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財政改革との関わり(2004～2009年） 
2004年 
RIETIのプロジェクトの 
成果を書籍としてとりまとめ・公表 

2006年 
与謝野経済財政担当大臣（当時）の補佐
室メンバーとして経済財政諮問会議をサ
ポート 

2007年 
自民党財革研で 
「霞ヶ関埋蔵金伝説」に言及 

「与謝野氏支える知恵袋―諮問会議、進む政治任用」
（人脈追跡）日本経済新聞 朝刊2006/03/20  
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財政改革との関わり（2015年） 
NIRAの有識者提言『社会保障改革しか道はない』を公表（土居委員とともに共同代表）、 

具体的な歳出削減策を提案 

「財政健全化どう進める―慶大教授

鶴光太郎氏、成長見通し楽観しすぎ、
消費税率１０％超も必要」（創論）日
本経済新聞 朝刊 2015/06/07  
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2017/01/16 日本経済新聞 朝刊 
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財政規律弱体化の流れ 
• 2度の消費税率引き上げの延期決定 
• 軽減税率の議論 
• 総理の施政方針演説からの2020年度PB黒字

化目標の「消滅」 
• 「シムズ理論」への言及 
↓ 
• かなり危機的な状況 
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「意図せざる暗黙的な財政規律緩和」 
• 異次元の量的緩和金融政策、マイナス金利 
↓ 
• 日銀の「とてつもない」国債の買い入れ 
• 長期金利のゼロ近傍への低下 
↓ 
• 突発的な金利高騰への懸念→現実味は薄れ、

「オオカミ少年」のレッテル 
• 債務残高GDP比率がPB黒字化を待たずに着

実に低下→PB黒字化必要性への疑問の声も 
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2006年当時の議論との比較 
• 「上げ潮派」 

– 債務残高ＧＤＰ比率低下へのコミット× 
– PB黒字化へのコミット○ 
– 理由：金利＞成長率であれば、債務残高ＧＤＰ比率低下のためにPBの一定の黒字幅確保が

必要→増税必要 
– 上記を正当化するために、「金利≒成長率」を主張 

 
• 「財政タカ派」(“Fiscal Hawks”) 

– 債務残高ＧＤＰ比率低下へのコミット○ 
– PB黒字化はもちろんコミットするが債務残高ＧＤＰ比率低下に向けてのあくまで「一里塚」 
– 金融自由化された平時であれば、「金利＞成長率」を仮定すべき 

↓ 
• 金利・成長率格差論争の勃発 
↓ 
• 現在：「PBか債務残高GDP比率か」という議論に大きな「ねじれ」 
↓ 
• しかし、PB黒字化の目標から逃げることはできない。 

– 「長期金利＝ゼロ近傍」は異常事態、長期では維持可能ではない。 
– 異次元の金融政策の将来的な「出口」、「正常化」を考えるのであれば、長期的な視点から

望む財政健全化において「金利＞成長率」を前提に目標設定を考えるべき 
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「意図した明示的な財政規律緩和」 
• 「シムズ理論」（「物価水準の財政理論」） 

– 減税や歳出拡大しても将来の増税や歳出カットにコミットメントしない
→消費者はそれを信じ、恒常所得増加と認識→消費拡大→インフレ
高騰 
 

• 社会保障を含め将来不安が現在の消費に悪影響を与えている可
能性が否定できない状況でそもそもこうしたルートで消費等が刺
激され物価上昇率が高まることは考えにくいのでは 
– 例：たんす預金の急増（タンス預金が止まらない―３年で３割増、４３

兆円、富裕層、現金志向強める（エコノフォーカス）2017/04/03  日本
経済新聞朝刊） 

 
• 財政規律をとことん弱体化してまで物価上昇率2％目標を達成す

るべきなのか 
 
• 労働市場の状況を見る限り、手段を選ばず2％目標を達成するこ

と自体の必要性に疑問 
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財政規律を取り戻すために何が必要か 
• 政治は民意で動く 

 
• 小峰隆夫氏『日本経済論講義』日経BP社、2017年から引

用 
– 「国民の甘い認識とその甘い民意に媚びる政治が続く限り、財

政・社会保障問題の解決は難しい」 
– 「日本が深刻な「民主主義の失敗」状態に陥っている」 
– 「国民の負託を受けた政治家が、本当に国民のために何が必

要かを判断し、政策を決めていく必要がある」 
– 「世論に迎合するのではなく、世論の方を説得するのが政治家

の役割」 
 

• 「次の選挙を考えるのは政治屋、次の社会を考えるのが
政治家」（ウィンストン・チャーチル） 
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民意はどう決まるか 
• 「民主主義の失敗」＝「シルバー民主主義」、「世代間の対

立」？ 
 

• 政治が民意で動いているのであれば、財政・社会保障問
題に関わる民意を決定している要因は何か？ 

 
• 久米・鶴・佐野・安井(2017)「社会保障の給付負担に対す

る選択を決定する要因は何か－個人の意識と教育の役
割」RIETI DP 17-J-0021 
– 経済産業研究所（RIETI）が実施した「多様化する正規・非正規

労働者の就業行動と意識に関する調査」（平成24年度） 
– インターネットモニターサンプルを活用し、全国の20歳以上69

歳以下の男女個人を対象とし、6128 名より回答 
– 調査設計においては、正規労働者、非正規労働者、失業者、

非労働力人口等の就業者の配分が、調査時点の至近の全国
比（都市・地方）に近くなるように設定 

– 回帰分析における脱落などを考慮して、5324人を分析対象 
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税と社会保障に関する選好 

• 「社会保障を拡大させる（拡大する）必要がある」は、約68％ 
• 「増税をして」「増税はせず」は、それぞれ約50％前後 

Q95　税制と社会保障について、以下の4つの見方が考えられま
す。これらの見方をあなたはどうお考えになりますか。あなたの
お考えに近いものを1つ選んでください。（回答は1つ）

回答数 ％

1. 今後、増税はせずに、社会保障を縮小させる必要がある 898 16.9
2. 今後、増税はせずに、社会保障を拡大させる必要がある 1,746 32.8
3. 今後、増税をして、社会保障を縮小する必要がある 787 14.8
4. 今後、増税をして、社会保障を拡大する必要がある 1,893 35.6
合計 5,324 100
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4つのグループの特徴(1) 
今後、増税はせ
ずに、社会保障
を縮小させる必
要がある
（社会保障縮
小・増税なし）

今後、増税はせ
ずに、社会保障
を拡大させる必
要がある
（社会保障拡
大・増税なし）

今後、増税をし
て、社会保障を
縮小する必要が
ある
（社会保障縮
小・増税あり）

今後、増税をし
て、社会保障を
拡大する必要が
ある
（社会保障拡
大・増税あり）

カテゴリー 変数 平均値 平均値 平均値 平均値

男性（男性＝1、女性＝0） 0.589 0.498 0.672 0.549
年齢（歳） 44.24 45.34 45.74 46.74
教育年数（年） 14.3 13.9 14.6 14.1
未婚（未婚＝1、既婚＝0） 0.391 0.377 0.330 0.363
単身世帯（単身＝1、同居あり＝0） 0.177 0.149 0.165 0.154
未婚単身（未婚単身＝1、それ以外＝0） 0.170 0.144 0.152 0.149
子どもあり（あり＝1、なし＝0） 0.533 0.564 0.593 0.590
非正規雇用（非正規雇用＝1、正規雇用＝0） 0.268 0.346 0.247 0.311
自営業（自営業＝1、非自営業＝0） 0.148 0.128 0.126 0.112
時間当たり所得（対数、円） 7.161 7.085 7.248 7.160

個人属性
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• 社会保障拡大・増税ありへの支持は年齢が高いほど大きい。 
• 社会保障拡大・増税なしへの支持の割合は20歳代で最も高い割合を示す。 
• 社会保障縮小・増税なしへの支持は年齢が低いほど大きい。 
↓ 
• シルバー民主主義とは異なる様相 
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今後、増税はせ
ずに、社会保障
を縮小させる必
要がある
（社会保障縮
小・増税なし）

今後、増税はせ
ずに、社会保障
を拡大させる必
要がある
（社会保障拡
大・増税なし）

今後、増税をし
て、社会保障を
縮小する必要が
ある
（社会保障縮
小・増税あり）

今後、増税をし
て、社会保障を
拡大する必要が
ある
（社会保障拡
大・増税あり）

　20歳代 13.6 12.1 10.7 9.3
　30歳代 25.2 21.2 25.3 21.3
　40歳代 25.5 26.6 22.5 25.6
　50歳代 23.8 26.9 26.8 27.4
　60歳代 11.9 13.2 14.7 16.4
計 100.0 100.0 100.0 100.0

計
グループ別割合 　20歳代 20.5 35.7 14.1 29.6 100.0

　30歳代 18.9 30.9 16.6 33.6 100.0
　40歳代 16.9 34.3 13.1 35.8 100.0
　50歳代 15.2 33.2 14.9 36.7 100.0
　60歳代 14.0 30.1 15.2 40.7 100.0

年代別割合

4つのグループの特徴(2) 



4つのグループの特徴(3) 
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今後、増税はせ
ずに、社会保障
を縮小させる必
要がある
（社会保障縮
小・増税なし）

今後、増税はせ
ずに、社会保障
を拡大させる必
要がある
（社会保障拡
大・増税なし）

今後、増税をし
て、社会保障を
縮小する必要が
ある
（社会保障縮
小・増税あり）

今後、増税をし
て、社会保障を
拡大する必要が
ある
（社会保障拡
大・増税あり）

カテゴリー 変数 平均値 平均値 平均値 平均値

信頼 政府は信頼できる 2.225 2.147 2.506 2.454

大部分の人びとは信頼できる 2.872 2.893 3.077 3.053

受給資格もなく年金などを要求するのは間違っている（全く当てはまらない＝1～非常に当てはまる＝5） 4.217 3.844 4.173 4.018

公共交通機関を無賃乗車することは間違っている（全く当てはまらない＝1～非常に当てはまる＝5） 4.394 4.247 4.332 4.409

機会に乗じて脱税することは間違っている（全く当てはまらない＝1～非常に当てはまる＝5） 4.450 4.418 4.422 4.577

職務上で賄賂を受け取ることは間違っている（全く当てはまらない＝1～非常に当てはまる＝5） 4.438 4.435 4.424 4.572

公共の場所へのゴミのポイ捨ては間違っている（全く当てはまらない＝1～非常に当てはまる＝5） 4.535 4.515 4.468 4.624

盗難品とわかっていて買うことは間違っている（全く当てはまらない＝1～非常に当てはまる＝5） 4.492 4.411 4.414 4.575

国民年金を納付しないことは間違っている（全く当てはまらない＝1～非常に当てはまる＝5） 3.661 3.616 3.856 3.883

生活困難な親族（親、子ども、孫、祖父母）を養わないで生活保護を受給させることは間違っている（全く当てはまらない＝1～非常に当てはまる 3.826 3.587 3.803 3.663

自立できない貧しい人の面倒をみるのは政府の責任だ（反対＝1～賛成＝5） 2.919 3.269 2.944 3.218

格差が拡大するとしても市場経済は人々を豊かにする（反対＝1～賛成＝5） 3.247 3.019 3.302 3.156

就業状態 失業不安（不安あり＝1、無し=0） 0.294 0.273 0.235 0.259

相対所得（性別・年齢階層別の平均時給からの乖離） 0.016 -0.050 0.066 0.007

保有効果 一度手に入れたものを手放すのは苦痛だ（全く当てはまらない＝1～非常に当てはまる＝5） 3.279 3.320 3.114 3.233

選好 危険回避度（報酬の受け取りパターンで測った危険回避度1～4） 3.641 3.721 3.588 3.689

時間選好率（90日後に受け取る1万円と比べて、97日後に受け取る1万円にもとめる上乗せ額） 66.457 73.944 73.851 79.017

公共心
Algan et al.

2015と同じ

公共心
追加した変数

政府と市場
の役割

水色：最高値 
黄色：最低値 



推計結果：社会保障給付負担の選択と個人属性との関係 
ベンチマークモデル：ベース（財政中立※）、多項ロジットモデルによる推計

係数 係数
男性 - ** + ***
年齢 - *
教育年数 - *** + ***
未婚
単身
未婚・単身
子どもあり
非正規雇用
自営
時間当たり所得 - **
定数項
サンプルサイズ 5324
Prob > chi2 0.000
Pseudo R2 0.014
*10％、**5％、***1％で有意

※財政中立とは、「社会保障縮小・増税なし」と「社会保障拡大・増税あり」をあわせたグループである。

※地域はコントロール済み。

今後、増税は
せずに、社会
保障を拡大さ
せる必要があ

る
（社会保障拡
大・増税なし）

今後、増税を
して、社会保
障を縮小する
必要がある

（社会保障縮
小・増税あり）

• 負担を増やさずに給付の増加を要求す
る人々（「社会保障拡大・増税なし」への
支持）や負担は増やすにもかかわらず
給付を減らすことを容認する人々（「社
会保障縮小・増税あり」への支持）につ
いて「財政中立」への支持（「社会保障
縮小・増税なし」、「社会保障拡大・増税
あり」への支持）を比較対象に彼らの基
本属性が選択にどのような影響を与え
るか分析 

 
• 教育年数が短いほど、「社会保障拡大・

増税なし」を支持し、教育年数が長いほ
ど「社会保障縮小・増税あり」を支持 

 
• 時間当たり所得が低いほど、「社会保障

拡大・増税なし」を支持する。 
 

• 一方、非正規や自営業などの働き方は
両者には関係なかった。 
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推計結果：信頼、公共心等の追加的な影響 
変数を一つずつ入れ替えながら推計：コントロール変数はベンチマークモデルで示したもの：ベース（財政中立※）、多項ロジットモデルによる推計

係数 係数
信頼 政府は信頼できる - *** + ***

大部分の人びとは信頼できる - *** + **
受給資格もなく年金などを要求するのは間違っている - *** + *
公共交通機関を無賃乗車することは間違っている - *** - **

機会に乗じて脱税することは間違っている - *** - ***
職務上で賄賂を受け取ることは間違っている - *** - ***
公共の場所へのゴミのポイ捨ては間違っている - *** - ***
盗難品とわかっていて買うことは間違っている - *** - ***
国民年金を納付しないことは間違っている - ***
生活困難な親族を養わないで生活保護を受給させること
は間違っている - *** + *

自立できない貧しい人の面倒をみるのは政府の責任だ + *** - ***
格差が拡大するとしても市場経済は人々を豊かにする - *** + ***

失業不安 - *
相対所得 - ***
所得変動 - ***

保有効果 一度手に入れたものを手放すのは苦痛だ + ** - ***

選好 危険回避度

時間選好率
*10％、**5％*10％、**5％、***1％で有意
※財政中立とは、「社会保障縮小・増税なし」と「社会保障拡大・増税あり」をあわせたグループである。

就業
状態

公共心
追加した

変数

政府と
市場の役割

今後、増税はせ
ずに、社会保障
を拡大させる必

要がある

今後、増税をし
て、社会保障
を縮小する必

要がある

公共心
Algan et al.

2015と同じ

「社会保障拡大・増税
あり」のグループの方
がこれらの項目の数
値が高いため 

受給に直接関わるよ
うな指標では「社会保
障縮小・増税あり」は 
高くなっている。 
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前ページの結果の整理 
• 「政府への信頼」、「周りの人への信頼」が低い人ほど「社会保障拡大・増税なし」

を支持し、こうした信頼が高い人ほど「社会保障縮小・増税あり」を支持 
 
• 「不正受給」、「無賃乗車」、「脱税」、「賄賂」、「ゴミのポイ捨て」、「盗難品購入」、

「年金保険料未納付」、「生活保護不正」といった8つのすべての異なる公共心の
変数について、公共心が低いほど、「社会保障拡大・増税なし」を支持 

 
• 「不正受給」、「生活保護不正」などでみた公共心が高いほど「社会保障縮小・増

税あり」を支持 
 

• 貧困や格差問題に対する政府の責任を重くみて、市場経済を評価しない人ほど
「社会保障拡大・増税なし」を支持する一方、政府の責任を重くみないで、市場経
済を評価する人ほど「社会保障縮小・増税あり」を支持 

 
• 「保有効果」が大きいほど、「社会保障拡大・増税なし」を支持し、小さいほど「社

会保障縮小・増税あり」を支持 
 
• 「失業不安」が小さいほど、「社会保障縮小・増税あり」を支持し、「相対所得」が

低く、「所得変動」が大きい人ほど、「社会保障拡大・増税なし」を支持 
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政策的インプリケーション 
• これまでの分析は内生性等を考慮していないので、因果関係の特定については

慎重に議論する必要あり。 
 

• 以下の議論は、説明変数から被説明変数への因果関係の可能性をある程度考
慮、仮定した上での議論 
 

• 政府が国民からの信頼に応えるだけでなく、様々な観点で公共心を養うとともに、
周りの人への信頼が高まるような取り組みが重要 

 
• 教育水準・能力を高めることが重要 

– 教育年数が高まるほど、「社会保障拡大・増税なし」への支持は低く、「社会保障縮小・増税
あり」への支持は高い。 

– 財政数理的に、財政・社会保障の持続可能性を理解することが不可欠 
– ここでは教育年数を使っているが、重要なのは物理的な期間の長さや予算の多寡ではなく

教育の質が問われていることに留意すべき 
 

• 雇用の安定、能力の向上・発揮とそれに伴う生産性の向上が実現されるような働
き方が確保されることが重要 

– 失業不安がなく、時間当たり所得、相対所得が高いほど、「社会保障縮小・増税あり」を支持 
 

• 政府への過度の依存症を改め、市場経済に対する信頼を高めるとともに、市場
経済メカニズムを活かすことができるだけ多くの人に恩恵を与えることが実感で
きるような経済運営が重要 

– 貧困や格差問題で政府の役割よりも市場経済の役割を高く評価する人ほど「社会保障拡
大・増税なし」への支持は低く、「社会保障縮小・増税あり」への支持は高い。 18 



再度、民意について 
• トランプ氏の勝利の要因 

– 既存メディア、エスタブリッシュメント層の見誤り 
– トランプ氏のツイッターの多用 
– 脳科学の視点：彼が勝利したのは大衆が意思決定においてじっくり

脳で考える「遅いシステム」ではなく、感覚的にすぐ行動を起こす「早
いシステム」を使うことを理解していたから（中野信子「トランプはサイ
コパスである」（『文芸春秋』３月号） 

– インターネットが情報の獲得とその体系的な理解・探索に溝を作り、
人々が感情に左右されやすくなる（ヘンリー・キッシンジャー「トランプ
氏にはチャンスが与えられるべきだ」（『中央公論』３月号） 

 
• 財政規律、健全化の重要性も「遅いシステム」でしか理解できない。 

 
• 財政規律回復のためには、インターネット社会の影響、思考シス

テムの変化まで考慮に入れた対応が必要ではないか。 
 

• シルバー民主主義、世代間対立という固定的観念も再考する余地
あり。 
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(参考1) 政府からの不正受給は絶対に正
当化できないとする割合(2000年、%) 
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（出所） 「世界価値観調査」 



（参考2) Algan, Y., P. Cahuc, and M. Sangnier (2015), “Trust and the 
Welfare State: The Twin Peaks Curve,” Economic Journal, 126, 861-883. 

• Algan et al. (2015)：本稿と最も問題意識の近い研究。OECD諸国にみられる信頼と福祉国家の
大きさの関係の二極化を分析。GDPに占める公的な社会給付の割合等で代理される福祉国家
の大きさについて、「受給資格がないのに、政府に給付を要求すること」が妥当か否か（公共心 
civism）や「たいていの人は信頼できる」（Trust 信頼）、汚職に関する認識の指数との関係を検
討。 

 

• OECD諸国の社会支出（GDP比）と周りの人々への信頼の指数との関係をみてみると、フランス、
ドイツ、オーストリア、ベルギー、イタリアは信頼が低いが社会支出水準は高い。北欧諸国は、信
頼は高いが社会支出水準は高いなど、２つの極が存在する。信頼と福祉国家の大きさは単調な
関係にはない。 

 

• この結果を説明する理論モデルを構築。公共心の低い人びとは、負担なしに給付を期待するの
で大きな政府を支持する 一方、公共心の高い個人は、信頼できる人たちが周囲にいる場合に
限り、寛大な給付と高い税負担を支持することを示している。 

 

• 個人レベルのパネルデータも使い、年齢、性別、教育、世帯所得、家族状況、就業状況、政治嗜
好、宗教などの要因をコントロールして、様々な種類の公共心を示す指標が福祉国家への支持
と負の有意な相関がある一方で、他人への信頼に関連する指標が福祉国家への支持と正の有
意な相関があることを示した。つまり、公共心がなく、他人を信頼する人ほど福祉国家を支持す
るという結果を得ている。 
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北欧諸国、オランダ 

アングロサクソン諸国、日本 

南欧諸国 

(参考3) 他人への信頼と福祉国家の規模の関係 
（鶴 光太郎、「日本は南欧化するのか」 
エコノミクストレンド 日本経済新聞朝刊 2012/05/12) 
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