態 としては生活基盤整備への重点の移行はかな り進行 して

いたと言 える。

ではそ うした都市の価値に対す る人々の認識 の変化、特に中位年齢階層の認識の変化はなぜ生

じたのか。一つには、社会資本整備の地方への拡散の過程で、生活基盤社会資本についてはむし

ろ地方地域でその整備が進捗 し、都市の立ち後れ という認識が一般化 しつつあった こと、二つに

は、経済成長の減速によって経済活動の生み出す効用が相対的 に低下 した ことか ら、人々は別の

種類の効用を模索 し始 めた ことなども、その理 由として考え られる。

しか し第9図 をみる と、1970年 代半ば頃か ら、大都市圏の有権者中位年齢が急速に上昇 してお



り、1970年 か ら80年 までのわずか10年間 で、36.4歳 か らへ40.4歳 へ と4.0歳 も上昇する。そ

れは地方地域における上昇幅である2.5歳 を大き く上回る上昇である。都市の価値 に対する認識の

変化には、そうした年齢構造の大幅な変化 も関係していたであろうことが十分に考えられるので

ある。

なぜな ら、一般的に40歳 を超えると 「中年」と呼 ばれる。その呼称には、肉体的な変化のほか、

人生観、価値観の変化 が意 味合いとして込め られて いるが、同時に、所得水準の上昇等 も加わ り、

ゆとりをもって 自己の身の回りを眺め得 る環境に達 した年齢階層であると言える。三大都市圏湾

岸地域の有権者中位年齢は、1980年 にその40歳 を超え、その後も急速に上昇を続ける。中位年

齢階層の社会資本に対する選好 には当然変化が生じたとみるべきである。

そ して総選挙は1979年10月 に行われ、前回の76年12月 に引き続き与党の自由民主党 は、大

都市部での敗退が主因となって過半数を割 り込んだ(選 挙後、無所属議員の入党によ り過半数を

確保)。二度 の敗退によって、政府与党 は大都市部における支持の回復を迫 られたのであり、それ

が大都市圏における生活環境の改善政策につながった と思われる。

人口の高齢化は有権者中位年齢 を上昇 させ、加齢 による人々の意識、選好の変化が、集票によ

る政権掌握 を行動原理 とする政党行動を通 じて、社会資本整備の特質を変化させる考えられるが、

人 口の高齢化は今後さらに急速に進展 し、2030年 には有権者中位年齢は58.0歳 と一般的な退職

年齢を超える。政治過程 を経 由して表面化する社会資本整備 に対す る有権者の選好 は更 に大きく

変化するとみるべきであ り、それは今後の社会資本整備の方向を考察する上で必要不可欠の前提

になるもの と考 えられ る。

しか し奥野 も指摘するように、大都市圏へのスイ ッチバックは極 く緩やかな ものであった。与

党への支持が大 きく地方地域に偏 っていたことがその要因の一つであるが、そのため大都市圏の

生活環境の改善は十分には進捗 しなかった。それがバ ブル経済による都市の荒廃 と併せ、1990年

代以降、都市の再生を重要な政策課題 として浮上させることになる。

なお、井堀 ・黒坂[1987]は 、1960年 代後半を境に財政支出が質的、量的に家計が望 まない方

向に変化 した とするが、それについて も人 口構造の変化か ら一定の解釈が可能である。第9図 に

おいて、全国の有権者 中位 年齢 は1960年 代後半以降、急速 に上昇 してお り、当然政治過程 にもた

らされる有権者の選好 は急速かつ大幅に変化 したと考 えられる。しかし前述 したように、そうし

た選好の変化 とそれについての政党の認識にはタイムラグが存在する。そのタイムラグが、家計

の有効消費水準の低下 をもたらしたと考 えられるのである。いわば人々の選好の変化があまりに

も急速であったために、政策転換がそれ に追いつかなかった ことが、有権者 の選好 と財政政策 と

の乖離 をもた らした一 因であると考え られる。



第3章 マクロ経済の視点か らの社会資本整備の前提条件

3.1 本章の 目的、背景および構成

人口減少社会の社会資本整備 の方向性を考察するに当って、主要な前提の一つとなるべきは社

会資本整備への資源配分の 「許容量」である。これ までは、社会資本整備への資源配分において、

民間消費および政府消費 との関連における資源配分の最適性が問題 となることはあって も、資源

配分の許容量が議論の対象 となる ことはなかった。先進工業国のなかで も際立って高い貯蓄率の

もとで、社会資本整備が民間設備投資 と競合することはなか ったか らで ある。

しか し人口高齢化 による貯蓄率の顕著な低下は、社会資本整備による民間設備投資のクラウ ド

ァウ トの危険性を 日本経済に内包 させ る。過大な社会資本整備は供給能力を一層縮小させ、所得

水準 を低下させるのである。加えて人口減少下 においては経済の成長径路が不安定化することか

ら、その結果経済が下方累積過程に陥る危険性 を考慮 しなければな らない。過大な社会資本整備

は、仮にそれが一時的なもので あれ、供給能力 を最大値か ら中長期的に乖離させ、所得水準の継

続的な低落をもた らす可能性が高い。人 口減少社会においては、短期的 にも中長期的にも、社会

資本整備への資源の投下量が適切で あることが強 く求められ るのである。

社会資本整備の 目的は国民厚生の向上 にある。しか し所得水準の低下 はその国民厚生を確実に

低下させる。したが ってここでは社会資本整備への資源配分の許容量 を、民間設備投資を阻害す

ることのない、つ まりは国民所得の最大化 を図 るとした場合の社会資本への資源配分量 と定義す

る。ただ し、その許容量は絶対的なものではなく、社会資本整備 によって もたらされ る効用が所

得水準の低下 による効用の減少 を上回る場合には、許容量を超えて社会資本整備を行 うことも認

め られて しかるべきである。その点 は第5章 において取 り扱 うが、そ の場合にあっても、ここで

示す許容量は、当該社会資本整備が所得水準を低下 に導 く規模であるか否かの分岐点 として、今

後の社会資本のあ り方 を考察す る上で有用な判断基準を提供するもの と考え られる。

人 口減少下のマ クロ経済 メカニズムに関す る研究は、近代において継続的な人口減少を経験 し

た経済 はないこともあって、筆者の知る限 りでは存在 しない。わずか に、開発経済学の視点か ら

人口増加率と経済成長率の関係 を指摘 したマンキュー[1997]が み られ る程度である。 したがっ

て ここでは、古典 的研究に属するが、多 くの経済成長 ・景気循環理論のなかで、そのメカニズム

の解明に最 も有用 と考え られるヒックスの景気循環論[1950]を ベース として今後の日本経済の

方向性を考察する。

日本経済の長期予測についても研究成果 は極めて少な く、八代[1999]、 日本経済研究センター

[2001]、OECD[2003]等 が挙げ られ るのみであるが、それ らについても、直近の国勢調査によ



る人 口推計に基づ くものではない(八 代 、日経センター)こ とや、推計期間が短い(OECD)こ と

などか ら、本論文 においては筆者 自身の長期推計に基づき、今後の社会資本整備における前提条

件について考察する

人 口減少高齢社会においては、経済 ・社会の変化 に応 じた新たな社会資本が必要 とされ るだけ

でな く、既存の社会資本を含めたシステムの再設計も必要 となる。 しか し同時に社会資本整備に

は新たな資源制約が課せ られるのである。如何なる社会資本 を如何なる規模において整備するの

か という社会資本の選択には一層の厳格性が求められるだけでな く、その整備 もより長期の時間

軸において計画されねばならない。加えて既存の社会資本の活用 を前提 とした漸進的な整備姿勢

も必要 とされ る。社会資本の将来像については、理想とする姿を求めるのではな く、あくまでマ

クロ経済のフレームワークのなか にお いて描かれる必要がある。

本章では、3.2に お いて人口減少がもた らす経済 メカニズムの変化とその結果としての社会

資本整備の経済効果の変化について考察す る。成長径路の不安定化、社会資本整備の景気拡大効

果 の消滅、過大な社会資本整備による国民所得の低落の危険性がその論点であ り、社会資本整備

の規模がマクロ経済 との関連において中長期的に適切である ことの必要性について論述する。

3.3に おいては、今後 のマクロ経済 の動向を長期推計によって明 らかにする。経済成長率の

低落 と産業構造の変化が主要な論点となるが、それが今後の社会資本整備における前提条件の 一

つである。それ らを踏 まえ、3.4に おいて社会資本整備へ の資源配分の許容量を推計 し、併せ

て財政収支 との関連について も言及する。



3.2 人 口減 少経 済の特質

3.2.1 成長 経 路 の変 化

人口減少下の経済の成長径路は、これまで とはかな り異なったものになることが予想 される。経

済は景気循環 を繰 り返 しつつ成長するが、そ の中長期的メカニズムは、ヒックスのモデル(24)に

おいて最 も明瞭に示 される。すなわち第10図 左のように 景気循環においてはCeiling(天 井)

とFloor(床)が あ り、成長径路はその間に存在す る。そ して経済が安定的な成長 を続 けるのは、

このFloorの 存在 によるとされる。

Ceilingに おいては、設備投資の過熱か ら建設費が高騰 した り、需要に対 して供給能力が過大

となること等によって設備投資が縮小し、その設備投資の縮小が国民所得 を乗数的に縮小させる

ことか ら景気が反転す るとされ るが、Floorが 存在す ることについては、負の純投資は資本減耗

にマイナスをつ けた値 より小さくなれないというところにその根拠が置かれている。つまり耐用

年数が経過する前に生産設備が棄却 され ることはないということが景気循環 に床が存在する根拠

とされるが、そ こでは人口が増加傾向にあ り、 したが って需要が増加傾向にあることが暗黙の前

提 となっている。

第10図 経済の成長経路と人口減少下の経済

24.景 気循環については、E.ス ルツキー[1937]、 カレツキー=カ ル ドア[1940]、W.D.ノ ーダウス[1975]、

R.E.ル ーカス[1979]、G.D.ハ ンセン[1985]等 多 くの研究があるが、ここでは経済の長期径路を考える必

要か ら、 ヒックスのモデルをもとに考察を進める。ヒックスの景気循環理論[1950]は 、乗数 と加速度原理

の相互作用に基づくサ ミュエルソン[1939]を 体系化したもので、CeilingとFloorを モデルに導入したと

ころにその特徴がある。ただしCeilingの 存在については、ヒックスは労働力制約にその要因を求めたが、本

論文では、日本の景気循環に適合的な説明として、カレツキー[1954]を 援用している。



その点 を第10図 右の模式図によって確認する。図は、人口増加経済 と人 口減少経済の違いを需

要と供給能力の関係 において示 した ものである。Aに おいては、需要に対 して供給能力が過大で

あることか ら純投資は縮小に向か うが、純投資をマイナスにして生産資本ス トックを縮小させる

ほどの必要 は必ず しもない。なぜな ら、人口増加によって需要が増加傾向 にある経済においては、

資本ス トック水準を一定 に保持 していれば、やがて需要が追いついてきて需給ギャップは解消す

るか らである。

しかし人口減少によって需要が傾向的に縮小す る経済にあっては、そ うした投資行動では、B

のよ うに需給ギャップは時間とともに拡大す る。そ こでは積極的に供給能力を低下 させね ばな ら

ないのである。新規投資、更新投資の縮小は勿論、耐用年数経過前の設備の棄却 も必要となる。現

象 としては企業の退出や業容縮小による生産資本ス トックの滅却である。資本減耗分を上回る負

の純投資は、極 く一般的に存在するのである。

つま り人口減少下の経済にあっては、左図におけるFloorは 存在 しない ことになる。ではCeil-

ingは どうか。実質ベースではそれも存在 しないと考 えられる。独立投資による乗数効果や投資

誘発効果それ自体は、人口減少下の経済においても存在する。しかし労働力制約の下では、そ う

した需要の増加分 に対応 して実質的に供給能力を拡大することができない。経済 は需要超過 とな

るが、その超過分は物価上昇によって吸収される ことになる。

したがって名 目ベースでは乗数効果や投資誘発効果 も含めて国民所得は拡大するが、実質ベー

スの国民所得はあくまで供給能力の範囲内にとどまる。左図において国民所得が上昇し、景気が

過熱 に向か うのは、乗数効果 と誘発投資が実質ベースで も実現 されている ことによるのであるか

ら、労働力制約の下ではCeilingも 存在 しないので ある。

人口減少下の経済においては、これ までのような景気循環は姿を消す と考 えられる。経済の成

長経路はCeilingとFloorに 挟 まれた領域に存在す るのではな く、労働力の賦存状態に基づ く

技術的に可能な生産力水準 という一義的な曲線に近接 して存在する。ただしそ の成長径路は安定

的なものではない。これ までの経済が比較的安定した成長を持続 してきたのはFloorが 存在 した

か らである。人口増加によって需要が傾向的に増加を続けていたか らこそ、その需要を獲得 しよ

うとして、企業は需給ギャップのなかでも生産能力を低下させ ることはしなかった。それが持続

的な資本蓄積つまりは安定的な経済成長をもた らしてきたのである。

しか し継続的な労働力の縮小の下では、むしろ先行的な生産設備の縮小が、稼働率を適正な水

準 に維持 し、安定的な利益率 を確保する ことにつなが る面がある。ただしそれは得 られたか も知

れない需要の一部を諦めて売上高を低下 させ ることであるか ら、そ うした企業行動が一般的なも

のになるとは限 らない。 しか し先行的な生産設備の縮小を行 う企業が増加す る場合には、設備投

資 の一層の縮小によるマイナスの乗数効果によって国民所得は更に縮小 し、それが また設備投資

を縮小させ るという下方累積過程の発生が予想される。人口減少下の成長径路は下振れす る危険

を孕んだ不安定なものとなる可能性が高 い。



3.2.2 社会資本整備の経済効果の変化

そうした成長径路の下では、社会資本整備の持つ景気拡大機能は基本的 に無力化する一方、仮

に過大な社会資本整備によって民間設備投資がクラウ ドアウ トされた場合 には、経済は下方累積

過程 に陥る可能性が高い。

景気拡大機能が無力化するのは、人 口減少経済にあっては、そ の根拠 とされる公共投資の乗数

効果および民間設備投資の誘発効果 のいずれ もが期待 し得ないことによる。そ もそ も乗数効果に

ついては、バロー[1984]に よって、公債発行 による公共投資の増額は国民に将来の増税 を予感

させ るため消費は増加せず、公債の発行分だけ自発的な貯蓄が減少す ることか ら、経済の拡大効

果 は生 じないとす る仮説が提起 されているが(リ カー ドの等価定理)、(25)人 口減少による経済の

趨勢的な縮小の下では、償還財源 を国民所得の拡大 に期待す ることは出来ず、増税に依 らざるを

得ない ことは明 らかであるか ら、その仮説の実現可能性は高まると考え られなければな らない。

またバ ローの仮説の根拠の一つであるライフサイ クル仮説 について も、そ の実現可能性は高ま

る。人 口減少経済 においては、後述す るように一人当 り国民所得水準は横這いか ら微減となる。つ

ま り生涯所得の大きさをかなりの確率をもって予見 し得るのであるか ら、その もとでは生涯 の消

費効用 を最大化す るという消費行動はより実現可能性を持つ。公共投資 の増額に対しても基本的

には消費は増加 しないと考えられるのである。

乗数効果が生じなけれ ば誘発投資も生まれ得ないが、加えて前述のように、企業が継続的な供

給能力の縮小を迫 られる状況の下では、公共投資が政府の景気回復に対する姿勢のシグナルとなっ

て民間設備投資を活性化 させる効果(ア ナウンスメン ト効果)も また期待 し得ない。以上の諸点

か ら、人口減少社会にお いては、社会資本整備の景気拡大効果は基本的 には消滅するものと考え

られ、社会資本整備は景気調整政策 における役割を終えるのである。

一方、過大な社会資本整備によって経済が縮小す る危険性 は高まる。人 口増加によって需要が

傾向的に拡大する状況 においては、クラウ ドアウ トによる民間設備投資の縮小は当該クラウ ドア

ウ トの期間にとどまり、社会資本整備の縮小とともに設備投資が拡大 し、国民所得は再び最大値

を回復す る。 しか し人口減少経済にあっては、企業の設備投資意欲が弱 いことから、早期 に国民

所得水準が回復す る可能性 は低い。その結果下方累積過程に陥る危険性が高まるが、下方累積過

程においては中長期にわたって国民所得 は最大値いわば潜在成長率水準 を下回ることか ら、得べ

25.バ ローの仮説 は、公債の発行に対して、民間部門が将来時点の増税を正 しく認識 していること、および流

動性制約がなくライフサイクル仮説が該当することが前提となっている。この前提については、その非現実

性を指摘する研究者も多いが、上記の理由によって、人口減少はその現実性を高めると考えられるべきであ

る。

なお、ライフサイクル仮説はF.モ ディリアーこ とR.ブ ランバーグによって提起 された消費函数[1955]

であ り、消費者は生涯にわたる所得の流れについての予想から導き出される予算制約にしたがって、生涯に

わたる消費の流れがもたらす効用を最大にするように、各年の消費と貯蓄を決定すると想定している。



か りし国民所得が大幅に失われる。

それは国民厚生を低下 させるだけでな く、租税収入の減少によって社会資本整備それ 自体 も縮

小を余儀無 くされ る。 したがって社会資本整備 にお ける各年の事業規模は景気動 向、民間設備投

資の動向との密接な関連において決定されねばな らないが、そのためには、中長期的に、社会資

本整備の規模がマクロ経済動向 との関連において適切な範囲に設定されている必要がある。

クラウ ドアウ トが生ずる原因としては、政府が景気の状態 を誤認 し、あるいは認識が遅れた場

合、および社会資本整備 についてはその多くが継続性 を持つため、事業執行面か らの圧力によ り

弾力的な対応が困難 となる場合等が考 え られる。前者は景気調整政策全般 に通 じる問題であるが、

後者は社会資本整備固有の問題である。中長期的にみて社会資本整備の計画量が過大である場合

には、事業採択 における圧力となって各年の事業規模を下方硬直的なものとする。また後年度負

担の累積は各年の事業規模 についての弾力的な対応を一層困難 とする。人 口減少社会 においては、

中長期的な整備計画の必要性が一段 と高 まるとともに、マクロ経済動向との関連 におけるその規

模の適切さが強 く求められ るのである。



3.3 人 口減 少下の 日本経済

日本の経済 ・社会 は、今後 、急速な人口の減少と高齢化 を経験す る。主要な先進工業国で、か

つて これ ほど急速 な高齢化 を経験 した国はな く、1980年 代まで最 も人 口構造 の若い国であった 日

本は、今後飛び抜けて高齢化 した人口を持つ国となる。人口の減少 に至 っては、今後少な くとも

2030年 までの間に減少 を経験す るのは 日本と ドイツのみで あり、しかも 日本の人口は ドイツの倍

以上の速度で減少す る。(26)

この人口の動 きか ら確実に言えることは、今後の経済成長率については、主要先進工業国のな

かで 日本が最も低 くなるということである。最大可能な成長率は労働生産性上昇率と労働力の増

加率によって決 ま り、労働生産性上昇率は技術の伝播 によ り先進工業国間ではほぼ同水準に収斂

す るとすると、人口高齢化 と人口減少の著 しい 日本の経済成長率が最 も低 くなることはほぼ確実

であ り、経済成長 もまた先進諸外国との相対関係 にお いて大き く逆転するのである。

それ らの諸点は、今後の社会資本整備の進め方について、 日本が参考とし得 る事例はな く、自

らにおいて模索 しなければな らないことを示 している。ここではその前提条件の一つとしての今

後の 日本経済の動 向を予測することとするが、人 口の減少高齢化は2030年 頃まで急速 に進行 し、

その後は比較的緩やかな動きとなることか ら、予測期間は2030年 まで とする。

3.3.1 労働 力 の縮 小

人口減少高齢社会 における経済の長期予測 において最も重要な要素は労働力の見通 しである。経

済は供給能力の拡大によって成長する。最大可能な経済成長率 を決定するのは生産資本ス トック

の増加率 と資本の生産性の上昇率である。(27)しかしその生産資本ス トックが稼働 し生産物が産出

されるためには、技術的に必要 とされる量の労働力が存在 しなけれ ばな らない。 したがって労働

力の縮小は、そ の経済 として稼働することが可能な生産資本ス トックの水準を引き下げる ことに

26.United Nations: Demographic Indicators 1950-2050,1998 Revisionに よ る 。 同 推 計 は1995年 の実

績 に基 づ く も の で あ り、特 に 日本 に つ いて は近 年 の人 口 に関 す る動 き を十 分 に反 映 して い る とは言 い難 い が 、

そ の推 計値 は 以 下 の 通 りで あ る。

27.労 働生産性は資本の生産性と労働に対する資本の比率(資 本装備率)に よって決定されるから、その意味

するところは上記の説明と同一である。しかし長期予測を生産資本ス トックの動向を軸に行 う必要から、こ

こでは説明を改める こととした。



よって、経済成長率 を確実に低下 させるのである。

ここで労働力とは生産過程に投入され る生産要素 としての労働の量であるか ら、単位 は時間で

ある。 したがって今後の労働力の動向は、働 く意思を持つ人口つまり労働 力人口だけでなく、各

労働者の期間労働時間の動向にも依存す る。そ して労働時間については国際労働機構(ILO)を

中心 とした世界的な労働時間短縮の動 きがあ り、日本においても明確な短縮傾向にあることか ら、

人 口減少とは別の動き として、今後、労働時間の短縮 も進行するとみるべ きで ある。ちなみに八

代[2001]、 日本経済研究センター[2002]の 長期予測 においては、労働力人 口の減少は前提 と

されているものの、労働時間の短縮については全 く考慮 されていないが、労働時間の短縮傾向が

突然停止するとの前提は、余 りにも不自然であると言わざるを得ない。したがって ここでは、労

働力人口とともに期間労働時間について も将来推計を行い、そ こか ら得られる 「国民総労働時間」

をもって、今後の 日本経済における労働力とす る。

労働力人口を決定す る最大の要因は、働 く可能性が高いと考えられ る15～64歳 の人口すなわ

ち生産年齢人 口の動向である。本稿で は藤正巖の人 口推計[2002](28)を 用 いる こととするが、同

推計によれば、生産年齢人口は、2000年 の8,499万 人から2030年 には6,144万 人 と27.7%減 少

す る。生産年齢人口については既に1995年 に減少に転 じているが、1965年 か ら1995年 の30年

間においては30.0%の 増加であったのだか ら、日本経済の労働力環境はほぼ逆のベク トルに転ず

るのである。

ただしそ うした基調 を緩和するものとして、女性就業率の上昇や高齢就業者の増加 という動き

が存在する。 したがって労働力人口の将来推計においては、女性および高齢者 のうち働 く人の割

合すなわち労働力率の変化 を予測 しなければな らない。しか しそれには多 くの不確定要素が存在

す る。働 くか どうかは人々の意識の問題 であ り、それには賃金水準や資産保有の状況 も関係する。

また女性や高齢者にあっては保育所や職場環境 といった社会的制度の水準 も大きく影響する。

28.公 的な人口推計としては国立社会保障 ・人口問題研究所の推計があるが、同研究所の推計については、行

政事情に起因すると考えられるバイアスなどもあって、過去において、合計特殊出生率等の予測値と実績値

に大きな乖離がみ られ、信頼性に問題があることから、藤正巖(政 策研究大学院大学)の 推計を用いる。

双方の2030年 における推計結果は以下の通 りである(単 位 千人、%)。

藤正巖:人 口減少が始まった地域社会の設計論,国 土交通省国土交通政策研究所 「地方都市の新生 ・再生に

向けて」2002、 国立社会保障 ・人口問題研究所 日本の将来推計人口 ・平成14年1月 推計,2002に よる。



ここでは労働力率については過去の傾向値 を外挿する。人々の意識や社会制度は突然に変化す

るものではな く、一定の傾向をもって変化 していくものであるとするのである。過去において も

労働力率は明確 な傾向的変化を示 してお り、かつその変化はほぼ直線 的である。一般的に、不確

定要素が多い場合 には労働供給函数 による推計は有益 とは言 えない。当然、各説明変数 につ いて

は一定の前提を置かねばな らないが、そ うした前提が多 くなれば、前提を設定する段階で実は推

計結果 も設定 している結果 とな り、恣意性が強 くなる危険がある。

第1表 は性別、年齢階級別の将来推計人 口(29)に 、過去の労働力率の傾向値を外挿 して求めた

2030年 の労働力人口である。日本 における労働力率 については、1970年 代中頃を境 として、そ

の動きに大きな変化がみ られる。 これ には農業の急速な縮小が大きく影響 してお り、女性労働力

率についても1975年 を境にそれ までの低下傾向か ら上昇傾向に転 じている。したが って傾向値に

ついては1975年 か ら2000年 までの値を用いることとし、一次の近似値函数を性別、年齢階級別

に導出した。

2030年 の生産年齢 人口は2000年 に比べて27.7%も 減少するが、労働力人口は、女性労働力率

の上昇および高齢者労働力人口の増加によ り、1,297万 人、19.2%の 減少にとどまる。それでも

第1表 労働力人口の実績と予測

2030年 の労働力率は1975年 か ら

2000年 までの傾向値を外挿

男女計のカッコ内は年齢階級別構成比

男性および女性のカッコ内は労働力率

単位:万 人、%

データ:藤 正[2002]、 総務省統計局

労働力調査年報平成13年 版

29.注28参 照。ただ し詳細データは内部資料による。



総人口の減少率15.0%を 上回るのは、人口の高齢化 と少子化 による。第1表 にみるように女性の

労働力率は各年代でかな り上昇するものの、生産年齢階級の人口自体が大き く減少す るため、全

体 としての労働力人口の大幅な減少 は避 けられない。

次 に労働時間であるが、第11図 にみるように月間の実労働時間は明確な短縮傾向にある。これ

が今後どのよ うに推移す るかであるが、一つには国際労働機構(ILO)を 中心 とした世界的な

労働時間短縮の動きがあ り、それは政府の労働政策にとっては外圧 として働 く。事実 これまで も

ILOの 指摘に呼応す るよ うに、週休二 日制や国民の祝 日の増加等による労働時間の短縮政策が

とられてきている。また実労働時間は労使の間で決まるから、労働時間に対す る双方の考 え方が

影響す る。労働者においては、経済の縮小 というこれ まで とは正反対の環境変化のなかで、労働

や余暇に対す る考え方が大 きく変化する可能性もある。このよ うに労働時間についても不確定要

素が多いことか ら、1975年 か ら2000年 までの一次の傾向値を外挿して求める。月間実労働時間

は2000年 の156.2時 間か ら2030年 には126.4時 間と19.1%短 縮する。年平均で約0.6%の 短縮

である。

こうした労働時間のの見通 しは決 して過大なものではない。1990年 代の週実労働時間は、日本

43.7時 間、ドイツ38.3時 間、フランス38.7時 間、アメ リカ41.4時 間であ り、仮に推計の速度で

労働時間の短縮が進んだとしても、現在の ドイツの労働時間に達するには約20年 を要す る。外圧

を想定すれば、推計を上回る労働時間の短縮が進む ことす ら考え られる。

以上の労働力人口と労働時間の見通 しか ら、その積 として求められる国民総労働時間は2000年

の1,210億 時間か ら2030年 には800億 時間と33.7%減 少す る。30年 後には、日本経済が利用 し

得る労働力は、第11図 のように現在の三分の二の水準 にまで縮小するのである。

第11図 労働時間、労働力人口、

国民総労働時間の実績と予測

国民総労働時間=

労働力人口×月間実労働時間

月間実労働時間:

一人平均月間実労働時間

2000年 以前は実績、

2001年 以降は予測値

データ:総 務省統計局 労働力調

査年報平成13年 版、労働省 毎

月勤労統計調査平成13年 度版



3.3.2 国民 所得 の縮 小

この労働力推計 を前提に今後の国民所得を推計する。ただ しここで求める国民所得は均衡国民

所得ではなく、労働力と技術進歩によって規定される最大可能な成長率つま り自然成長率(Na-

turtal rate of growth)に おける国民所得である。均衡国民所得 としない理 由は、人口減少経済

にお ける均衡 メカニズムが明確ではない ところにある。マイナスの純投資が一般的である経済 に

おいて利子率はいかなる機能を持つのか。供給制約の下で価格はいかなるプロセスで生産物市場

を均衡させるのか。労働力制約が継続的に強 まる状況における長期費用曲線はいかなる形状 とな

るのか。人口減少下の均衡 メカニズムについては不明の要素が多い。その場合、様 々な仮定の も

とにモデルを構築することは可能である。 しか しこれ まで継続的な人口減少の下での経済を経験

した先進工業国はない。実証できないモデルによる推計は有益ではないと考え られる。

自然成長率 において、最大可能な生産物 の量 とは労働力と労働生産性の積である。そ して労働

生産性(Y/L)は 、

(Y:所 得 、L:労 働投 入量 、K:資 本 ス トック)

か ら、資本の平均生産性Y/Kと 単位労働時間当た りの稼働可能な生産資本ス トックK/L

の積である。労働生産性は技術進歩によって上昇するが、技術進歩のうち資本ス トックの生産性

を向上させる技術進歩はY/Kを 増加させ、資本ス トックが技術的に必要 とする労働力を縮小

させる技術進歩つ まり省力化技術の進歩はK/Lを 増加 させる ことによって労働生産性を上昇

させる。

ここでは、今後 の労働生産性の動向について、それぞれの技術進歩にかかる過去の傾向値 を外

挿 して求めることとする。傾向値 については、日本経済は石油 ショック以降大 きく変質 した と考

え られる ことか ら、1975年 か ら統計上連続性のある1998年 までの期間 とした。傾向値は、

L:総 労働時間(企 業就業者分)

K:企 業生産資本ス トック、Y:実 質国内純生産(一 般政府 を除 く)

データ:経 済企画庁 国民経済計算平成13年 版、総務省統計局 労働力調査年報平成13年 版

で あ り、(1)式 か ら得 られ る省 力化 技術 進 歩 によ る労 働時 間 当 りの 生産資 本 ス トックの 上昇 率 は、

2000年 で2.4%、2030年 で1.5%と な る。一 方 、労 働 力 つ ま り国 民総 労働 時 間 の減 少率 は2001

年 で0.6%、2030年 で2.0%で ある。 したが っ て当面 は技 術 進 歩の方 が大 きい ことか ら、 日本 経



済における稼働可能な生産資本ス トックはなお増加を続ける。 しかしこれまで増加傾向にあった

労働力が減少に向かい、かつその減少率が年々増加するため、生産資本ス トックの拡大幅は年々

小さくなる。そ して2022年 になると、労働力の減少速度が技術進歩の速度 を上回ることか ら、第

12図 に示すように、日本経済における稼働可能な生産資本ス トックは右肩下が りの縮小に向かう

もの と見込 まれ る(計 数はAppendix 1参 照)。

第12図 生産資本ストック、実質

粗投資、実質純投資の実績と予測

公的企業を含む企業資本

1998年 以前は実績、

1999年 以降は予測値

データ:

経済企画庁:国 民経済計算平成13

年版、総務省統計局 労働力調査年

報平成13年 版、労働省 毎月勤労統

計調査平成13年 度版

日本経 済 にお け る生産資 本ス トックは1977年 か ら1998年 までの21年 間で は3.0倍 に拡 大 し

た 。 しか し2000年 以 降 の21年 間で は22.9%の 拡 大 に と どま り、そ の後 は年 平均0.3%の 縮 小 と

な る。当然 、実 質純 投資 は急速 に縮 小 し、2022年 にはマ イナス とな るが 、更 新 投資 を加 えた 実質

粗投 資 も2006年 を ピー ク に縮 小 に向か い、以後 の24年 間 で14.5%、 年 平 均0.7%縮 小す る。

一方、生産資本ス トックの生産性(Y/K)に ついては各先進工業国とも低下傾向にある。(第

13図)規 模に対す る収穫逓減や環境対策 費等の付加投資の増嵩等によるものであるが、ただし

1990年 代 に至 って他の先進工業国では横這いないし微増に転じているのに対 し、日本は引き続き

低下傾向を続けお り、その要因の一つは 日本 と他の先進工業国の間における技術格差にあると考

え られる。今後の 日本における技術進歩 をどうみるかであるが、ここでの生産性には技術進歩だ

けでなく、非効率な産業 ・企業が市場か ら退出する ことによる効果も含まれる。 したがって、近

年の技術開発力の低下に加え、財政金融政策 を始め とした非効率企業の温存 ・延命政策が今後 も

続 くとすれば、生産性は更 に大きく低下することも予想される。しか し30年 という長期の見通 し

であることを考慮 し、これについても傾向値 を外挿することとした(計 数はAppendix 1参 照)。

以上の稼働可能な生産資本ス トック及び資本の生産性の動向から、国民所得を算定 した結果が

第14図 である。値は2000年 を100と した要素費用表示の実質国民所得水準であ り、純間接税に



つ いて は1975年 以 降 の傾向値 を外挿 して いる。図 のよ う に、実 質 国民 所得 は当面 わず か に増 加す

る ものの 、2009年 以 降継 続 的な縮 小に転 じ、2030年 には314.6兆 円 と2000年 の370.3兆 円に

比 べて15.0%減 、 ピー クの2008年 の390.7兆 円に比 べて19.5%減 の水準 にまで 縮 小す る。成長

率 は2010年 で マイ ナ ス0.2%、2020年 マイ ナ ス1.1%、2030年 マ イ ナ ス1.7%で ある。

しか し人 口が大 幅 に減少 す るの だか ら経済 規 模が 縮小す るの は当然 で あ り、縮 小 過程 に発 生す

る幾 つ か の問題 は あ る として も、重要 な のは 国民所 得 では な く一 人 当 り国民所 得 の大 き さであ る。

第14図 に示 す よ うに、一 人 当 りの実 質 国民所 得 も今後 微増 か ら2013年 に は縮 小に転 ず るが 、そ

の縮 小 の程度 は国 民所得 に比べ遥 か に小 さ く、2030年 の一 人当 り国民 所 得 は291.7万 円 と2000

年 の295.1万 円に比 べ てわず か1.2%減 で あ り、事 実上 横這 い と言 って よ い。1990年 代 の平均 で

第13図 資本の平均生産性

公的企業を含む民間資本

デ ー タ:OECD Annual

National Accounts,

1999 edition

第14図 国民所得および一人当 り国民所得の推計(2000年=100、 実数値はAppendix 1参 照)



は、日本の一人当り国民所得水準は他の先進工業国に比べ3割 以上も高く、それは物価や為替 レー

トによって多少かさ上げされているとはいえ、その水準が維持 されるのであるから、人口の減少

高齢化の下でも、日本国民は世界有数の豊かな国民で あり続けることが出来るのである。

一人当 り国民所得が横這いとなるのは、高齢化率の上昇によって労働力率が低下するためであ

り、就業者一 人当 りでみた国民所得の水準は、技術進歩 によって、わずかではあるがむ しろ増加

する。2030年 の水準は546.6万 円と2000年 の500.9万 円に比べて9.1%の 増加である。加えて

ここでは労働時間の短縮を前提 としているか ら、余暇時間も第14図 のように増加する(2000年

76.0時 間/週 、2030年82.9時 間/週 、9.0%増)。 就業者 についてみれば、その生活水準は現在

に比べて向上すると言える。(30)

[補 論]

以上の国民所得推計では、資本および労働の国際的な移動については、近年の拡大傾向が今後

とも持続す ることを前提 としている。すなわち、海外直接投資、海外金融投資 については、1980

年代に入って、純投資の国民所得比が急激に上昇 しているが、それ らは労働力コス トの格差、金

融市場の国際化 といった中長期的要因に基づ くものであ り、傾向的には今後 とも上昇を続けるも

のと考え られる。ただしその拡大の速度については、為替 リスク、情報の確実性、さ らには被投

資国の政情 といった様 々な外的要因が作用することか ら、モデル をもって一義的に決定す ること

は困難である。したがって本論文においては、1980年 以降における純投資の対国民所得比につい

ての対数 トレン ドを求め、それを外挿することとした。

結果 として得 られた2030年 における純投資の対国民所得比は以下の通 りである。

(対国民所得比、単位%)

なお、今後の海外直接投資および海外金融投資については、主 として近年 における企業の行動

変化の視点か ら、近年の拡大速度をさらに上回って拡大す るのではないか、との意見もみ られる

ところではあるが、海外直接投資および海外金融投資は長期的には国民貯蓄水準によってその上

限が画される。そ して後述するように(p.49)、 人 口の高齢化の進展 によって国民貯蓄率は大幅

に低下せ ざるを得ないのであるか ら、海外直接投資および海外金融投資が近年の拡大速度 を上回っ

て拡大する可能性は極めて低いと考え られなければならない。



次 に労働力の国際的な移動、すなわち今後 における外国人労働者の流入をどの程度のもの と見

込むかであるが、本論文の国民所得推計 に用 いた人口推計(藤 正[2002])で は、居住外国人につ

いては近年の流入傾向が持続することを前提 してお り、2000年 および2030年 における居住外国

人数は以下の通 りである。

外国人労働者の問題については、経済の視点のみか ら決定 し得る問題ではな く、社会的、政治

的なファクターが大き く関係する。加えて外 国人労働者の取 り扱 いについては未だコンセ ンサス

は成立 していない ことか らすれば、現状の社会的ルールつま りは近年の流入傾向を前提 とする こ

とが、妥当な推 計方法であると考えられ る。

本論文 において国民所得の長期推計を行った主たる 目的は、今後の社会資本整備の方向性を考

察する上で最 も重要な前提条件の一つとなる社会資本整備のマクロ的な許容量 を求めるところに

あるのであるか ら、国民所得の長期推計に当っても、その前提条件 は実現可能性の高いもので あ

る必要がある。

加えて、仮に2030年 までに先進工業国で最 も外国人比率の高 い現在の ドイツと同一(9.0%、

2002年)の 外国人比率に引き上げるとした場合 においても、国民所得のピークが2013年 と5年

後ろ倒 しとなるだけで、その後はやは り継続的な縮小過程 を辿ると試算される。2013年 の国民所

得は399.8兆 円、2030年 では342.0兆 円と、2000年 に比べて、それぞれ8.0増 、7.6減 であ り、

今後の社会資本整備の方向性を考察する際のマ クロ経済的フ レームワー クを大きく変更するもの

30.こ こで比較のために、他のマクロ経済予測を示す。八代、日本経済研究センターについては、1995年 の国

勢調査に基づ く国立社会保障 ・人口問題研究所の中位推計が用いられており、かつ労働時間の短縮は前提と

されていない。ただ し八代のモデルでは、女性労働力率について、実質賃金率、保育所在所率を内生変数と

しているところに特徴がある。OECDの 推計は潜在成長率であり、過去における労働生産性と潜在成長率の

関係から2008ま でについて推計しているが、やは り労働時間の短縮は考慮されていない。

出 典:八 代 尚 弘:少 子 高 齢 化 の 経 済 学,1999、 日本 経 済 研 究 セ ンタ ー:21世 紀 ・日本 経 済,2001、

DECD: Economic Surveys Japan Volume. 2002, 2003



とはな り得ない。それだけ 日本人人口の減少高齢化の進展が著 しいのであり、外国人労働力の活

用によって も、それが過去における先進各国の例の範囲内にとどまる場合には、経済規模の継続

的な縮小 とい う日本経済の基本的方向は変 らないのである。

3.3.3 経済構造の変化

人口減少下 の経済においては、不安定な成長経路 、国民所得の縮小 に加え、経済構造 について

も質的変化が予想され る。まず企業の自己増殖体質は転機を迎える。 これ まで、企業は活発な設

備投資による生産設備の拡大によって増殖を続 けてきた。それ を可能 としたのは労働力と需要の

傾向的な増加である。しか し人口減少下の経済にあっては、生産設備の拡大は致命的な需給ギャッ

プに直面する危険がある。企業行動の基準は、売上高の拡大 による付加価値 「量」の最大化か ら、

雇用見通 しと需要見通 しに基づ く的確な設備投資計画によって遊休設備の最小化 を図 り、付加価

値 「率」を最大化するというところに移 らざるを得ない。

同時に自己増殖の必要性 も低下する。自己増殖 を必要 としたのは終身雇用 ・年功賃金制の維持

とスケールメリッ トの獲得 にあったが、人 口減少社会では終身雇用 ・年功賃金制は確実に崩壊す

る。またスケールメ リットが技術格差への対応策 として機能するためには、他国の技術進歩 に対

応 して企業規模を拡大 し続ける必要があるのだか ら、企業は少なくとも技術格差への対応手段 と

してのスケールメリッ トの向上は放棄せ ざるを得ない。

次に設備投資の縮小は所得分配構造を変化 させる可能性が高い。純投資が縮小 し、更 にマイナ

スとなることによって企業貯蓄の必要性はそれだけ低下する。それ に伴って賃金水準が上昇 し、あ

るいは配当性向が上昇する ことが考え られる。いずれ も家計への所得分配比率の上昇要因である。

その場合、仮に企業が賃金や配当を増加させず、自らの貯蓄水準 を維持 しようとした としても、そ

の場合には貯蓄超過か ら国民所得が縮小する一方、労働力の縮小傾向の下では賃金水準 には下方

硬直性が強 まると考え られるか ら、結果 として労働分配率が上昇 し、家計への所得分配比率は上

昇する。そ うしたメカニズムが存在することは、これまでも設備投資のGDP比 率 と労働分配率

の間に一定の逆相関関係が観測され ることか ら確認できるが、労働 力の縮小下では一層その傾向

が強まると考 えられるのである。実際の家計への所得分配率が どの程度 となるかは、労働市場、金

融市場の自由度や企業の海外投資の動向にもよるが、方向としては家計への分配比率は上昇す る

ものと考 えられる。

設備投資の縮小と家計への分配比率の上昇は需要構造の変化 となって、産業構造 を確実 に変化

させる。投資財産業の縮小 と消費財産業の拡大である。加えて余暇時間の増加 と非就労人口比率

の増加は、消費行動 と消費財産業を一層多様化すると考え られる。

需要構造の変化は、これまでの投資財産業 を頂点としたピラミッ ド型の産業構造 をも変質させ

る。投資財産業及びその関連産業か ら生み出された所得が消費財産業 を支えるといった要素は縮



小 し、消費財産業 自身か ら生み出された所得が消費財産業 を支える という要素が強 くなる。消費

財産業は投資財産業 を頂点 とするピラミッ ドの外 に並列的 に存在す ることとな り、かつその部分

の経済に占める比率が拡大するのであるか ら、例えば投資財産業の動向が、産業全体の動向を左

右する といった傾向は弱まるものと考え られる。



3.4 社会資本整備への資源配分の許容量

家計は自らの消費行動 によって消費効用 を得るほか、租税負担 によって財政効用 を得る。 財政

効用は社会資本がもた らす効用 と狭義の行政サー ビスがもたらす効用か ら成る。経済及び政府の

存在理 由は家計が受け取 る効用の増進に求め られるが、これまでは持続的な経済成長によって消

費効用が継続的に増大 し、かつ社会資本整備を含む財政支出も、企業設備投資を圧迫することな

く拡大 し得た ことか ら、家計の受 け取 る効用は確実 に増進 されてきた。

しかし人口減少高齢社会にあっては、一人当 り国民所得は最大の場合でも横這いにとどまるの

であるか ら、基本的には家計の消費効用 は増加 しない。社会資本整備 を含 めた財政効用の向上の

みが、家計の受け取る効用を増進する手段 となるが、労働力の縮小の下では、公共投資の拡大が

適正な生産資本ス トックの形成 を妨げ、それによって国民所得の最大化 を実現 し得なかった場合

には、家計の消費効用が縮小するのである。 したがって、今後の社会資本整備にあっては、全体

としての社会資本整備への資源配分つまりは国民経済に対する大きさが極めて重要な意味を持つ。

3.4.1 国民所得最大化の視点か らの社会資本整備の最適性

そ こで、今後の労働力条件の下で国民所得を最大化 しようとする場合 には、社会資本整備 をど

の程度の規模 にとどめなければな らないか という、いわば社会資本整備への資源配分の許容限度

について推計する。所与の技術水準において国民所得が最大 となるのは完全雇用の場合であるか

ら、それは完全雇用 を実現す るために必要 となる生産資本ス トックの形成を阻害 しない公共投資

水準であるとも言える。

人口の減少高齢化は貯蓄率を低下 させる。 ここで言 う貯蓄率とは、家計貯蓄、企業貯蓄、政府

貯蓄 を合計 した 「国民貯蓄率」である。非就業人口比率の上昇は、家計全体 としての貯蓄余力を

縮小し、家計貯蓄率を低下させる可能性が高い。設備投資の縮小は企業貯蓄の必要性を低下 させ

るか ら、賃金水準、配 当性向が上昇す る可能性がある。賃金水準、配当性向の上昇は企業か ら家

計への所得移転であ り、その場合 は国民貯蓄率は確実に低下する。家計は消費をするが、企業は

消費をしないか らである。

一方、設備投資、住宅投資、公共投資及び輸出入の差額である海外純投資の合計すなわち総投

資は、国民貯蓄と恒等関係にある。したがって国民貯蓄率の低下 は、国民所得 に対する総投資の

比率 を低下させる。なお ここでの貯蓄率とは国民所得 に対す る貯蓄の比率であるから、総投資 も

粗投資ではな く、資本減耗分を控除 した純投資である。前述のように企業純投資は今後急速 に縮

小 し、やがてマイナス となるのであるか ら、総投資に占める公共投資の比率は上昇すると思われ

るが、公共投資自体の規模が どうなるかは、総投資の国民所得に対する比率つ まりは国民貯蓄率

の動向に依存する。



国民貯蓄率sは 次の函数によって推計する。高齢化率aは 家計貯蓄率の決定要因である。労働

分配率1の 上昇は国民貯蓄率を低下 させる。国民所得 に対する課税比率tの 上昇 は、財政支 出に

占める消費の比率が民間支出に占める消費の比率よ り小さいことか ら、国民貯蓄率の上昇要因 と

な る。

日本の労働分配率は他の先進工業国に比べて低 く、それは 日本経済における投資比率の高さに

負 うところが大きい。 したが って今後はかな り上昇するもの と思われるが、不確定要素が多いこ

とか ら、ここでは1975年 以降の傾向値 を外挿す る。また課税比率 について も同様 とするが、その

場合の2030年 の労働分配率、課税比率は、2000年 がそれぞれ87.2%、23.4%で あるのに対 し、

91.8%、30.7%と なる。

結果 は、今後の国民貯蓄率は急速 に低下 し、2000年 の15.6%か ら、2010年11.8%、2020年

7.3%、 そ して2030年 には3.9%に まで低下する。1990年 代の他の先進工業国における貯蓄率は、

ドイツ9.1%、 フランス8.3%、 アメリカ5.4%、 イギ リス3.7%で あったのだか ら、かな りの

低水準である。(31)

一方、完全雇用 に必要な資本ス トックとは、前記(p.42)の 稼働可能な生産資本ス トックであ

る。 したがってそ こか ら導かれる企業純投資をまず国民貯蓄か ら控除 し、更 に住宅純投資、海外

純投資を控除 した残余が、国民所得を最大化 しよ うとする場合の公共投資つ まり社会資本整備へ

の資源配分の許容量 となる。ただ し今後の住宅純投資および海外純投資についても、や はり不確

定要素が多い。したが ってそれ らについて も1975年 以降の傾向が今後とも持続す るとした。

推計結果を第15図 に示 したが、企業純投資が縮小 し、やがてマイナスとなるものの、貯蓄率の

低下が著 しいことか ら、図のように純公共投資の国民所得に対す る比率は大 きく低下 して、2002

年の6.3%か ら2030年 には4.1%と なる。金額ベースでは24.2兆 円か ら12.7兆 円と47.4%の 縮

小である。(32)労働力の縮小のなかで、国民所得水準を最大可能な水準に維持 しようとす るのであ

31.統 計上の制約から、各国の貯蓄率は市場価格表示の国民所得に対する貯蓄率である。その場合の日本の貯

蓄率は90年 代の平均で17.5%、2000年 は14.1%と 、ここで用いた要素費用表示の国民所得における貯蓄率

よ りも低くなる。

32.公 共投資の国民所得に対する比率は貯蓄率の3.9%を 上回る。これは企業純投資が-1.6%と なり、住宅純

投資0.8%、 海外純投資0.6%が 企業純投資のマイナスによって賄われ、なお余剰が生ずるためである。国民

経済計算では、資本ストック水準を維持するための更新投資に費消される資金は貯蓄とみなさず、資本減耗

として処理していることか ら、人口減少経済においては企業は恒常的な貯蓄主体 となる。

なお、純公共投資の縮小は政府貯蓄の縮小要因となることから、その場合は国民貯蓄率自体が変動するこ

とも考えられる。従ってここに示 した推計はあくまでおおよそ 目処であるが、社会資本整備の長期的かつ基

本的な方向の検討においては、有益な判断材料の一つになると考えられる。



第15図 国民所得最大化の場合の
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データ:

経済企画庁 国民経済計算平成

13年 版

れば、今後約30年 間で公共投資を半減 させねばな らないのである。実質金額ベースでは1976～

77年 、国民所得に対する比率では1961～62年 の水準である(計 数はAppendix 2参 照)。

勿論、公共投資をこの推計以上に拡大す ることが不可能 とい う訳ではない。具体的には公債発

行によって企業の設備投資 をクラウ ドアウ トす るか、増税によって政府貯蓄 を増加させ、あるい

は増税によらな くとも、狭義の行政サー ビスを縮小 して政府貯蓄を増加 させれば、公共投資を拡

大す ることはできる。ただ し、いずれの場合も国民所得の最大化は達成 されない。

法人税の増税は公債発行による場合 と同様のクラウ ドアウ ト効果 を持つほか、企業が投資資金

を確保 しようとして賃金水準を引き下げた場合 も、家計貯蓄の縮小か ら金利水準が上昇 し、結果

として企業純投資は縮小する。所得税増税は直接的に家計貯蓄 を縮小させ るが、狭義の行政サー

ビスの縮小 も、家計消費を増加させる可能性があるか ら、やはり家計貯蓄は縮小す る。(33)行政

サー ビスは、それによって家計は自らの消費 を節約できるという、家計消費の代替的な性格を持っ

ているか らである。

3.4.2 財政収支の視点か らの社会資本整備

社会資本整備を第15図 の許容量 に抑制するとした場合、財政収支はどうなるか。それを一定の

仮定のもとに推計 したのが第16図 である。ただ しここでの財政収支は国民経済計算ベースである

33.こ こでの増税は公共投資の拡大のための増税であるから、増税によって家計貯蓄、企業貯蓄が縮小しても、

増税分は政府貯蓄とな り、国民貯蓄が縮小することはない。所得税増税の場合や、法人税増税でも、それに

よって賃金水準の引下げが行われた場合は、消費圧力か ら民間貯蓄の縮小幅は政府貯蓄の増加幅を下回る可

能性が高いから、国民貯蓄はむしろ増加する。



か ら、国 と地方の純計である。近年では財務省、旧自治省の政府財政部局は財政収支見通 しを公

表 していない。したが って、各財政支出についての積み上げ計算 は困難である ことか ら、国民経

済計算における政府部門所得支出勘定の概念において推計す ることとしたものである。

まず、財政収入については前出の課税比率 を用 いる。第16図 の財政負担の国民所得比がそれで

あるが、 これまでの財政負担の増加傾向を前提 とすれば、かな りの負担増 となる。 もっとも現時

点(2003年 当初予算)で は法人の負担割合がかな り低下 している ことを考慮すれ ば、現在 との対

比でみた家計の負担増は幾分緩和 されるもの と考え られる。

第16図 財政収支の見通 し
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+財 産所得のうち利子支払額
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次に財政支出であるが、社会資本整備にかかる財政支出は前記の許容量 とし、その他の財政支

出いわゆる狭義の行政サービス支出についてはバブル経済後の1993年 以降の国民一人当り支出額

の増加傾向が今後 も持続するとして、それ らの合計たる財政支出総額を求めた(公 債費に相当す

る政府財産所得支払の うち利子支払額は、その長期政府債務残高 に対する比率を2001年 以降一定

として算 出)。 財政支出の国民所得比がそれで ある。第16図 か ら明 らかなよ うに、財政赤字の国

民所得比は、社会資本整備の大幅な縮減にもかかわ らず、全 く縮小 しない。実は国民一人当 りの

狭義の行政サー ビス支出は、バブル経済崩壊後、地方財政 も含めて大幅 に拡大 したのであって、そ

れには公共事業費の拡大 とのバ ランスを要求す る非公共事業の政府各部局か らの圧力が大 きく作

用 していることもあり、放漫財政のそ しりを免れないものである。

そ こで、2004年 以降は一人当 りの狭義 の行政サー ビス支出を一定 とし、1993～2001年 の平均

値を基準 として算出 した ところ、図の点線 のラインが得 られた(2004年 以降5年 間で、基準値ま

で縮減す ると想定)。今後の人口高齢化 に伴う行政サービス支出の増加要因を考慮すれば、それは

概ね下限 に近 いと思われるが、その場合は、2015年 以降、想定 した財政負担の国民所得比を下回

る。今後の財政支出について、第16図 の実線 と点線 の間の どの当た りの水準 を適切 と考えるかは、



行政サー ビスの内容 とも関係することか ら一義的には求め られないが、狭義の行政サー ビス支出

の縮減合理化によって財政収支の均衡は十分に可能であ り、同時に第16図 の社会資本整備許容量

は財政収支の視点か らも適切な規模であることが確認された く計数はAppendix 3参 照)。

しかしその場合は、狭義の行政サー ビス支 出もまたかな り大幅な縮小となる。社会資本整備と

狭義の行政サー ビスの 目的は、いずれ も国民生活水準の向上にあるのだか ら、適切な役割分担に

おいて最大の財政効用が得 られるような一体 とした財政運営が必要になると考 えられるが、その

点については第5章 で取 り扱 う。

第17図 年金収支の見通し

給付総額:家 計所得支出勘定に

おける社会保障給付

負担総額:同 社会保障負担

負担率=社 会保障負担/

(雇用者所得のうち賃金+

家計営業余剰の内賃金相当分

[企業の労働分配率で按分])
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あわせて年金収支につ いても推計を示す。(34)第17図 は、2001年 の一人当り年金給付額(実 質

値)を 今後 とも維持す るとした場合の年金給付総額 と年金負担率 を一定とした場合の年金負担総

額 を人口推計(藤 正[2002]、p.38)お よび国民所得推計(p.43)に 基づき推計 したものである。

収支は大幅 に悪化 し、2001年 以降の累積赤字の総額は1,170兆 円と、制度 として全 く持続不可能

な事態 に陥る。仮に この収支差 を負担率の上昇によって補填しようとすれば、賃金収入に対する

負担率は2001年 の15.0%か ら34,0%に まで上昇す る。第16図 における税負担率との合計では、

34.年 金収支については、2002年5月 に厚生労働省から、新人口推計に基づく年金収支試算が出されている。

しかしそれは前述のように基礎となる人口推計に問題があること、2.0%の 経済成長率が今後とも持続する

とするなど、かなり恣意性が強いものである。ちなみに、推計値は以下の通 りである。

(単位%、 円 国庫負担割合を現行(1/3)通 りとした場合)



2001年 の38.4%か ら64.7%へ の上昇であ り、到底、社会全体 としての合意が成立するとは考え

られない負担率 となる(計 数はAppendix 3参 照)。(35)

近代は平等化の歴史であ り、普通選挙に始 ま り、女性参政権 を経て、第2次 大戦後 は福祉国家

主義によって、貧困階層に対する社会的扶助、高齢者に対す る年金制度 と、その平等化の範囲は

急速に拡大 した。そ して年金制度は究極の平等化であったと言える。そ こでは働かない人もまた

社会によって扶養 されるのである。しか し年金制度、特に賦課方式による年金制度の持続可能性

は労働 力率に依存する。そ して年金の存在理由は、経済成長の成果 は高齢者に対 しても分配 され

るべきであるとす るところにある。成長の成果は賃金の上昇によって分配 されるから、年金制度

がなければ、働かない高齢者はその分配に与れないのである。

しか し人口減少高齢社会 においては、そ うした存立基盤、存在理 由のいずれ もが消滅する。特

に2030年 には高齢化率が32.5%(36)に も達す る超高齢社会の 日本にお いては、年金制度で高齢

者を 「扶養する」 とい う社会システムは、もはや成立 し得な いことは明 らかである。基本的には

高齢者の自助努力の拡大に期待す るほかはないと思われるが、狭義の行政サー ビスあるいは社会

資本整備 にお いて、そ うした自助努 力に対 して如何なるサポー トが可能であるのか、それ もまた

今後の社会資本整備を含む行財政政策の方向を考察する上での前提条件 となるべきものである。そ

の点について も第5章 で取 り扱 う。

35.厚 生労働省の推計における厚生年金負担率は総報酬月額に対するものであるが、ここでの試算における負

担率は厚生年金と国民年金を合算 した国民の平均負担率であり、かつ国民経済計算上の賃金及び家計営業余

剰のうち賃金相当分の合計に対する負担率である。

36.藤 正[2002]、 藤正は高齢化率28%以 上の社会を 「超高齢社会」としている。



第4章 地域経済の視点からの社会資本整備の前提条件

4.1 本章の 目的、背景および構成

1960年 代後半以降の社会資本整備において、地方地域の経済 ・社会の活性化は重要な政策課題

であ り、数次 にわたる全国総合開発計画において も 「国土の均衡ある発展」は常 に主要なテーマ

の一つであった。その背景には人 口および産業の大都市圏への強い集中傾向があ り、したがって

政策努力および政策手法は、いかにして大都市圏か ら生み出される富を地方地域 に均霑するかと

いうところに向けられた。

しかし将来人口の推計では、人 口の高齢化 は地域において一様ではな く、大都市圏ほど高齢化

の進展は著 しい。そ して経済成長の要素の一つは 「労働力の質」にあるとすれば、人口の高齢化

は生産力および所得の地域分布 を変化させる可能性が高い。それは今後の地域整備、都市整備の

あ り方やネッ トワークとしての社会資本のあ り方 に大 きな影響 を与えることになる。加えて所得

分布の変化は、財政収入の地域分布の変化を通 じて、社会資本にかか る意志決定システムにも影

響を及 ぼす ことになる。 したがって地域経済の動向は、今後 の社会資本整備の方向性についての

重要な前提条件の一つである。

そうした視点か ら、本章では人口の減少高齢化が地域経済に及 ぼす影響について考察す る。労

働力の高齢化速度の違 いが地域の生産力格差 を縮小す るというのが主要な論点である。地域経済

については、個々の地域についての経済予測、あるいは特定の用途のための空間モデルは数多 く

存在するものの、全地域を網羅 した地域経済マクロモデルは、経済企画庁経済研究所[1967]以

外 には見当た らない。巨大な計量モデル による研究であったが、しか しその後は更新されていな

い。

本章において構築するモデルは、均衡 マクロモデルの手法をとらず、人口要因のみをパ ラメー

タとして、国民所得をそのパラメータによって各地域に配分するというものであるが、人 口の減

少高齢化 による地域経済の方向を探る上で、一つの有力な材料にな り得るものと考え られる。

4.2で は、労働力と労働生産性の関係についての考察を行 った上で、藤正[2002]の 人口推

計を基礎 として、都道府県 レベルの年齢階級別労働力構造を推計す る。4.3で 各地域の経済推

計を行 うが、クロスセクションモデルである こと、お よび労働力構造の変化に伴 う産業の移動と

いう中長期的な変化 を前提 とすることか ら、時系列ではなく、1時 点(2030年)に おける推計と

なる。そ して4.3に おいて、その推計結果を用いて、今後の社会資本整備の前提条件の一つと

なる各地域の財政収支の方向について概観する。



4.2 地域経済 における労働力構造の変化 と産業の分散傾向の発生

ソローはその成長理論[1970]に おいて、労働者一人当り産出量の増加率は労働の効率性(effi-

ciency of labor)に のみ依存 し、労働の効率性 は労働増大的(labor augmenting)技 術進歩お

よび労働者の健康、教育、訓練、知識などのいわば 「労働力の質」によって決定 されるとしたが、

高度な発展段階に達 した先進国経済においては、後者の労働力の質は既 に最高度に満たされてい

ると考え られた ことか ら、一般的には、労働者一人当 り産出の増加率すなわち労働生産性上昇率

は技術進歩率にのみ依存すると理解 されてきた(例 えば、マ ンキュー[1997])。(37)

しかし人口の高齢化はその労働の質を変化 させ る。加齢によって体 力は明 らかに低下す る。そ

して高度に機械化された生産過程 にあっては、労働者には 「体 力」が要求される。そ の体力には、

作業の迅速さ、正確 さといった肉体的な体力に加えて、生産設備 に関す る技術進歩 に応 じた知識、

技能の習熟の速度 といった頭脳的な体力 も含 まれる。人口の高齢化による労働 力の高齢化は、生

産過程に投入され る全体 としての 「体力」の低下を通 じて、労働の効率性にとっての低下要因 と

な り得 るのである。

ここで高齢化の基準 となる高齢労働者とは55歳 以上の労働者 とする。その根拠は、現在の民間

企業においては55歳 が一般的な退職年齢 とな りつつあること、および労働者 に占める年齢階層別

の労働者の比率 と労働生産性 との相関を地域別にみたところ、20～54歳 の労働者の比率 との相関

度が最 も高かった ことにある。後者については、地域の生産性には生産性の高い製造業や第三次

産業業のうち生産性の高い産業分野の当該地域の全産業に占める比率の高低が大き く関係するが、

そ うした産業は比較的若い労働 力を必要 とす るという事情によるもの と考えられ る。つまりは労

働生産性の高い産業分野は 「体 力」のある労働者 を必要とするのである。

日本経済における労働力の高齢化率は、労働力推計(p.39第1表)に おいて示 した ように、2000

年の23.4%か ら2030年 には32.1%に 上昇す る。ただ しそれ によって日本経済 としての労働生産

性が どの程度低下するかについては、一義的には求め られな い。労働力の高齢化に対 して企業が

如何なる対応行動 をとるかに依存するか らであ り、したがって国民所得の推計においては、そ う

した要素は考慮 しなかった。その意味では、推計値はやや高めであるとも言える。

では労働力の高齢化 に対 して企業は如何なる行動 をとるだろうか。一つ は 「体 力」の低下を補

うための技術開発行動である。機械化 ・自動化の促進やイ ンターフェイスの改良等がそれに当る。

いま一つは、よ り体 力のある労働者の獲得で ある。技術開発や追加投資 に要するコス トを考慮す

れば、まずは後者の行動が活発化する と思われるが、その結果、体力のある労働者の獲得競争が

激化す るとともに、比較的若 い労働力構造 にある地域への生産拠点の移動 といった動きも、同時

に盛んになると考え られる。なぜな ら高齢労働者比率の上昇速度は地域 によって大きく異なるか

37.開 発途上の経済における労働の質が及ぼす効果についてはバロー[1997]が ある。



らであ り、例えば、現在その比率が最 も低い東京湾岸地域では全国平均 を大きく上回る速度で高

齢化が進行する。この場合、人 口構造の若 い海外諸国への工場進出 というケース も考えられるが、

教育水準の問題等もあ り、移転 コス トに見合 う労働効率の上昇が得 られる とは限 らない。海外進

出については、基本的 には賃金格差 との関係で捉えるべきであ り、本論文 の目的は人 口高齢化 に

よる日本経済への影響 を考察す ることにあるか ら、その点は捨象す ることとする。

高齢労働者比率の上昇速度に格差が生じる最大の要因は、各地域の現時点における年齢別労働

力構造 にある。現時点では若年労働者は大都市圏に集中 しているが、それ は今後大都市圏におい

て高齢労働者比率が急速に上昇することを意味する。集中 した若年労働者はおよそ30年 後 には大

量の高齢労働者層 を形成す る一方、少子化 によって新たな若年労働者は顕著な縮小傾向にあるか

らである。他方、現在高齢労働者比率の高 い地方地域では、そ うした高齢労働者が引退または死

亡することによって、年齢別労働力構造は比較的平坦な姿 となる。

もちろん各地域の将来の労働力構造には労働力の地域間移動が関係する。しか し労働力の地域

間移動は1975年 以前に比べれば遥かに小規模なものとなっていること、及び労働 力移動の大半を

占める20歳 代か ら30歳 代前半の年齢階層の 日本全体の人 口自体が今後急速に減少することから、

労働力の地域間移動が将来の労働力構造に及ぼす効果 は、現在のその地域の労働力構造が将来の

労働力構造に及ぼす効果 に比べてかな り小さなもの となる。

第18図 各地域における20～54歳 就業者の全就業者に占める比率の実積と予測

各地域の性別、年齢階級別就業率は、現時点における各地域の就業率に全国平均の変化率を外挿

データ:総 務省統計局 平成12年 国勢調査報告、藤正[2002]、 就業率は筆者推計



第18図 は、労働力構造の変化 を、全労働者 に占める比較的若い労働者(20～54歳)の 比率で

みたものである。通常、地域別の将来人口につ いては、直近5年 間における地域間の人 口移動状

況(こ こでは1995年 か ら2000年 の間の人口移動)が 今後 とも持続する ことを前提 とした 「推計

人 口」が用い られる。経済構造に大きな変化がない場合 はそれな りの合理性があるが、前述 した

よ うに、今後は企業設備投資の縮小による投資財産業の縮小といった、かつてない変化が予想さ

れる。また後述す るように産業の地域別分布 も変化するとすれば、それがまた地域間の人口移動

に影響を及ぼす。 したがって将来人口については、地域間人口移動がなかった とした場合の 「封

鎖人 口」も併せて用いる こととし、図にはそれぞれの人 口推計に基づ く労働力構造の中間値を表

示した。推計人口と封鎖人 口はいずれも極端なケースであるか ら、中間値 をもっておおよその目

処 とす るのである。

図か ら現時点で人口構造が若 く、したがって労働力構造 も若 い大都市地域で労働力の高齢化の

進展が著 しく、現時点で高齢化 した労働力を持つ地域では、今後の労働力の高齢化が小幅なもの

にとどまっている ことが分かる(両 曲線の乖離が大きいほど、高齢化 の進展が著 しい。なお推計

人 口において も、基本的 にはこの関係は変わ らない)。ちなみに労働力の高齢化幅が最 も大きいの

は東京都であり、20～54歳 労働者の比率は74.7%か ら63.1%へ と11.6%も 低下 して、全国で最

も高齢化 した労働力を持つ地域 となる。次いで低下幅が大きいのは神奈川、千葉、埼玉、石川、愛

知、栃木、茨城県、大阪府の順であ り、概 して現時点では労働力構造の若 い大都市圏である。逆

に低下幅が最 も小 さいのは、現時点で最も高齢化 した労働力を持つ島根県であ り、次いで山形、高

知、秋 田、鹿児島、岩手、熊本、鳥取県 と労働力の高齢化 した地方地域が続 く(計 数は、Appendix 

4参 照)。

そうした労働力構造における変化の相違は、各地域の産業構造 と労働生産性を確実 に変化させ

ると考え られる。前述 のよ うに、生産性の高い製造業や第三次産業の うち生産性の高 い産業分野

は、「体力」のある比較的若い労働者を必要 とす る。したがって労働力構造が若い地域においては、

その地域 の産業に占める労働生産性の高い産業のウェイ トが上昇す る可能性が高い。プロセスと

しては、労働生産性の高い三大都市圏の産業の移動、あるいは新たな産業分野 の企業立地であ り、

つま りは労働力の質 を求める資本の移動がそれ らの地域の産業構造 を変化 させ、生産性を向上 さ

せるのである。

一方、労働力の高齢化の進展が著 しい地域 にあっては、高度に機械化 された生産性の高い生産

過程は縮小せ ざるを得ない。例えば東京都では、20～54歳 の就業者数は2000年 の460.3万 人か

ら、封鎖人 口の場合で287.4万 人(37.6%減)、 推計人 口の場合でも399.3万 人(13.2%減)に

減少する(Appendix 4参 照)。 第3章 で行 った国民所得推計(p.43)で は、2030年 の実質国

民所得は2000年 に比べて15.0%の 減少であるか ら、比較的若い労働力が これを上回って減少す

る場合には、生産性の高い産業分野は生産拠点 の 一部を、より労働力構造の若い地域へ移動せざ

るを得ない。労働力の高齢化が著 しい地域では、生産性の高い産業のウェイ トが低下 して、労働



者一人当りの生産額 は縮小する可能性が高いのである。

したがって人口の減少高齢化による労働力構造の変化は、地域別の産業分布 をこれまでの局集

中傾向か ら地域分散傾向へ と変化 させる と考えられるが、産業の地域分散は、前述 した需要構造

の変化 によっても引き起 こされる。設備投資の縮小による消費の拡大 は、地方地域 の市場を相対

的に大き くする。現在、三大都市圏湾岸地域における市場の大きさ、つま り一人当り県民所得が

その他の地域 に比べて遥かに大きいのは、そ こに投資財産業が集 中しているか らであ り、全国の

投資財需要が三大都市圏湾岸地域に集中す るか らである。(38)

その結果、1950～60年 代においては、就業機会を求めて労働力の移動が発生 し、地方地域で

は就業率が低下 して、一人当 り県民所得の格差が拡大 した ことは前述 した(p.15)。 しか しその

格差は1970年 代以降、縮小に向かう。基礎素材、大規模装置型産業に対す る需要が縮小して加工

組立型産業、精密機器製造業等に対す る需要が拡大するという需要構造 の変化 によって、生産拠

点が湾岸地域か ら近傍内陸地域に向かって拡散したためであ り、群馬、栃木、茨城、滋賀、奈良

県等の地域の一人当 り所得水準は格段 に向上 した。つまり需要構造の変化 がそれ らの地域の市場

を相対的 に大 きな ものとしたのである。そ して拡大 した市場に向かって、消費財産業がそれ らの

地域に流入したために、市場はさらに拡大 した。近年では、近傍内陸地域 の成長率は湾岸地域を

大 きく上回っている。

しか し今後予想 され る消費需要の拡大は、三大都市圏の近傍内陸地域 を超えて、更に産業を分

散 させ る可能性が高い。なぜな ら、各地域の消費需要の大きさは人 口の大きさに概ね比例するか

らである。その消費需要が拡大して、人口分布 とは大き く分布状況が乖離 している投資財需要が

縮小す るのであるか ら、市場の大きさの地域格差は縮小す る。つまり地方地域の市場は相対的に

大き くなるのである。 しか も消費財産業は概 して市場に近いところに立地 される傾向がある。な

かでも消費の拡大によって需要が拡大すると考えられるサービス産業の多 くは市場内に立地す る

必要が ある。そ うした需要面からの資本の移動動機に加え、前記の労働力の質 による移動動機に

よって、産業の分散は一層広汎かつ確実な ものになると考え られる。

それは更に地方地域め市場を相対的に大きなもの とし、それがまた産業の移動 を促進する。こ

れまでは、いわば産業のあるところに労働者が移動 した。しかしそれは設備投資比率の高さや地

理的要因に負 うところが大きい。加えて大都市圏では比較的若い労働者が大き く減少する。地方

地域の産業の吸引力に加え、大都市圏には放出圧力が生まれるのである。人口減少高齢社会にお

いては、逆に労働力のあるところに産業が移動するという傾向に変化するものと考え られる。

38.一 人当り県民所得で測った市場の大きさは、以下の通 りである(単 位 千円)。



4.3 地域 別労働生産性の推計

4.2の 考 え方に基づき2030年 における各地域の県民所得を推計す る。ただ し、地域経済はそ

れぞれ他の地域 との密接な経済関係 によって成 り立っていることか ら、各地域の経済を個々別々

にマクロモデルによって予測 しよ うとすれば、一定の経済関係 を想定せねばな らず、その過程で

恣意性 を排除 し難い。そ こで国民所得の場合 と同様に、生産要素の賦存状況から各地域の生産水

準を求めることとした。

推計では、国民所得が各地域 の労働力構造に応 じて配分される。即 ち、県民所得水準は各々の

地域 における労働力構造によってのみ決定され るのであり、そ こでは労働力の賦存状況に応 じて、

資本つま りは産業 ・企業が地域間を移動する ことが前提 とな って いる。ただ し資本の移動 にはか

な りの期間を要す る。推計期間 を2030年 という一時点としたのは、そのためである。

労働力構造 と県民所得の関係はクロスセ クション分析によって求める。被説明変数は各地域の

就業者一人当 り県 民所得で測った労働生産性[P]で あり、説明変数 は全就業者 に占める20～54歳

の就業者の比率[a]、 当該20～54歳 就業者 に占める男性就業者の比率[m]、 および人 口密度[d]

である。

男性就業者の比率は、一人当 り生産性に大き く関係する専業就業者比率の代理変数であ り、人

口密度は、その地域の生産性を決定す る主要な要因である産業の集積度の代理変数である。つま

り人 口要因のみで労働生産性を決定す るモデル とすることで、人 口の減少高齢化 という環境変化

が県民所得水準に及ぼす影響を計測 しよ うというのが、この推計の 目的である。

それぞれのデー タについては全国平均からの乖離率(20～54歳 就業者比率 と男性就業者比率は

乖離幅)を 用いたが、単一の回帰方程式では有意な相関が得 られないことか ら、北海道 ・東北 ・関

東 ・九州地方及び新潟 ・山梨県の第1ブ ロックと東海 ・北陸 ・近畿 ・中国 ・四国地方及び長野県

の第2ブ ロックに分 けて導出することとし、各データを標準化することで接続を図ることとした。

その場合、クロスセ クション分析の時点をいつにす るか という問題がある。まず 日本の経済構

造は、石油ショックを契機として1970年 代の半ば頃に大きく変化 したので あるか ら、分析の対象

時点はそれ以降である必要がある。次に、分析に必要な詳細な人 口、就業状況 に関するデータは

国勢調査に依 らざるを得ないことか ら、対象時点は5年 毎 となるが、1985年 と1990年 について

はバブル経済の影 響が強いことか ら、長期予測の前提 とするには問題が ある。従 って ここでは石

油ショックとバブル経済崩壊の影響が一巡 した後 の1980年 と1995年 についてクロスセクション

分析を行 い、その変化方向をもとに推計に必要な2030年 の労働生産性函数 を導出す ることとし

た。なお2000年 については、県民所得統計の新SNAへ の移行によ り、1980年 の計数とは連続性

がないことか ら採 用しなかった。

分析に用いたデータを第2表 に示す。Appendix4,5,6か ら得 られる各地域の計数の全国平

均か らの乖離 を標準偏差で除した数値であ り、そ こか ら得 られた1980年 及び1995年 における労



働生産性函数は以下の通 りである。なお三大都市圏については、労働力の分布状況 と生産物の分

布状況が大きく乖離 して いることか ら、東京都、埼玉、千葉、神奈川県を合計 して東京圏、愛知、

三重、岐阜県 を合計 して中京圏、大阪府、兵庫県 を合計 して阪神圏として処理 した。

1980年 第1ブ ロ ック

1980年 第2ブ ロ ック

1995年 第1ブ ロッ ク

1995年 第2ブ ロ ック

第2表 各地域の被説明変数と説明変数(標 準化後、原数値についてはAppendix4,5,6参 照)



これ らの函数における係数 の対数近似値を外挿 して求めた2030年 の労働生産性函数は以下の通

りであ り、前記の国民所得の推計値 をもとに各地域の労働生産性を算出 した。推計結果 は第3表

の通 りである。

第1ブ ロ ック

第2ブ ロック

第3表 2030年 における各地域の労働生産性

全国平均からの乖離率、原数値についてはAppendix4,5,6参 照

推計 に基づ く各地域の労働生産性の変化 を第19図 に示 した。なお沖縄県 については、産業構造

が本土 と大き く異なっていることか ら、クロスセ クシ ョン分析の対象とせず、比較的類似 した第



第19図 各地域の労働生産性の変化率(1995→2030年)

労働生産性は就業者一人当り県民所得

データ:経 済企画庁 国民経済計算平成13年 版、(実数値はAppendix6参 照)

1ブ ロックの労働生産性函数に外挿 して求めている。図において大都市圏と地方地域の差は際立っ

てお り、特に三大都市圏やその近傍地域では、封鎖 人口においても、推計人口においても、地域

としての労働生産性は大きく低下する。もちろん この推計は一般的な蓋然性の高さを競うもので

はない。現在の人口構造や今後予想される人 口移動 の状況の下では比較的若い労働力の比率の低

下が相対 的に大きいことから、そ うした労働力の不足によって産業が転出した場合には、地域 と

しての生産性 はここまで低下するというのが、この推計の持つ意味である。

これに対 して、大都市圏では必要とされるだけの労働力が今後 とも流入す るのではないかとの

反論が予想される。では例えば東京都 について、若年層の大幅な流入によって比較的若い労働者

の比率が現在 と同水準に維持されるとす る場合、どれ ほどの流入が必要となるかを計算す ると、現

在の流入傾向を前提とした2030年 の推計人口における20～54歳 労働者数399万 人に加え、さ

らに156万 人の流入が必要 となる。その場合の20～54歳 就業者における東京への集中度は15.1

%で あ り、過去の流入傾向及び9.8%と いう現時点(2000年)の 集中度か ら考えて、それほ どの

集中度はまずあ り得ない(Appendix4参 照)。 また前述 したように地方地域の市場が相対的に拡

大するという要素もある。産業が転出し、地域 としての労働生産性が低下する可能性 は高いとみ

なければならない。



一方、地方地域では労働生産性の顕著な上昇がみ られる。封鎖人口の場合はある意味で当然 と

しても、推計人口においても大幅な上昇がみ られることは、現在のような労働力移動 の下で も、将

来においては上位年齢階層の引退 によって、大都市圏との比較では労働 力構造が相対的に若年化

する こと示 している。労働力の地域間移動の労働力構造 に与える影響は限界的なものにとどまる

のである。現時点 で最も高齢化した労働力構造 を持つ島根県 をみると、そ うした傾向が典型的に

現れている。

この結果労働生産性の地域格差は縮小す る。1998年 にお ける標準偏差は9.67で あったが、2030

年には封鎖人 口の場合で3.55、 推計人口の場合でも7.25に 縮小する。封鎖 人口と推計人口はとも

に極端なケースであるか ら、各地域の所得水準は、実際にはその中間のいずれかの水準 に落ち着

くと思われる。人 口の減少高齢化は地域間の所得格差を是正する方向に作用するのである。

図において特徴的で あるのは、東北地方 と九州地方の相違であり、岩手、秋 田、山形県等では

推計人口における労働生産性が封鎖人口の場合に比べて微減にとどまっているが、九州地方 にお

いてはその間にかな りの格差がみ られる。それには、東北地方 については、景気低迷によって大

都市圏か らのUタ ーンが増加して いる現状が推計人口に反映されている一方、九州地方において

はそ うしたUタ ー ン傾向が少ないことが影響 している。しか し東北地方 についても、Uタ ーン現

象が景気動向による一時的なものであるとすると、それ らの地域における労働生産性上昇の可能

性はそれだけ少な くなる。地域経済 の側面だけか らいえば、東北地方 にお いては現在のUタ ー ン

傾向の定着が、九州地方においては労働力の流出抑制が今後 の政策課題 となる。地域によって対

応 のあ り方は異なるのである。

また近畿地方で は、滋賀県 と奈良、和歌山県で、封鎖人口の場合と推計人 口の場合の関係が逆

になっている。これは、1995～2000年 の時点で、滋賀県 において加工組立産業、精密機器製造

業 を中心 とした活発な企業立地が進行 し、阪神圏のみな らず奈良、和歌山県からも人口が流出 し

た状況が推計人口に反映されたためであ り、いわば特殊要因によるものである。 しか し封鎖人口

において、奈良、和歌山県で労働生産性がかな り上昇 していることについては、現在それ らの地

域の労働力が高齢化 していることの反映であ り、労働力構造の変化 に応 じて産業が移動す る場合

には、近畿地方 において、今後、産業分布に大きな変化が生 じることにな る。

39.2030年 の労働生産性函数は、前述のように1980年 と1995年 の労働生産性函数からを導出した。そう

した新たな手法を用いる場合には、過去のデータによって検証すべきところではあるが、データが五年毎で

あること、および日本の経済構造が1970年 代後半以降大きく変化 したという制約から、そうした検証は行

い得なかった。今後、93SNAに よる1979年 以前の計数との接続、および2005年 の国民経済計算が公表さ

れれば、検証が可能となることか ら、今後の研究課題としたい。



4.4各 地域 の財政収 支の動 向

この労働生産性上昇率か ら、非就業者 も含めた一人当 り県民所得の増減率 を算出した結果が第

20図 である。第19図 と比較すると三大都市圏で一層落ち込みが大きくな る一方、その他の地方地

域では、労働生産性の上昇 と同程度ないしはそれを上回って一人当 り県民所得が増加 している。人

口高齢化 の速度の相違がその要因であるが、その点 について、なかで も際立って落ち込みの大き

い東京圏 と封鎖人口、推計人口ともに一人当 り県民所得増加率が労働生産性上昇率 を上回ってい

る鹿児島県 との人口構造の相違を、第21図 で比較 してみる。東京圏では若年層の大量流入によっ

て図の左側に大きく、かつ急峻な山が形成 されて いるが、その山が30年 後には高齢人口に移行す

る。一方、鹿児島県ではそうした山は見 られず、また出生率の相対的な高さによって未成年人口

比率 も高 く、全体 としてフラッ トな人 口構造である。その結果、鹿児島県における人口高齢化の

速度は、推計人口において も9.8%(2000年22.6、2030年32.4%)で あ り、東京圏の13.8%

(2000年14.4、2030年28.2%)を 大きく下回る。加 えて少子化傾向によって、今後未成年人口

も減少することが、一人当り県民所得の増加率が労働生産性上昇率を上回る理由である。

また第19図 において、東京圏 と鹿児島県 とで労働生産性の変化 に大きな相違が生じた要因につ

いて も、図か ら明 らかで ある。東京圏では、 日本全体における若年人口の急速な縮小によ り、現

第20図 各地域の一人当り県民所得の変化率(1995→2030年)

データ:経 済企画庁 国民経済計算平成13年 版(実 数値はAppendix6参 照)



第21図 年齢別人口構造の変化

年齢階級別人 口の全人口に占める比率、2000年 は実績、2030年 は推計人口

データ:総 務省統計局 平成12年 国勢調査報告、藤正[2002]

在の流入傾向が続いたとしても、左側に形成され る山は図のように小さな ものにとどまるため、全

労働者に占める20～54歳 の労働者の比率の低下幅は極めて大 きくなる。東京 圏は人口移動の核

であるために、少子化の影響を極めて強 く受ける。一方、鹿児島県 はそうした人 口移動の一部を

形成 しているに過ぎな いことから、その影響 も少な いのである。

それ らの結果、東京圏における一人当り県民所得の水準は、推計人 口において第1位 の滋賀県

を下回 り、封鎖人 口では全国で12位 の水準に低落す る。阪神圏について も封鎖人口では25位 に、

推計人口でも13位 に低下する(2000年 では東京圏、中京圏に次いで第3位)。 一人当 り県民所得

はその地域の生活 水準についての一つの指標であるか ら、大都市圏やその近郊における生活水準

が高いとは必ず しも言えな くなるのである(Appendix6参 照)。

一人当 り県民所得の増減率か らは、今後のそ の地域における財政収支の動向 を把握する ことが

出来 る。県民所得 はそ の地域 における家計所得 と企業所得の合計で あるか ら、地域 としての租税

負担能力は県民所得の大 きさに比例する。一方、財政支出は基本的には人口に比例す る。従 って、

一人当り県民所得が低下する地域 にあっては、今後の財政収支は悪化する可能性が高 く、一方、一

人当 り県民所得が大き く上昇する地域では、財政収支の改善が見込 まれることになる。

この点 は、今後 の各地域 にお ける社会資本整備のあ り方 を考 える上で、重要な前提条件 となる。

奥野[1999]は 、1980年 代初頭以降の社会資本整備 にお ける大都市圏へのスイ ッチバ ックの要因

の一っを地方地域間の財政力格差 に求め、国の経費負担割合 の低下によって公共事業の遂行が困

難化する自治体が増加 した ことを指摘 しているが、人口の減少高齢化 はそ うした地域間の社会資

本整備余力の格差 を拡大するのである。



ただし社会資本整備が困難化す るのは地方地域ではなく、むしろ大都市圏である。第20図 にお

いて、推計人 口、封鎖人口ともに一人当 り県民所得水準が明確 にマイナス となるのは三大都市圏

と茨城、栃木、群馬、静岡県 、京都府であり、推計人口では北海道、富山、奈良、和歌山、広島、

愛媛県でマイナスが大き くなっている。特 に東京圏では、仮に現在のよ うな労働力の流入傾向が

続いた としても、県民一人当りの租税負担能力は大きく低下す るのであるか ら、一人当 りの財政

支出が同程度 に縮小 しない限り財政収支 は悪化す る。東京圏の一人当 り県民所得 は、封鎖人口の

場合で19.1%の 減少、推計人 口の場合でも14.6%の 減少であり、一方、1995年 対比の人口減少

率はそれぞれ12.6%、3.0%で あるか ら、財政収支 を1995年 よ り悪化させないためには、2030年

までに29.3～17.2%の 財政支出の削減が行われなければならない と計算 され る。加えて人 口高齢

化による狭義の行政サー ビス支出の拡大圧力は、高齢化の速度か らみて、全国で最 も大きくなる。

人 口減少社会 における社会資本整備の困難性は、東京圏において典型的に現れるのである。

そ うした事情は、程度の差はあれ他の大都市圏においても同様であ り、今後、財政構造の基本

的な見直 しが必要 とされるが、その場合、一方的な増税や歳出削減は事態をさらに悪化させるお

それがある。住民は財政負担 と財政か ら受け取る効用 とを比較 して居住地を決定する可能性があ

る(テ ィブー[1956]「 足 による投票」)と すると、税負担 に見合う公共サー ビスを提供できなけ

れ ば、納税者つまりは就業者の流出につなが り、それはさ らに財政収支 を悪化させる。前述のよ

うに就業機会の地域分散が進むとすれば、足 による投票という住民行動は現実味を帯びて くる。住

民の効用最大化が今後の財政構造の改革、社会資本整備における主要な課題 と考え られるが、そ

の点については第5章 で取 り扱う。


