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第1章
第1節

序論
目的、動機、構成、

本稿の目的は、人口減少下にある日本の将来の経済成長過程を、生産関数を中心に置
いた供給サイドの「計量経済モデル」を使って長期的にシミュレーションする事にある。
また、日本の財政や社会保障問題の解決には経済成長が必要であり、経済成長には一定量
の人口と労働力が必要とされる事から、現状のままでは日本は長期的に経済成長できず、
問題は解決しない事を明らかにする。同時に、先行研究等で日本の経済成長に必要な労働
力を補完する、といわれている諸方策ごとのシミュレーションを行なう。これによって、
議論が輻輳しやすい方策ごとの経済成長効果を数量的に比較し、日本の長期的経済成長に
は、どの方策がより良いものであるのかを比較検討する。この検討結果から、日本の経済
成長には女性や高齢者雇用の促進も重要であるが、それだけでは不十分であり、大規模な
「移民」受入れによる労働力の確保が必要であると主張する。また、円滑な産業構造の高
度化や海外移民の流入を阻む、日本の労働市場の閉鎖性を説明し、国際的な人材獲得のた
めには「流動的な労働市場」形成に向けた制度改正が必要になると指摘する。
図 1-1

日本の人口構成の変化（推定）

(出所)内閣府高齢社会白書(2016)より引用.<http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html>

現在の日本は図 1-1 のグラフが端的に物語るように人口の減少過程にあり、将来的には
一層の人口減少と高齢者層が 4 割を占める人口構造の変化が推定されている。この傾向
から、将来の生産に必要な労働投入量の減少や国内需要の落ち込みが推察でき、多くの国
民に将来の経済状態や成長に対する漠然とした不安を抱かせている。この様な人口動態の

1

変化による経済成長への懸念に対する先進諸国への警鐘として、IMF は人口動態の世界
各国の経済に与える影響を、日本を含めて各国別や先進国・途上国に分けて詳細に分析
し、IMF(2004)として発表した。それによると日本は、人口動態の変化、特に高齢者層や
人口減少の影響が諸外国に比べて大きく、計量経済モデルを用いた推計では、人口動態に
沿って推定期間の 2050 年までマイナス成長が続くと予測されている。このような低成長
が継続すると経済のグローバル化とも相俟って、利益を求める企業は国外へと投資を進め
同時に国内需要も先細る事から、日本社会は次第に活力のない社会へと変化する。もし、
将来がこのような姿になるとすれば、人口減少と高齢化の進行は、単に社会保障費が増大
し財政がひっ迫した老人の多い国というよりも、若年世代が担うであろう将来経済にかな
り深刻な結果を招く事が推察される。
図 1-2

世界と日本の GDP 推移比較

(単位：兆ドル

名目)

世界全体

先進国計(除日本)

日本
発展途上国計

(出所) IMF World Economic Outlook Data Base:October 2017 Edition より、筆者作成。

一方で、この IMF(2004)が予測した結果と現在の状況を、同じく IMF が提供している
国際的なデータを使って長期的に振り返って比較してみる。すると、図 1-2 でわかる様
に、先進各国は揃って 1990 年代中盤までは日本と同様、幾分かの成長の低迷があった。
しかし、先進各国は 2000 年代初頭からの途上国を含めた世界の成長と歩調を合わせるよ
うに成長を回復している。一方で、日本だけが今なお取り残されている。このような現実
を踏まえて、2008 年に当時の大田経済財政担当大臣は、「もはや日本の経済は一流と呼ば
れるような状況ではない。」と発言したが、まさにその通りの結果となっている。この日
本の経済成長が低迷している原因は、その低迷期間のあまりの長さから、一般に言われて
いるようなバブルの後遺症によるものだけとは考えられず、近年顕著になってきている人
口の高齢化等の影響もあるのではないかと類推される。バブル崩壊を 1991 年とすれば、
今日までに四半世紀以上が経過し、国民厚生水準の先進諸国に対する相対的な劣化は、長
期にわたって国民生活に影響している。しかし、IMF(2004)でも述べられているが、実は

2

人口の高齢化の影響は他の先進各国でも多かれ少なかれ存在しており、この事だけが原因
とは言えない。この様に先進国で人口の高齢化が進行している状況下で、2000 年以降、
世界の成長率に準じた成長が他の先進諸国に達成できて、日本にできていないのであるか
ら、何らかの原因が日本にあったと思われる。そこで、国連の人口統計にある移民者数の
人口占率の推移に目を向けると、図 1-3 にあるように主要先進諸国の移民の受入れに関す
る特徴ある動きが目に付く。すなわち、1960 年代からの先進各国の総人口に対する移民
占率の拡大であり、2000 年を挟んでの再度の上昇傾向である。つまり、1960 年代にはフ
ランスを筆頭に多くの先進諸国は、経済成長を支えるために長期的な人口政策の一環とし
て移民政策を採り、1990 年代にはイギリスやドイツを筆頭に移民数を増やしていった事
がわかる。この結果から、先進諸国での経済成長には人口政策の一環としての移民政策が
必要になるのではないかという推測が生まれる。日本には、従来から減少していく人口に
対する移民政策がなかったからである。日本以外の先進各国が移民政策に熱心であった理
由は、各国の人口減少が早くから進行していったため、経済成長に必要な生産を担う労働
者数の量的確保が必要になってきていたからである。その取り組みの結果は、現在の経済
成長として実を結んだ。同様に、本稿では、これからの日本の経済成長のためには、一定
量の移民が必要になると仮定する。そして、その想定が正しいのか、他に代替する方策が
あるのかを実証的に検討する。そのために、日本の将来の人口と就業者数の推定を行い、
資本の蓄積過程を内生化した計量経済学的な手法を用いて検証する。
図 1-3

主要先進国の人口に対する移民占率の推移

(単位：％)

(出所) 国連人口部門「世界人口推定(2017)」と「移民ストックの傾向(2012)」より筆者作成.

再度、図 1-2 を詳しく見ると、世界経済が成長に向けて舵を切ったのは、2002 年頃で
あると推測される。この当時の日本は既に海外資産を多く抱えており、それまでに繰り返
し多くの国々に ODA を提供してきたこともあって、新興国の開発には多大の貢献をして
きた。現在では、世界最大の対外純資産を持つ国になり、国が受け取る海外からの所得収
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支も無視できない程の大きさになっている。統計上この所得は国民の可処分所得に加えら
れ、国内の消費や貯蓄・投資となって最終的に GDP に反映される。では何故、この所得
要因が経済成長を進展させるような影響を持たなかったのだろうか。このように考える
と、日本経済は高齢化の進展等の人口動態の変化とも相俟って、様々な経済的要因が相互
に複雑に絡み合いながら、今日の GDP を作りあげてきている事がわかる。従って、本稿
のような長期的な経済成長の研究にあたっては、これらの複雑な要因の結びつきを説明で
き、その推移をみる事の出来るようなモデルを用意する必要が出てくる。
ところで、現在の日本の経済成長戦略とはどのようなものなのであろうか。その戦略
は、先に見た過去 10 数年にもわたる経済的厚生の相対的な劣化を挽回できるのであろう
か。現在までに内閣府が発表してきた経済計画や各種の白書をみると、経済政策の目標
は、多くが短期的なものとなっており、長期的な将来像が見えてこない 1。また、先進諸
国の採っている移民政策に関しても、再三に亘って必要性が述べられているものの、具体
的な動きとはなっていないようである。さらに、国民の大多数が漫然と感じている、今後
高齢化社会が本格的に到来した場合の日本経済に与える衝撃を、経済全般にわたって長期
的かつ数量的に分析して示している記述も少ない。そのため、将来の日本が抱えると思わ
れる財政や社会保障の持続可能性等の経済的課題に対して、明確な方向性と希望を持てる
長期ビジョンや具体的方策の検討も充分ではないように思われる。そこで、本稿では、研
究の目的を、①人口減少に伴う就業者数の減少は、本当に経済成長を長期的に低下させる
のか。もしそうであるのなら、いつごろに、どの程度の影響があるのか。②それに対し
て、どのような解決策が考えられ、それぞれの方策が経済成長にどの程度の効果をもたら
すのか。③経済成長に向けて移民を受け入れる場合、どの程度の規模が必要になるのか、
を数量的に推定する事に置き、その手段として、④人的資本の推移を測定できる生産関数
を作り、⑤日本経済の持つ諸経済変数の相互連関を把握できる連立方程式モデルを考案し
て、長期に亘る成長過程を確認する事に置く。よって本稿は、長期経済成長理論を踏まえ
て、資本蓄積、労働投入、技術進歩に関して、諸統計値から導出されるパラメーターを使
った、様々な方策ごとの成長過程の数量比較を行う実証分析である。将来値のシミュレー
ションでは、現状を延長した場合と、就業者数の減少を補完すると言われている諸方策に
よる経済成長の過程を、2015 年から 2115 年に亘って比較する。最終的に、経済成長に
は諸方策の一つである大規模な移民の受入れが必要になる事を示す。
この様な目的から、当稿で論じる構成を次の様にしている。まず、当稿の第 1 章で
は、研究目的と意義、論文構成及び理論的背景や方法論と各章で検討すべき課題を述べ
る。次の第 2 章では、当稿で使用した参考論文や研究を、本稿で実証していく「人口と
経済成長論」と、その検証の経済的前提部分となる、「国際労働移動論」「労働市場論(制
度論)」「人口論」に分類し、それらを時系列的に整理してまとめる。特に「人口と経済成

1 文末の参考文書にある、内閣府(2015)等の一連の経済計画を参照。
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長論」の部分では、人口減少による経済成長低下の解決策として、移民の受入れに積極的
か、消極的かに分けて記述する。また、これらの先行研究で不足していると思われる点を
指摘し、本稿の目指す分析の焦点を明確にしている。なお、理論の説明や分析手法に関し
ては各章の中で個別に記述する。理論面とは、国際交易論、国際労働移動論、長期経済成
長論、内生的経済成長論等である。第 3 章からが本格的な分析になるが、この章では、
日本経済の何が問題なのかに関して、資本蓄積や財政に関する統計分析を中心に述べる。
ここから、国内経済にとっての「資本ストック」の動向や、「社会保障費の増加の問題」
が浮かび上がる。なお、この章で分析している諸指標は、最終的に第 6 章の連立方程式
モデルの中で、内生変数として資本蓄積過程を形成していくものとなる。第 4 章では、
当論文の基礎となる長期経済成長理論である「ソロー・スワンモデル」を説明し、国内閉
鎖経済を前提とした、人口減少に伴う就業者数減少の場合の経済成長と、移民により就業
数が増加した場合や、女性や高齢者の就業が増加した場合の経済成長のシミュレーション
を、このモデルに基づいて行っている。同時に、第 6 章の本格的なモデルで使われる労
働余力を、将来の人口推計により求められる女性や高齢者層の潜在的労働力から探ってい
る。第 5 章では、今後日本経済で必要になる TFP の成長に関して現状を分析し、経済成
長論である内生的成長モデルを説明しながら、学歴別平均賃金によって人的資本代理変数
を推定する。次に、その人的資本代理変数を前章の生産関数に当て嵌めた場合の推定を行
ない、そこから考えられる日本経済の問題点の分析を行う。この段階で、最終的に使われ
る生産関数が内生的成長モデルから導出され、第 6 章のモデルで使われる事になる。
図 1-4

各章の構成

以上を踏まえて、第 6 章では、海外所得収支も含めた連立方程式モデルを使って、現
状を維持するベースケースのシミュレーションを行う。さらに、就業者数を補う可能性の
ある諸方策毎のシミュレーションを行い対比する。ここでは、国立社会保障人口問題研究
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所が発表している「日本の将来人口」（2012 年・2017 年版）の生産年齢人口から就業者
数の想定を行っている。その結果、移民受け入れをベースとした国内的努力との政策ミッ
クスが、経済成長とそれによる税収の拡大と財政健全化に最も効果的である事が示され
る。第 7 章は本稿の結論部分であり、各章毎の分析により示された示唆が最終節で簡潔
にまとめられる。同時に推定の総括として、今後発生する経済成長の低下は、高齢化と少
子化という影響を推定期間の前半と後半に主に受けるためであり、持続的な経済成長に
は、恒久的な移民政策が必要であると結論付ける。また、そのような移民政策を今後実施
する場合、発生するであろう日本と海外との労働慣習の違いに焦点を当て、日本経済にお
ける問題点は、労働移動を妨げる「日本的経営の硬直性」にあることを指摘する。同時
に、この制度が今後の経済成長にとって必要な、女性や高齢者の非正規労働参加を阻害す
る要因となる事も指摘する。
分析は 3 章から 6 章までである。各章ごとに理論の説明と実証分析を組み合わせて記
述しているが、最終的な 6 章の詳細シミュレーションに集約的に結びつける構成として
いるので、3 章から 5 章までは、6 章の本格的シミュレーションの前章となる構成であ
り、それぞれが、生産要素である資本、労働力、技術進歩に対応した分析になるように工
夫している。この第 6 章は、就業者数の減少を補完すると先行研究で言われている諸ケ
ース毎のシミュレーションであるが、これは、人口減少が継続する今後の日本にとって、
最適な成長方策とは何であるかを探ることに他ならない。また、このシミュレーション
は、経常収支の内の所得収支を明示的に取り扱っているので、GNI の拡大を目指すとい
う政府方針は長期的に妥当であるかの検証でもある。この章でも、4 章のシミュレーショ
ンと同様、日本の経済成長を「グラフによる実質 GDP の推移」としてビジュアルに提示
しており、「将来の日本経済の姿」を分かりやすく推定できるように配慮し、考慮すべき
議論を挙げながら政策的提言を行なうという形式をとっている。このような方法により、
各種の想定結果を明快に提示し、体系的に総括する事で、当稿の分析が今後の議論の対象
となれば幸いである。
第2節

理論的背景と方法論、検討すべき課題と本研究の意義

「経済成長」と「人口構成や労働力」、そして、労働力を補完する「国際労働移動」と
しての「移民」というテーマを研究する場合、様々な観点から検討と分析を加える必要が
ある。具体的には、先行研究のサーベイ部分である次章や、各章の冒頭で更に詳しく記述
する事になるが、この節では、国際労働移動の理論的背景および経済の実証分析の方法論
に関して、その概要と当稿で分析する諸課題、および研究の意義に関して述べる。
なお、本稿で言う「移民」とは、観光や短期の仕事で滞在する外国籍の人々を除き、
中長期に滞在し働くことを目的として、定住(半年から 5 年)ビザ・永住ビザ(10 年以上)を
持つ外国籍の人々や、中長期に滞在している専門的技術的労働者と、その家族である。ち
なみに、近年の在留者は毎年約 6.9 万人ずつ増えて 2016 年末の中長期在留外国人数は約
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240 万人になり、労働者数は約 108 万人となった。労働者の内訳は、定住永住ビザによ
る労働者が 41 万人の 38％、留学等による資格外労働者が 24 万人の 22％、技能実習生が
21.1 万人の 20％、専門的・技術的資格による労働者が 20 万人の 18％である 2。従って、
留学生のアルバイトや技能実習生は、統計上日本の労働者数や在留者数には含まれている
が、仕事目的で家族を伴って長期在留を目指すという本来の意味での「移民労働者」では
ない。また、本国に拠点を置き、短期的な仕事を行いながら入出国を繰り返す、いわゆる
「海外出稼ぎ労働者」も存在するが、本稿で想定するのは、それらの出稼ぎ労働者を除い
た定住を目指す「移民」であり、このような短期の入出国者数を除きたいので、毎年の統
計にある在留者数の純増部分が、各年の移民数であると定義する。
本稿は、その表題を「国際労働移動と日本の経済成長」としているが、前節で述べた
様に、本稿によって分析するのは、主として人口減少下における日本の経済成長の分析で
ある。日本の経済成長を達成する手段として、国際労働移動である移民の受入れが不可欠
であるという事を実証的に検証する事が、本稿の大きな目的である。したがって、労働移
動に関する理論的な背景に関しては、一般的に使われている理論を使い、移動の誘因等に
関してはかなり大胆な前提を置いた。これは、本稿の目的とする分析の焦点を、労働力と
日本の経済成長という点に絞りたいためである。
「労働移動」に関する本稿の理論的な裏付けとしては、開発経済学の視点から、労働
移動を誘発する要因として、新古典派の地域間賃金格差をベースとした、ルイスの農業と
工業の 2 部門モデルに置いている。この理論で示される労働移動とは、第一段階で農業
の余剰労働力が工業部門へと移動し、その後「ルイスの転換点」を通過して、工業部門が
賃金を上昇させることによって労働移動が継続するという理論である。また、その発展形
として、トダロの期待賃金による移動誘因と都市でのインフォーマル部門を持つモデルが
ある。(Lewis1954,Todaro1969) 本稿では、これらの労働移動理論が実際にも成立してい
る事を前提としている。よって、本稿では農業部門を発展途上国、工業部門を日本と読み
替える。つまり、現在ある日本の移民に関する制度的な規制が緩和されれば、日本と送り
出し国との賃金格差が続く限り、政府による量的コントロールがあったとしても、国際労
働移動の誘因が継続し、望む量の移民が無制限に流入するとの前提に立っている。但し、
移民の移動誘因を高める pull 要因としての国内労働制度改正に関しては、本稿末尾で別
途提案される。なお、トダロのいう労働需要を上回る過剰な労働移動による「インフォー
マルセクター」の形成は、入国管理における量的規制がマクロ経済との連動の中で適切に
行われることにより、日本では発生しないと想定する。このような単純化した前提を設け
る理由は、本稿で論ずるのは、移動の誘因の理論的検証や、移動の結果としての実証研究
ではなく、日本が移民を受け入れた場合の経済成長への量的効果の分析を主としたいから
である。よって、諸外国からの移民は、賃金格差のある発展途上国からの受入れを指し、

2 詳細は、付論を参照。
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本稿で想定する移民は、量的な群団として捉えられ、分析ではその量と質の相違による推
定だけとなる。なお、この労働移動に関する先行研究に関しては、理論面や実証研究も含
めて次章で整理する。一方、「国際労働移動」という場合、国際貿易論の視座も必要にな
ってくる。本稿が前提とする国際貿易の理論は、2 国 2 財 2 生産要素を使うヘクシャー・
オリーン・サミュエルソンモデル(以下 HOS モデル)である。その内容を簡単に述べる
と、「生産要素の賦存量が異なっても、同様の技術水準を持つ 2 国が共通の 2 財を生産し
ている場合、自由貿易を進めると 2 財の財価格が均等化し、それを通して生産要素(資
本・労働)の組み合わせや、生産要素価格(利潤・賃金)が均等化する。」というものであ
り、これは「要素価格均等化定理」として知られている。この場合、実際には為替レート
の違いや関税等も影響すると考えられるが、これらの相違による労働移動の違いに関して
はとりあえず考慮しない。一方、この定理では移動するのは財だけだと想定されている。
ところが、現実の経済をみるとグローバル化の進んだ現代においては、既に生産要素であ
る資本や労働の大規模な移動が発生している。この動きは、各国の持つ生産要素の賦存量
を変える動きである。特に、資本に関しては利得を求めて国際的な移動が活発に行われて
いる。一方の労働に関しては、部分的に自由化されているが、資本の移動ほど活発には行
われていない。従って、現実と理論の相違については、若干の修正が必要になる。しか
し、この理論の持つ「商品の貿易と生産要素の国際移動は同等であるという示唆は変わら
ない。」(Caves2009,190) つまり、資本や労働という生産要素の移動は、財の交易と同じ
く生産要素価格の均等化を促すということである。さらに簡単に述べると、生産要素の移
動は、財(商品)という間接的な形態を通さない直接的な移動である。従って、生産要素の
国際移動は国内の生産要素の賦存量を変化させる。このような移動の結果もたらされる市
場の均衡は、国内市場の中だけで行われる市場取引と同一と考えて良く、生産要素ごとに
国内市場での一般均衡が達成されることを意味する。国内に生産要素が増えると価格は低
下するが、送り出し国は逆の動きとなり価格は上昇する。このような自由な生産要素移動
が各国間で広範かつ継続的に行われると、長期的には生産要素の国際市場と国内市場が同
一化することから、この生産要素の国際移動は国際的生産要素価格の均一化の動きを促
す。生産要素の移動は、財交易の自由化による要素価格均等化の動きより、より直接的な
行動であるので、財交易による要素価格均等化のスピードより速い。本稿では、論考の背
景として、この理論が現在の世界交易の一般的な傾向を良く反映しているという前提に立
って行われる。現代は、かなりの国で資本移動の自由化が進められてきており、途上国か
らの資本の持ち出しは制限されても、受け入れは自由である場合が多い。通常、途上国は
労働の賦存量が多いから、資本が流入すると経済成長が加速する。同一の財を作っている
両国の企業を考えると、交易により世界市場での財価格は均等化するから、資本の利潤率
も長期的に均等化する。但し、この理論では技術水準が同じという前提に立っており、技
術水準の賦存量やその成長率が相違している場合に関しては述べられていないことに注意
が必要である。しかし、技術水準も、中国を始めとした発展途上国のように雁行型経済発
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展段階論(小島,2000)等の経済発展段階説に沿って工業化を進め、技術的なキャッチアッ
プを急いでいるように、新たに開発される先端的な知的財産を除いて、一般的な技術につ
いては開発を進める途上国に長期的に普及し、次第に国際的な均一化の方向へと向かうと
予想される。そうであれば、時間の経過と共に、この HOS 理論の妥当性は高まり、生産
要素価格の均一化が進むと考えられる。一方、労働移動に関しては、先の移民受け入れに
積極的な先進諸国等の例もあるが、出国は原則として個人の自由であるが、移民での入国
に関しては政府の規制が行われる場合が多い。この主な理由は、国内労働者賃金の低下へ
の懸念からである。この点は日本でも同様である。移民の受入れは、人口の自然増と同じ
効果があるから、確かに平均賃金の低下が予想される。従って、国際労働移動の自由化が
進めば、生産要素価格としての賃金の国際的均一化も進む。日本の場合で言うと、もとも
との賃金が高いので低下する傾向にあることになる。つまり、この理論の意味するところ
は、生産要素の移動を反映したとしても、両国が一般的に普及している技術水準で同じ財
を作る場合、財の価格は国際市場の中で徐々に均一化し、それによって、最適な生産要素
の組み合わせも一意に決まり、生産要素価格も均一化するという事を意味している。しか
しながら、財生産の技術水準を高める事が出来、他国の技術水準より優位に立てれば、資
本と労働の量的な組み合わせも異なって来るし、生産要素価格(利潤・賃金)も変化すると
解釈できる。よって、日本のような加工貿易を生業とする様な国は、常に財ごとに決定さ
れる技術水準の高さを追求していかなければ、国際的に均一化していく生産要素の価格
(利潤・賃金)の低下は避けられないという結論になる。この定理を国家単位で考えると、
財毎に異なる技術水準の集計結果が国の技術水準を決定し、その事が生産要素の価格を決
定する事になる。よって、集計された技術水準が他国の水準に比べて相違している場合に
は、厳密にいえば、技術水準の違いから要素価格も異なる事が考えられ、必ずしもすべて
の財の生産で、要素価格が均等化するとまでは言えない。また、移民による賃金という要
素価格を考える場合には、移民の持つスキル(技術水準)の程度による国内技術蓄積規模へ
の影響や、移民の規模(数)による資本ストックへの希釈効果も考慮する必要があり、いさ
さか複雑になる。しかも、この技術水準の規模や成長率の違いが、各国における集計され
た生産過程を通じて、資本ストックの蓄積過程にも影響する事から、各国の資本ストック
の大きさを変え、長期的動態的にみると先端技術産業の生み出す財や、移民の持つスキル
の違いによって、資本装備率の生産要素価格比に対する反応の形を変え均衡点を変化させ
てしまう。あるいは、途上国は技術水準の到達度の違いで、そのような新製品を生み出せ
ないために、均衡点そのものが存在しない。しかも、人々の生活を一変させ、欲求を掻き
立て、大きな利益が見込めるような新商品を生み出す新技術の開発には大きな資本蓄積を
要し、一層の発展途上国のキャッチアップを阻むことになる。従って、発展途上国が経済
成長を企図する場合、特定の産業の育成には膨大な資本と人材を投入する必要が出てきて
しまい、中国の様な開発独裁が脚光を浴びる事になる。このような、先端技術に関して
は、人に体化される技術水準が大きなウエイトを持ち、各国が鎬を削る極めてスピードの
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速い開発の舞台であるから、なかなか途上国には到達できない。以上によって、単に、こ
の HOS 理論からだけでは、すべての生産要素の均等化が達成できるわけではなく、必ず
しも世界各国の賃金が均等化するとまでは言えない。従って、各国の平均賃金の推定に
は、特定の想定や条件を与えて、動態的にシミュレーションしてみなければ解らないこと
になる。しかし、一般的に普及している生活財等に関しては、自由貿易協定も広範に進ん
でいる事から、世界市場ではこの原理に基づく要素価格均等化の動きが進行中であると推
定できる。これは、現在、日本で進行しているデフレとも整合的である。本稿では、この
ような国際交易に関する理論的な前提と見方に立って論考を進める。なお、経済発展段階
論では、この一般的普及財の生産に関する要素価格均一化の後は、国際分業体制の進展等
が想定されているが(小島 2000)、本稿ではそこまで論じる事はしない。
一方、「経済成長」に関しては、マクロ経済学の長期分析の視点からみると、新古典派
の「長期経済成長理論」があり、その実証研究として「計量経済モデル」を使った研究成
果も多数ある。また、長期モデルで使われる「生産関数」の研究や、近年注目を浴びてい
る内生的成長論を使った各国間の比較研究も多数存在する。本稿でも、この長期モデルと
生産関数を使った分析と推定を行う。その生産関数で使われる 3 つの経済資源の成長、
すなわち、「資本の成長」「労働力の成長」「技術の成長」に関しては、今回の研究に際し
て、適切と思われる 1980 年から 2014 年までの 35 年間のデータ期間を設定し、この間
のパラメーターを推定し、2015 年から 2115 年までの 100 年をシミュレーションするこ
とを基本とした。これらの推定は基本的には、「資本ストックの成長」と「労働力の成
長」という 2 つの生産要素の成長に基づく「長期的な成長」の推定であり、一般に「技
術の成長」は、この 2 つの生産要素の成長の「残差」として生産関数から付随的に推定
されることになる。この残差は、「全要素生産性(Total Factor Productivity:以下 TFP)」
と定義される。また、需要は長期的に供給サイドに影響を及ぼし、供給サイドは長期的需
要に合わせて調整されており、この調整過程は 35 年間のデータ期間の中でパラメーター
に反映されているという前提での、供給サイドに焦点をあてた分析である。つまり、当稿
での分析は、価格により需給が調整される一般均衡が既に成立している事を前提として論
じられる。従って、価格は 2014 年段階での価格比が将来も一定との前提になる。この新
古典派の経済成長理論は、基本的に第 4 章の「ソロー・スワンモデル」のところで詳し
く説明される事になる。生産関数の種類としては、後の章となる第 5 章の内生的成長理
論の説明や第 6 章との間に一貫性を持たせるとともに、シミュレーションを行う場合に
基準となる過去の特定期間の平均値が簡単に求められ、使い勝手の良い「コブ・ダグラス
型生産関数」を使っている。更に、この第 6 章での「計量経済モデル」には、内閣府
SNA の分配面からみた統計数値を使い、最終的に諸数値間の関係を詳しく描ける「連立
同時方程式モデル」を使ったシミュレーションが行われる。その理由は、この「連立同時
方程式モデル」を使うと、経済成長の一方の柱である「固定資本ストック」の成長を、
「資本蓄積過程」にある諸変数によってトレースできるからであり、生産関数を通じて、
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この過程に労働力の減少や高齢化等に伴う様々な影響を反映させることができるからであ
る。この「資本蓄積過程」とは、①海外所得を含めた「可処分所得」が、②「消費」と
「貯蓄」に分離され、③「貯蓄」が、「国内投資」と「海外投資」（経常収支）に分かれ、
④「国内投資」は、「国内固定資本ストック減耗」を経由して、⑤翌年の生産に貢献する
「固定資本ストック」となるという一連の過程のことであり、これらは内閣府の国民経済
計算(SNA)に記載される統計値に基づいて推定された恒等式で結び付けられている。従っ
て、GDP の成長は、税率や人口構造、労働参加率等の一握りの外生変数によって変化
し、他の変数は、内生変数としてパラメーターのコントロールの下で自動的に推定される
ことになる。よって、各種の分析は、サイクルする「資本蓄積過程」の方程式群による推
定結果の中から、経年ごとの推定結果を取り出して行われることになる。本稿では、制度
部門別すなわち「家計」「企業」「政府」別に方程式を作り、ベースケースで所得水準の推
移や資本ストックの時系列的な動きを分析するとともに、シミュレーションとして外生変
数を変えた場合の GDP の推移やプライマリーバランス（単年の収支均衡と定義しなお
す。）の実現時期等の分析を行う。
さらに、生産関数を構成するもう片方の「労働力」を検討する場合、「日本の人口減少
問題」を、育児政策の長期的展開による出産の促進策や、女性や高齢者の就業率の拡大策
とともに、それを補完する可能性を持った「国際労働移動」となる「移民政策」をも含め
た研究を視野に入れる必要がある。この移民問題は、現在 EU 等が政治的な困難に直面
している問題でもあるが、国際貿易を行う限り避けられない問題でもある。つまり、現代
世界は、ヒト・モノ・カネそして情報が世界中で自由に移動するグローバルな世界へと向
かっており、日本が国際貿易を生業として生きていく限り、財やサービスの輸出入を通じ
て、好むと好まざるとに関わらず、労働の価格が財やサービスの価格に反映され、要素価
格が均等化していく事が、先に述べた HOS モデルから類推される結論であるからであ
る。つまり、現在の日本の様に長期的に移民を拒否し続けても、財の自由貿易を行う限
り、同一製品や同一サービスを生み出す労働に対しては、同一の労働賃金が支払われる様
になるのであり、国境といった概念は国際交易が進化すればするほど長期的には希薄にな
る。よって、発展途上国と同じ製品やサービスを提供するだけなら、国内労働者の賃金が
低下する事は避けられないし、単能的な労働であれば失業すら惹起する。一般に言われ
る、「移民を入れると単純労働者の賃金が低下するから、入れるべきでない。」という主張
は、先の HOS モデルでも述べたように、世界的に普及した技術で作られる一般財の交易
部門では、移民がなくても時間的な差はあるが、理論上財やサービスの交易を通じて、結
果として長期的に低下していくのだから説得力を持たない。つまり、進行するグローバル
な経済環境下での労働者の賃金水準の確保策は、移民の受入れ策との関連はあるものの、
所得の再分配や産業構造改革等の政策として、別次元の問題として考えるべきであるとい
う事である。もちろん、平均賃金等による統計的な実証分析も必要になる。しかし、その
ような傾向があるのであれば、日本の経済成長に向けての残された課題は、「移民を受け
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入れる場合と、受け入れない場合とでは、どちらにメリットがあるのか。」という問題に
集約される。よって、経済成長に必要な労働力の低下を補完できると先行研究等で主張さ
れている諸代替策が、日本の経済成長をどこまで支える事ができるのかという、成長戦略
の選択の問題に帰着する。さらには、国内需要の拡大や国内産業の保持という国内問題
や、海外景気に大きく影響を受けない経済的規模の保持という、経済安全保障の問題とも
切り離すことができない。同様に、「移民を入れるとすれば、どれくらいが妥当なのか。」
という規模の選択の問題にもなる。このような問題に関しては、第 4 章や第 6 章で論じ
られる。
また、もし、日本の労働者が将来的にも、国際基準と比較して大きな労働報酬を得て
豊かな生活を営もうとするならば、常に製品やサービスを改善させ技術を高度化させてい
く必要がある事をも意味しており、賃金の劣化を招かないためにも教育の力が重要にな
る。同時に、国際交易の中で比較劣位にある産業が、短期的な利益を求めて性急に全生産
システムを海外に移転するのではなく、国内 GDP に計上されるような、生産プロセスの
中でも比較優位にあり利益を生み出す部分を国内に残す必要があることをも示唆する。つ
まり、如何に産業の空洞化を避けるかという問題であり、逆に言えば、どこまで輸入代替
財を許容し空洞化を許容できるかという問題でもある。それらを踏まえて、移民を国内に
入れるべきか否かという問題を考える必要があるが、これらの問題の多くは政治的な問題
でもあるので本稿では、制度改正に繋がる政治的な問題に関しては最終章で論じるに止
め、主に成長に必要とされる数量的な分析と推定を各章の中心に置く。一方で、大規模移
民の受入れは、生産関数から測定される TFP の成長に貢献するのか、という問題とも関
連してくる。この事は、第 5 章の人的資本の考察に付随して、「受け入れる移民には、ど
のような資質が求められるか。」という問題や、第 6 章での「学歴の低い単純労働者とし
ての移民のみを受け入れた場合の、経済成長への効果の推定結果」として論じられる。
また、人口問題としての「少子高齢化」と「労働力の減少」、そして「移民」を受け入
れる場合の世界との労働慣習の相違という問題にも触れる必要がある。これは、世界に進
出した日本企業が既に直面している問題でもあるが、日本のこれからの労務管理と労働政
策の問題でもあり、高齢者や女性の労働参加を如何に活性化させるかといった問題にも影
響する課題となる。さらにこの事は、人口減少と低成長が一般的となっている日本経済に
とって、日本の社会、経済活動の基底にある「日本的雇用慣行」の見直しという労働市場
からの構造改革、すなわち、社会の在り方を決定付ける制度、慣習の大転換がなければ、
世界に伍しリードする競争力は保持できなくなる事を強く示唆するものとなる。
このように多分野・多岐に亘る研究となる事が予想されるが、幸いなことに過去から
現在に到るまでに海外を含めた多くの蓄積された先行研究が存在し、様々な観点から検討
を加えることが可能であり、それらの先行研究を使っての研究も可能となっている。ま
た、この「労働力の成長」に関しては、「人口の増減」と「人口に対する労働参加率（就
業率）」の関係が影響してくる。一般に、世界各国の国民の厚生水準は、世界銀行によっ
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て毎年公表されているように、「人口一人当たりの GDP」 3で計測されることが多い。そ
の「人口一人当たり GDP」と「就業率」とは以下の関係がある。
𝐺𝐷𝑃
𝑃𝑂𝑃

=

𝐺𝐷𝑃
𝑁𝐿𝐸

∗

𝑁𝐿𝐸
𝑃𝑂𝑃

(1-1)

= 𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃 ∗ 𝑅𝐴𝑇𝐸

但し、POP=人口、NLE=就業者数、PERGDP=就業一人当たり GDP、RATE=就業率
である。つまり、就業率が高まると「一人当たり GDP」も増える。従って、この「就業
率（労働参加率）」の推定が、人口と労働力の橋渡し役となり、国民の厚生水準を高める
指標としても重要になってくる。これは就業人口に対する非就業人口の増加に伴う、希釈
率や扶養率といわれる指標にも関係するからであり、また、この指数が「人口一人当たり
の所得」と、「労働単位当たりの所得」すなわち「労働生産性」を区別するものとなり留
意すべき数値となるからである。
同時に、人口の構成は、年代毎に異なっているので、長期の推定を行うためには、全体
の人口構成の推定とともに、年齢群団別（コーホート）の長期的な人口の推移と、就業率
を推定する必要が出てくる。この人口構成の部分に関しては、今回の研究では、国立社会
保障人口問題研究所が発表している「日本の将来推計人口」を使う。この推定値には、補
足として移民規模別の人口構成の変化が推定されている。この推計によると、移民規模の
拡大期間は 2015 年からの 20 年間とされており、その後の人口変化は日本人と同じ様に
推移するとされ、長期的な人口動態の把握が可能である。また、この人口構成の変化する
過程から、「人口置換出生率」の低下に対する政府の政策や、高齢人口の労働参加率を高
めるための、「企業に対する従業員の 65 歳までの雇用義務」といった政策や、「働く女性
の就業率の M 字カーブの解消」といった諸施策の効果を確認し、就業者数の将来推定を
行い、それが GDP に与える効果を推定する作業も必要になる。
一方で、「労働力」をどのように考えるのかという問題もある。つまり、単純に労働者
の数で労働を把握するのではなく、「労働者数×労働時間」で労働を計測する方がより厳
密な労働力を定義できると想定するものであり、敷衍すると年齢や性別、そして教育水準
によって、同じ労働時間であっても、投入時間と産出物の比率である「労働効率」に違い
があると想定する考え方もある。さらに突き詰めて考えてみる。生産関数の推定過程の残
差として求められる TFP(全要素生産性)の成長は、経済成長の一要素である「技術進歩」
と見做せた。すると、TFP の成長は、労働効率の一部分を構成する要素としても見做せ
ることから、TFP の成長を推定するパラメーター変数を「労働効率的技術進歩」（ハロッ
ド中立：少ない人数で機械を動かす省力化の技術）として、労働投入部分に付けて推定す
ることもできる。一方で、TFP の成長を「資本効率的技術進歩」（ソロー中立：機械の時
間当たりの生産効率を上げる技術進歩）として、資本部分に付けて推定することも可能で
ある。また、TFP の成長の推定は、そのようにどちらかに偏るべきではなく、「双方を共

3 最近では、アマルティア・センが著書(2001)で主張したように「HDI」指標も多く使われている。
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に引き上げる技術進歩」（ヒックス中立）として推定すべきであるという主張もあり、そ
のいずれを使うにせよ、労働力を単純に人の「数」の問題として処理する事はできない。
このような労働力に関する考え方は、「労働力の質」の問題と考える事ができる。女性
や高齢層の就業率を拡大していく場合でも、この層の労働は、男性の一般労働者と同等の
効果を持つと見なすべきなのか。あるいは、同様の仕事量をこなす時、正規と非正規の区
別はどのような基準でおこなわれ、どのような違いを持つと定義すべきか。また、受けた
教育（小中高大学教育別の区分）や、職場での OJT 教育等は、労働の質の相違や上昇に
貢献しているのかと言った、異質の要素間の労働評価の問題に波及する。このような「労
働の質」は、非常に多岐に分類できることから、夫々の「質」の相違は、どれ位の労働者
数または時間数に匹敵しうるのかというような、多様な労働の質を、計測可能な量へと変
換する研究に繋がる事になる。
これらの課題全てに対して当稿で分析する事は本旨ではないので部分的な分析になる
が、当稿では労働投入を「総労働時間数」と捉えて分析し、「労働の質」に関しては、あ
らゆる質の相違は市場を通じて「賃金」という形に集約されているという命題の下、第 5
章の内生的成長論の項で分析し、通常の生産関数による推定値との対比でその効果を示
す。この労働の質の計測方法は、一般的にはミンサー型の賃金関数を使った分析を通して
行われているが、厳密に言えば、その妥当性の問題も含めて検討しなければならない課題
である。つまり、日本的な労働慣行である「年功序列、終身雇用型賃金体系」が存在する
場合、若年時の労働賃金の後払い的性格がある事から、果たして賃金は市場原理に基づい
て決定されているのかという根本的な問題に発展する。この制度が日本における雇用の流
動性と能力に応じた自由な職業選択を阻んでおり、必要以上に企業に依存しなければなら
ない雇用慣行を生んでいるという主張もある。さらに、もし雇用の流動化を推進し、企業
に依存しない逞しい国際的産業人を育て、世界で求人を行うのであれば、能力に基づく公
正な労働評価が行われるべきで、世界基準の賃金体系を取り入れ、世界的に比較できる
「時間給を基準とした同一労働同一賃金」に準拠すべきで、裁量労働的でない職種の場合
は、日本も適切なジョブディスクリプションを作るべきであるという主張もある。しか
し、賃金に関しては学歴別に就業者の勤務する全期間において格差が存在し、就業者の学
歴別の平均生涯賃金にも格差がある。この格差は日本特有のものではなく世界共通のもの
であり、長期に亘って労働市場を通じて是認され容認されてきている事から、この格差に
は経験的な要因も含めて一定の合理性があるものと考えられる。つまり、学歴別の生涯所
得に関する限り、日本特有の制度によるバイアスは存在しないと考えられる。
一方、この年功序列的な終身雇用に代表される日本的経営こそが、世界と伍していけ
る熟練・技術集約型の労働者を作りあげ、ライフサイクルにあった賃金体系や退職金とい
う制度が、安心して働ける労働環境と成長に必要とされる旺盛な消費需要を生んだとする
主張もある。この問題に関しては明確な結論が出ておらず、企業の労務管理上も試行錯誤
の最中にある。このような議論にまで踏み込むと、法改正、労働政策の変更や企業の労務
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管理運営の問題に言及する必要が出てくるが、グローバル化を進めた一部の企業では既に
直面している課題であり、複線的労務管理が一般化している。また、正規・非正規職員の
処遇問題とも関連する課題でもあり、遅かれ早かれ国内でも世界基準に準拠した、公正で
目に見える形で、「能力によって格差を設ける賃金基準と体系」を作る事が求められ、そ
のためにも、日本的な賃金のあり方（格差のあり方）に関して、議論を煮詰めていくべき
必要不可欠なステップとなる。そこで、「女性や高齢者の就業率の改善」を含めた、「労働
の質」に関しては別途一節を設けて検討する事にする。
さらに、何故、日本は経済成長を確保しなければならないのか、という根本的な課題
に応える必要も出てくる。筆者の周辺でも、「人口が減れば、一人当たりの所得が増える
から、一人当たりの厚生水準は高くなるのではないのか。無用な軋轢を避けられる自然体
のままが良い。」と考えている人も多い。しかし、このような考え方は、短期的にはあっ
ても長期的に妥当かはわからない。その理由は、GDP を生み出す労働や資本の能力が人
口減によって縮んでいくからであり、一人当たり GDP の伸び率には、人口減少率との間
に以下のような関係があるからである。（但し、技術成長率が同じ場合。）
一人当たり GDP 伸び率=GDP 成長率－人口の伸び率

(1-2)

つまり、仮に GDP 成長率がマイナスになれば、人口のマイナスの伸び率がそれ以上でな
ければ、一人当たりの GDP は伸びていかない。よって、人口のマイナス率を高める事を
考えるより、GDP の成長率をゼロ以上に高める事を指向する方が、一人当たり所得の引
き上げには、より建設的であることは明らかである。また、ドーマー条件としての日本の
財政再建の為の成長率確保や社会保障の抱える構造的な問題にも触れていく必要もある。
同時に、貿易立国としての宿命を持つ日本の、生き残る方策に関しての説明も必要にな
る。その為に、議論を行う前の前提数値として、近年の日本経済は、何がどのように変化
してきているのかを、諸統計を使って第 3 章で説明する。しかし、これだけでも、十分
ひとつの研究となりうるので、一般的な説明は第 3 章の冒頭の節で概観していく事に留
め、第 4 章以降のシミュレーションの経済変数とその推定結果に大きく影響する統計数
値のみに限定して 3 章の残り部分でその推移を説明する事としたい。
これらを検討した上で、成長の確保策として、「労働市場の国際的開放」に繋がる「移
民政策」が必要であると指摘することになる。従って、先に述べた高齢者や女性の「労働
参加率」の拡大策だけでは、長期的かつ安定的な持続しうる成長を考えるとき、量的にみ
て成長が困難になるという事や、先の内生的成長モデルを使った場合、質的にも全要素生
産性の成長で経済成長をカバーして行く事は難しい事を実証していくことになる。
また今回、提言しようとしている「移民受入れ策」は、従来の日本の政策の大きな転
換点となるものであり、単なる一時的、短期的な「外国人出稼ぎ労働者」の雇用策ではな
い。家族を伴う長期的滞在による労働力の確保であり、永住や日本人としての市民権の付
与をも目指した「受け入れ策」の提言になる。その意味では、従来あった外国人労働者の
隔離されたような居住環境ではなく、日本人と日々融合し同じ地域で生活をして行く事を
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目指す。その事から、本来であれば、ヨーロッパ等で頻発した「移民の暴動や排斥」の意
味を検討しながら、その際の問題点や、言語の壁の解消、子弟の教育問題も含めた「社会
統合策」にまで言及する必要がある。しかし、そこまで言及すると研究の視野があまりに
も広範囲になる事から、今回は定量的な分析に止める。
さらに、労働市場を国際的に開放した場合、各国との賃金格差による移動誘因はある
ものの、制度的に各国の労働者が日本に来て働くというインセンティブが存在するのかと
いう、労働移動における pull 要因の問題もある。馬(2000.67-95)によると、中国で 1996
年に行われた労働者へのアンケート調査では、賃金や労務管理面等の様々な場面で、日本
企業より欧米系の企業に人気が集まっているとの研究結果がある。もし、この当時の中国
の従業員が感じた日本的経営に対する意見が、今後の新興国からの労働移動を期待する日
本にとって、日本的経営や制度に対する代表的な意見であると見做せるならば、いささか
見通しが暗いものとならざるを得ない。日本への労働移動という人材獲得競争において、
日本企業には欧米企業に比べて pull 要因が少ないのであれば、常に欧米企業の後塵を拝
する事になり、有能な人材が日本に来ないことを意味するからである。そこで最後の章
で、先行研究を踏まえて、移民を受け入れる場合に必要な、「日本的経営の制度改正」の
必要性を述べる。同時に、どうして貿易ではなく労働移動なのか、輸出や海外投資とその
配当だけでも十分日本は成長できるのではないかという疑問もあるであろう。この点に関
しては、経常収支と海外部門を取り込んだシミュレーションを行う事によって、ベースケ
ースと移民を受け入れた場合の GDP の推移の違いを使って説明していく。つまり、国内
の経済成長に海外所得収支がどの程度影響するのか、それは移民を受け入れた場合とどの
程度の GDP の違いとなるのかの確認である。さらに、本来であれば、移民労働は「代替
的」なのか「補完的」なのかという問題も検討する必要がある。つまり、移民労働者は国
内の単純労働者と代替的なので、国内単純労働者の賃金を低下させ、高スキルと低スキル
労働者間の賃金格差を広げる事になるのではないか、という懸念があるからである。一般
的には、今後の日本では人口減少により就業者数の不足が次第に顕在化してくると想定で
きる。現実にも、近年の全国の有効求人倍率の高さから類推できるように、就業者数の不
足が顕在化してきた。この現象を踏まえると、経済の全体的な基調は「補完的」と考えら
れ、また、低スキルの移民労働者が仕事を選ばないのなら、なお一層ネイティブとは「補
完的」であると思われる。なぜなら、現時点では日本人のいやがる「3K(危険・きつい・
汚い)職種」への労働需要が多いと考えられ、日本人と補完的な仕事に就く可能性が高い
からである。その場合は、賃金が低下する事はない。代替的な場合とは、移民者の持つ人
的スキルがネイティブの労働者とほぼ同じで競合する場合である。よって、現時点で不足
感の強い低スキル低賃金労働者間での競合が発生するとは想定しにくい。むしろ、ネイテ
ィブと同程度の学歴を持っている層や、専門性の高い仕事や熟練度の高い労働者層と競合
し、この層の方が代替的であることの方が強い。よって、ネイティブのこの層が移民層と
競合し、賃金が低下したり市場を退出させられたりする可能性は高くなる。このように考
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えると、スキルの差による賃金格差の拡大傾向は、移民によって一定程度抑えられること
も想定できる。ただ、本稿の研究目的は、日本人と同化する移民層を想定しており賃金分
析が目的ではないので、賃金に関しては部分的な説明に留め、ネイティブと移民層に分離
して賃金格差が拡大したかどうかという点に関しての分析は行わない。先にも述べた様
に、このような平均賃金の低下や格差拡大を防止する方策は、移民数の拡大の問題とは別
の問題である。つまり、このような問題では、再分配・教育・産業構造転換政策を含めた
議論が必要であり、本稿では詳細な議論は行わないという事である。同時に、移民層に関
しては自然な同化を前提とするので、入国初期の教育や住居等の斡旋を除いて、移民に対
して永続的なコスト要因となる特別な施策を講じる必要はないと想定している。一方で、
移民や女性、高齢者層を含めた就業者数の増大を考える大前提として、本稿が長期的な経
済モデルを使っている事から、就業者の需給の均衡も労働市場を通じて常に均衡している
と想定している。つまり、本稿が想定するいかなる量の就業者数供給量であっても、国内
労働市場を通じて、また、職業安定所等の公的支援、企業等の私的支援によって、適切に
過不足なく生産過程に割り当てられると想定している事に留意されたい。
議論は多岐に亘るが、いずれにせよ、当研究の主たる目的は、日本経済の将来にわた
る「長期シミュレーション」であり、上で述べた諸課題を勘案しながら、様々な条件を加
えた事例を想定し検証していく事になる。そして、「将来の我が国の経済成長、そして財
政状況は、人口動態の変化によってどのように変化するのか」を、それらの想定されるケ
ース毎に「数値」を以て明らかにすることが目的である。先に述べた様に、この研究では
考察すべき課題が多い。そこで、部分的に先行研究の成果や結果を使っての論述となる
が、少なくともこれらの輻輳する諸課題を事前に総合的に比較検討しておかなければ、
「移民受入れの提言」は受け入れられるべくもないであろう。
想定するシミュレーションでの基本的なケースは、労働力の長期にわたる減少トレン
ドを容認した現状維持の場合のベースケース、労働力確保の諸方策の効果が上がるという
シナリオに基づくシミュレーション（移民によって人口を補填した場合の「規模別」の長
期予測を含む）、政策としてのシミュレーションの三つの長期予測になる。そのツールと
して、「理論モデル」と、その応用版の計量経済モデルである「連立同時方程式モデル」
を作り推定する。このモデルに関してはルーカス批判やシムズ批判等もあるが、錯綜して
きた先行研究での議論を整理して検討するには、最善の方法であると考えている。
以上、方法論等に関して縷々述べてきたが、まとめると本稿で分析する基本的な視点
は、「長期的な経済成長を担保する労働投入量を、どのようにして確保するのか。」という
点に集約され、その方策毎の経済成長の長期シミュレーション分析になる。その方策に
は、移民の受入れ策も含めて、以下の 6 つの方策が考えられる。先行研究や様々な議論
では、これらの主張がバラバラに述べられる事が多く、同じモデルでの比較検討が行われ
ていないので、議論の焦点が明確にならずにかみ合わない場面がしばしばみられる。そこ
で、本稿では以下に列挙しているように、先行研究で述べられた「労働力を補完すると言
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われている諸方策」は、本当に日本の将来の経済成長に資するのかという点を基準にし
て、その優劣を判断していく。なお、本稿では 1 の出生率を上げる方策に関しては、経
済成長には必要な方策ではあるが時間的に大きなラグが発生し、対策と効果に関しての分
析が難しい事と、政府が既に対策を行っている事から、出生率の統計値の違いによって経
済成長過程がどの程度違ってくるのかに関して、2012 年と 2017 年の出生率統計の違い
による就業者数の違いが、将来 GDP へどのように影響するのかという観点から簡単なシ
ョミュレーション結果を提示するにとどめ、分析に関しては 2 から 6 の方策に焦点を絞
っている。分析のポイントは、以下の 6 つである。
1. 人口を増やすために、日本人の出生率を上げる。
2. 一人当たり平均労働時間数を増やす。
3. 女性の労働参加率を上げる。
4. 高齢者の労働参加率を上げる。
5. TFP の一部である、人的資本の能力を上げる。
6. 外国からの移民を増やす。（定住や永住者）
以上が、本稿の理論的裏付けと、方法論、そして検討のポイントである。ここで、こ
のような分析を総合的に行った場合の、本研究の意義と貢献に関してまとめる。本研究の
意義は、既に述べた目的との関連から以下のようにまとめられる。
1. 先行研究で人口減少を補完すると主張されている諸方策が、経済成長に対してどの程
度の効果を持つのかを、量的、総合的に同一モデルで比較する。その結果、先行研究
でのモデルの違いからすれ違いがちな、諸方策間の輻輳する議論に結論を与える。
2. 直近の経済諸要素の傾向値を踏まえた連立方程式モデルを考案する。また、最新の人
口統計(2017)を使って、高齢化や人口減少の経済成長に与える影響を長期(100 年)的
に推定し、成長過程をビジュアルに示す。同時に、税収規模やプライマリーバランス
の達成時期も明示する。
3. 海外研究ではよくある、学歴別の人的資本をモデルに組み込んだ日本での実証研究は
少ない。本稿では推定の基本となる学歴による賃金差を利用して人的資本を推定し、
それを生産関数に組み込んで、シミュレーションに使う。
4. 人的資本をネイティブと移民層で変化させ、将来の経済成長に与える人的資本の効果
をシミュレーションする。これは日本では新しい試みになると思われる。
5. 最終的に、日本の経済成長に必要とされる移民規模とその資質を提示する。
次章では、過去から行われてきた「人口と経済成長」に関する諸先行研究を、経済成
長を促すと思われる「移民政策」に関して積極的か、無視を含めて消極的かに分類し、時
系列的に概要をまとめている。これらの研究は、もともと「人口の高齢化の進展と社会保
障」の議論から発生していることから、この歴史的な経緯に関しても次章の冒頭でまとめ
た。同じく付論で、「外国人労働者と移民政策」に関する過去からの議論も概括している
ので参照されたい。また、今回の経済成長モデルによるシミュレーションを行うに当たっ
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ての、前提部分を構成する、経済成長に必要な労働市場や制度に関する研究成果や、深刻
になりつつある人口問題や社会保障等に関する先行研究成果も概説している。さらに、各
先行研究で不足していると思われる部分を指摘し、当稿で分析し検証すべき課題を明確に
した。
これらを踏まえて、第 3 章の冒頭で今後の議論の最も前提となる「日本経済の成長に
必要なものは何なのか。」を、バブル崩壊後の経済に対する成長への貢献度等を通商白書
や政府の経済計画等の記述を通じて簡潔に振り返り考察していく事にする。
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第2章
第1節

人口減少と経済成長に関する先行研究と歴史的背景
労働移動論・人口と経済成長論・制度論・人口論

1-1 人口減少問題に関する過去の議論の整理
「人口と成長」の議論に関しては、古いところでは、1972 年に発表された MIT のデニ
ス・メドウズを主査とするローマクラブの「成長の限界-人類の危機レポート 」があげら
れる。当レポートは、マルサスの人口論のダイナミック分析であるが、この中に記述され
たエネルギーの枯渇問題は我々に大きな衝撃を与え、続いて起こった「第一次オイルショ
ック」で、まさにその成長の限界を実感する事になった。
我が国の経済計画に初めて「高齢化」という表現が出てきたのは、内閣府(1979)である
と思われる。その中の、「新しい対応を必要としている基本的背景」の中で、「経済は先進
諸国にキャッチアップしたが、個人の高貯蓄率を基に経済の質的転換を図る必要がある。
今後、我が国は、高齢化社会への備えと対応を迫られることになるので、活力に満ちた経
済と人間味豊かな相互依存社会が調和して形成されるような社会基盤を整える必要があ
る。」(要約)と述べている。
もともと、我が国における人口と労働力、そこから派生する経済成長の議論に関して
は、歴史的に高齢化社会に対応する社会のあり方の問題に端を発し、1980 年代後半の高
齢者の社会保障のあり方や、財源に関する様々な議論の中にその出発点がある。この段階
での議論が少子化問題へと発展し、現在の経済成長低下への警鐘へと繋がるので、この高
齢者の社会保障に関する議論の経緯から概説しておきたい。一方、移民労働の受け入れに
関しては、それ以前の高度成長期にも労働力不足との関連で、産業界からの要望が行われ
ていたが、雇用対策基本計画の中で政治的に再三にわたって否定されている。この間の経
緯に関しては、付論に概要を記したので併せて参照されたい。
1980 年代後半のバブル経済の進行する中で、マスメディアを通じてさかんに報道され
たのは、1989 年の我が国初めての消費税の導入問題であり、これと連動する形で、消費
税の使用目的として説明されたのが、高齢社会に相応しい社会保障制度であった。その具
体策が、厚生労働省(1989)の通称「ゴールドプラン」という社会保障に関する 10 年計画
であった 4。この計画では、高齢者の在宅介護による「寝たきり老人ゼロ」が提唱されて
いる。その後、2000 年 4 月の介護保険制度の導入に対応するために、全面改定された厚
生労働省(1994)の通称「新ゴールドプラン」が発表されている 5。
4

高齢社会に備えて、1989 年に 10 年間を見すえ高齢者対策強化の目的で策定された施策計画（高齢者保健福祉推進 10
ヵ年戦略）。ゴールドプランでは、市町村における在宅福祉対策の緊急実施、施設の緊急整備が図られ、特別養護老人
ホーム・デイサービス・ショートステイなどの施設の緊急整備、ホームヘルパーの養成などによる在宅福祉の推進な
ど、柱として掲げられた。

5

新ゴールドプランの柱は在宅介護の充実に重点を置き、ヘルパーの数 17 万人の確保、訪問看護ステーションを 5,00
ヶ所所設置するなどを目標とした。1999 年度で新ゴールドプランは終了し、新たに策定された高齢者保健福祉計画が
ゴールドプラン 21 である。
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この消費税導入の議論の中では、日本の少子化問題は、人口の減少問題として論じら
れてはいたが、むしろ高齢化の方向へと動く人口構成の変化の議論が主流であった。この
時点では、高齢化社会に対応した政府の社会保障政策には好意的な見解が強く 6、特に財
源等の問題が深刻化していたわけではない。このように高齢社会問題 7は、当初から税と
社会保障の問題として一体で議論されている。1999 年に新ゴールドプランが終了するの
を受けて同年に出されたのが、再改定された厚生労働省(1999)の通称「ゴールドプラン
21」である。この計画は、「いかに活力ある社会を作っていくか」を目標とし、「高齢者
が尊厳を保ちながら暮らせる社会づくり」「若々しい高齢者の推進」、「支えあう地域づく
り」「保健福祉を支える基盤づくり」を柱としてしている。この計画では、それまで盛り
込まれていなかったグループホームの整備を具体的な施策として掲げている 8。 現在はそ
の延長線上にあり、高騰する介護を含めた社会保障費用問題を、消費税のアップという形
で補填するという方向に向かっており、これに関しては、各種の世論調査をみる限り国民
的なコンセンサスが得られているようである。
一方、高齢化社会というときに現在ではセットで捉えられる少子化問題に関しては、
今日の様な「少子高齢化問題」としては、1990 年代初めまであまり問題になる事はなか
った。それ以前には、1973 年のオイルショックもあったことから、資源制約と人口増大
の相反関係から日本人口会議などの議論では、今とは逆にむしろ少子化を目指す政策も提
案された時期もあった。しかし、1973 年の出生数約 209 万人、合計特殊出生率 2.14 を
ピークに、1975 年には出生率が 2 を下回り、出生数も 200 万人を割り込んで以降、人口
置換水準は回復せず少子化が今日まで継続する状態となっている。一方、それまでの厚生
省の将来人口推計では出生率が回復すると予測し続けていたが一向に回復せず、1992 年
度の国民生活白書で初めて「少子化」という言葉が使われ、一般に広まった。その後の人
口構成の推移をみてみると、1995 年に生産年齢人口が 8,717 万人と過去最高になり、
1998 年に労働力人口が 6,793 万人と過去最高となったが、1999 年以降は、双方とも減少
過程に入った。その後も出生率の減少は続き、2005 年には、出生数が約 106 万人とな
り、合計特殊出生率は 1.26 と過去最低を記録し、総人口の減少も始まった。その後、出
生率は若干の回復傾向を示し、2010 年には出生数が約 107 万人、合計特殊出生率が 1.39
となった以降、出生数が約 100 万人、合計特殊出生率が 1.3 の周辺にある。しかし、出
産適齢期の女性の数も次第に減少してきたため、合計特殊出生率が上昇しても出生数はあ
まり増加せず、2005 年に出生数が 110 万人を切ってからは継続して 110 万人を割り込み
続けている。この原因は、日本社会の「未婚化、晩婚化」であり、1975 年以降の年齢別
未婚率の推移をみると、男性、女性ともに上昇し 、1995 年における女性の未婚率は

6 1989 年の参院選は消費税導入で自民党が大敗したが、橋本蔵相人気もあり女性層に好評だった。
7 高齢化社会とは、65 歳以上人口が 7％以上の社会であり、高齢社会とは、それが 14%以上の社会。
8 厚生労働省(1999)「今後 5 か年間の高齢者保健福祉施策の方向（ゴールドプラン 21）」
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1975 年の倍以上の占率となっている。この結果、直近の合計特殊出生率は 1.34 となり、
人口置換水準を大きく下回っている。一方、冒頭で紹介した図 1-1 にもあるように、65
歳以上人口は、1970 年には 740 万人ほどであったが、1980 年には 1,000 万人を超え、
2015 年には約 3,200 万人と推定されている。その後もゆるやかに増加を続けて 2040 年
頃に 3370 万人ほどでピークを迎える。その後はゆるやかに減少し続け 2050 年には 3250
万人ほどになり、2100 年頃には 2000 万人を下回ると推計されている。また、1997 年に
老年人口が幼年人口を上回るようになったが、2050 年には老年人口に対して幼年人口は
半分以下になると予測されている。
かつて、子供を多く持つ事は、親の世代が老齢になったとき面倒をみてくれる「老後
の保険」としての性格が大きかった。しかし、1973 年の田中内閣において、老人医療費
の無料化、医療保険の給付率の改善、年金の物価スライド制の導入などが行われ、国によ
る高齢者福祉への道が拓かれた。一部では批判もあったが、欧州に比べて「福祉政策」が
遅れていた事もあり、社会保障の原則である「相互扶助（賦課方式）」に加え、この年に
国の財政に依存する形での福祉政策が始まっている。また、自営業が減少し始め、雇用者
が増加していったのもこの頃からであり、雇用者の増加によって老後は「年金」生活を行
う事が可能になる事から、「子供は老後の保険」という考え方が徐々に少なくなっていっ
た。
1-2 労働移動理論と実証分析に関する先行研究
前章でも述べているが、本稿の理論的な背景には、新古典派理論に基づく開発経済学
における労働移動理論がある。労働移動研究には、その草分け的な存在の Lewis(1954)
や、Ranis and Fei(1961)のルイス流の二重経済論、そして、Harris and Todaro(1970)モ
デルがある。これらの研究は、労働移動を引き起こす誘因と、そのもたらす結果（賃金、
失業率等）に関する研究である。ルイス流の二重経済論の内容を簡単に述べると、「経済
は、進んだ近代部門（都市）と遅れた伝統部門（農業）から構成されると考える。労働者
は農業の賃金より高い賃金を求めて都市に移動しようとするが、都市では賃金の硬直性
（最低賃金等）のゆえに失業が存在している。（都市に移動すれば失業するかもしれない
が、実際にはそれでも都市への流入が続いている。そのような失業するかもしれないリス
クをとってまで都市に流入するのは、）労働移動は、もっぱら期待賃金を求めて都市に流
入する形で発生するということにある。」(多和田 2002,97)、というものである。一方
で、国際的な労働移動を研究する場合には、国際経済学の理論との整合性が必要になって
くる。労働移動理論であるハリス・トダロモデルと HOS モデルに対して、長島(2010)
は、「ハリス・トダロモデルは、そのモデルの形態のみで類別すれば、(HOS モデルの)特
殊要素モデルそのものである。」(長島 2010,6)と述べているように、新古典派の枠組みと
整合的である。従って、国際的な労働移動を対象とする場合には、本稿が前提とした国際
貿易論との整合性を持つ HOS モデルで説明することが可能になる。しかし、このモデル
は、両国間で集計された技術水準が全く同じである事を前提にし、静学的な生産要素分配
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の固定化を前提にしており、現実にはありえない前提を持った「純粋理論なのである。」
(長島 2010.6)そこで、現実を説明する場合にはモデルの前提条件の修正が必要であり、そ
こから財交易の進展による結果や、現代のように生産要素が移動する場合に生じる結果に
対する示唆が得られる。さらには、財交易や生産要素の移動が行われると、一国の財生産
の組み合わせが変わり、動的に産業構造を変える事から、経済発展段階論(Rostow1960,
小島 2000,Vernon1979)や、それに付随する社会変動論とも関連する研究となる。このよ
うに労働移動の理論は広範な分野へと発展していく。
現在の労働移動論は、単純なモデルから離れて、現実を上手く描写するように、精緻
な理論体系への道を辿っているようである。厳(2000)は、近年の労働移動の研究を詳細に
サーベイし、労働移動理論の展開と、労働移動の実証分析とに分けて解説している。その
中で、労働移動理論に関しては、新しい労働移動の経済学が盛んになってきており、実証
研究にも多く使われているとある。これらは、精緻なモデルを作ろうという試みである。
さらに、トダロ等のインフォーマルセクターに類似する、労働市場の階層化理論もあると
され、これは経済や労働市場の二重構造論とも関連している。一方の実証分析には、移動
誘因分析と、移動による結果分析の二つがある。さらに、これらを分析する手法も進化し
てきている。移動誘因分析では、労働移動を各種の集計された変数を使って説明するマク
ロアプローチが使われることが多い。その場合、従属変数に移動量や移動確率が設定され
ると、説明変数には基本的に期待賃金格差が使われ、それに長期的な所得や移動費用面、
人的資本（年齢や性別等の属性）や重力（距離等）モデルが加えられて使われることが多
い。また、労働移動の結果分析では、送り出し部門と受け手部門に分けて、短期と長期の
経済成長、賃金水準や労働生産性、失業率等の経済諸指標に与える影響の分析が行われて
いる。従属変数は、分析したい項目、たとえば賃金等になる。分析手法に関しては、通常
は重回帰分析が使われるが、精緻化させる場合が多くなってきている事から、連立方程式
モデルも多く使われている。最近では、因子分析も行われるようになってきた。なお、開
発経済学の労働移動を誘発する要因の議論の中では、Lee(1966)による Push-Pull Factor
分析も良く使われる。この概念は、移動する個人にとって、送り出し側（生活している場
所）に不都合な理由があって移動する場合が Push Factor であり、受け手側に魅力的な
理由があって移動する場合が Pull Factor である。このどちらの要因が大きいかで移動が
決まるという理論であり、直感的には理解しやすい。
以上、理論面・実証誘因分析・実証結果分析・分析手法に関する研究の展開状況を概
観してみた。このような労働移動の研究に関しては、欧米での研究成果は極めて多い。逆
に、日本での研究者や日本を対象とした研究は少ない。本稿の研究目的は、既に述べたよ
うに、これらの労働移動の研究を精緻に発展させたり、理論的妥当性を論じたりするもの
ではない。これらの理論をフォローして、移動の実証研究を行うものでもない。基本的な
二部門モデルを使い、移動誘因に関しては、様々な理論的な発展もあるが、最も原点とな
る地域間の賃金格差という誘因が作用するとしている。本稿は、移動そのものの分析を行
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うものではない事から、充分な仮定であると考える。また前節において、本稿が前提とす
る理論上の制約条件や、理論から示唆される現代の生産要素の移動に関する国際交易論的
な見方に関しては説明済みであるので、ここでの説明は省略する。一方、実証研究のうち
の結果分析については、選択的にサーベイする必要性がある。何故なら、本稿のように移
民政策の導入を主張する場合、現在の移民規制の根拠として挙げられているのが、移民労
働者が労働市場へ参入する場合の国内労働者の賃金に与える影響であり、技術進歩に与え
る移民の資質等の問題であるからである。よって、今後の議論の焦点となる、移民を受け
入れた場合のネイティブの「賃金」の変化を、海外の研究ではどのように分析しているの
かを見ておくことは重要である。そこで、移動の結果分析で国内労働者の「賃金」に関す
る海外の実証研究をサーベイする。前節で述べた様に、国際交易理論である HOS モデル
では、生産要素価格である賃金は均等化していく傾向にあった。ただし、各国の技術水準
が違う場合、資本蓄積過程にも影響を与えるので、必ずしもすべての財の生産労働者の賃
金が均等化する訳ではなかった。そこで、本稿のような実証的な研究が必要になるのであ
るが、最も望ましい実証研究の舞台は、統計的に十分な規模を持つ国家に準じた産業構造
を持つ都市に、ある時突然に大量の移民が訪れ、その時点の前後のある程度長い期間で、
労働者の賃金や失業率等の統計値の変化を調べるといったものであろう。その場合、ネイ
ティブと移民の両方でその労働者の学歴や賃金等の属性がわかる統計が存在している事が
必要になる。また、その大規模な移民が発生した以降は、あまり移動が発生していないこ
と等も必要であろう。しかし、そのような特殊な事例が頻繁にあるわけではない。そこ
で、一般的にはある地域の労働人口、その学歴や賃金等の調査資料があり、移動が活発だ
った時期を挟む持つ二つの時点をとって、二つのグループ(熟練と単純労働者)を設定し、
その間の賃金の変化を従属変数とし、各グループの人口に対する移民数の変化を説明変数
として、その弾力性の違いを分析する手法が採られている。もちろん、両期間でそもそも
の純移民数にある程度の相違があることが必要である。また、両期間の統計値から学歴構
成や賃金がつかめる事も必要になる。より精緻に分析する場合には、より広範な統計値を
使って一般均衡モデルを作り、そこから移民の弾力性分析に使うパラメーターが導出され
て使われる。そのようにして、移民数の変化による賃金や失業率に与える効果が測定され
る。このような研究は、日本ではあまり見られない。その理由は、日本には国内のネイテ
ィブの賃金や失業率に影響する様な移民の規模が存在しないからである。従って、このよ
うな研究は外国の研究者に頼るしかない。先に述べたように、移民数と国内労働者の賃
金、特に単純(低技能)労働者の賃金に与える影響を中心に実証研究を行っている代表的な
研究には、G.Borjas(1992.2005.2006)、D.Card(1990)、J.G.Altonji and D.Card(1991)、
G.I.P.Ottaviano and G.Peri(2006)がある。このような研究で、最も興味を引く研究は、
Card(1990)が取り上げている 1980 年のマリエル事件(Mariel Boatlift)の研究であろう。
この事件は、当時のキューバ政府に不満を持つ住民が移民を希望したことから始まってい
るが、結果的に 5 カ月の間にキューバから米国のマイアミに、12 万 5 千人ともいわれる
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移民を送り出した。これは、まさに労働移動に関する壮大な自然実験であった。
Card(1990)は、このマイアミの労働者に生じる経済的変化を観察したのである。ところ
が、驚くべきことに大規模な移住にも関わらず、ネイティブの単純労働者の賃金や失業率
には、ほとんど何の影響も出なかったと結論付けている。つまり、当時のマイアミでの移
民受け入れは、ネイティブの労働者と極めて補完的であったのである。このような、自然
実験の舞台は非常に限られるが、直近では、1978 年の改革開放以降の中国がこれに該当
する。中国の農民工の労働移動に焦点をあてた研究は、日本でも比較的多くあり、南
(1999)、厳(2009)等が代表格である。しかし、米国の研究の様に、国内農村の低技能労働
者の都市への移動による、都市労働者賃金への影響を計量経済学的な手法で推定するとい
った手法をとっている研究は少ない。この理由は、統計資料の未整備によるものである。
論点を米国での実証研究に戻すと、米国が移民の国内労働者賃金に与える影響の分析
を 1990 年代に行ったのには理由がある。それは、1980 年代に米国労働者の実質賃金が
低下していったという事に端を発しており、その原因の一つが移民労働者の増加によるも
のではないかとの疑念があったためであった。そのため、彼らが取り組んだ分析の主要な
論点は、「ロースキル（または、ハイスキル）の移民労働者が国内で職を得る場合、ネイ
ティブの労働者の賃金を下げるのか。」という点にあった。この点に関しては、Borjas
が、移民はネイティブ労働者の賃金を下げるとして、移民に対しては慎重であるのに対し
て、Card らは、下げるが大きなものではないとして、移民の受入れについては中立的で
あるという点で、大きな違いが発生している。彼らは、同じような研究を行っているので
あるが、期間の採り方や都市の選択、属性の相違、および推定方法の違いで、結果に若干
の相違が出てきている為である。それに対して、Ottaviano and Peri(2006)の研究では、
年ごとに資本が調整される生産関数を明示的に使っている。その理由は、従来の研究のよ
うに、移民以外の他のグループの労働供給や資本の供給が一定だと想定する事は、部分的
すぎるからだと述べている。また、同じ学歴等の属性を持つ移民であっても、ネイティブ
に対して必ずしも「代替的」なばかりではなく、むしろ「補完的」な職業を選んでいる場
合もあるとして、両者間の完全代替性を見直している。そのような修正を加えると、移民
の受入れは、同等の属性を持つネイティブの賃金を引き上げ、経済成長に貢献するという
ものであり、彼らは移民肯定派であるといえる。
以上を、労働移動理論と実証分析に関する先行研究のサーベイとするが、結果として
導ける示唆は、Ottaviano and Peri(2006)が言うように、移民受け入れの研究の場合、モ
デルに生産関数を取り込み、動的な資本蓄積過程や、人的資本の代替性を考慮すべきであ
るということになるだろう。結果に関して注意すべきは、米国の研究で上記のような結果
が出たからと言って、必ずしも日本で同じような結果になるとは限らないという事であ
る。一般的な傾向としては、似通っているだろうとは言えても、そもそもの基礎数値自体
が異なっているので、日本に当て嵌めるには、日本の事例で実証的に推定する必要があ
る。
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1-3 人口減少と経済成長に関する先行研究
人口減少と経済成長に関しての記事がメディアにしばしば登場するようになるのは
2000 年を過ぎた頃からである 9。同時にこの頃から、人口減少に伴う労働力不足に対する
対策として、「移民の受入れ」に関する議論が多くなってきている。その理由の一つは、
国連人口部から、United Nation(2000)が出された影響も大きい。この研究では、今後、
人口減少の影響を最も受けるのは、日本とイタリアであるとされている。他の先進諸国
は、従来と同じ規模の移民を入れれば人口水準は保たれるとした。この中で述べられる、
人口の置き換え移動(Replacement Migration)という概念は、開発経済学の概念である。
この研究によると、日本は 1995 年以降 2050 年まで、1995 年の人口を維持する為には毎
年 34 万人、生産年齢人口を維持する為には毎年 65 万人の移民を受け入れなければなら
ないとされている。その理由として、先進国においては、出生率の改善は極めて困難であ
るからであるとした。国内で出生人口が増えない以上、人口を維持するには移民に頼らざ
るを得ないが、健常な高齢者が増えてきている事から、生産年齢人口の減少を抑えるため
には、この人口の定義を変えても良く、定年年齢を 65 歳から 75 歳へと引き上げる必要
もあると述べている。この生産年齢人口の減少に対する警鐘が、経済成長低下の懸念へと
つながり、同時に、制度的な企業の定年年齢の引き上げの議論に拍車をかけた。
ここで、本稿の目的を再度確認する。本稿の目的は、「移民」という人口補填策を含め
て、就業者数の減少を補うと主張されている様々な方策が、人口減少下にある日本の「経
済成長」にどの程度貢献するのかを、モデルを通じて実証的に示す事にあった。つまり、
将来の日本経済の主な問題点は、人口減少による就業者数の減少である。よって、就業者
数の減少と経済成長との関連を述べたり、将来像を示したりしている過去研究をサーベイ
し、先行研究は就業者減少に対する対策として、どのような方策を提案しているのかを確
認する必要がある。ところが、日本の研究をサーベイしてみると、大がかりな日本経済の
将来推定であるにも関わらず、将来の日本経済の推定は行っていても、その対策として移
民という人口補填策を考慮していない研究も多々ある。しかし、問題の解決策として、移
民を考慮しないという選択肢はない。この種のシミュレーションでは、①原因となる要
素、すなわち説明変数の変化の分析（ここでは、人口動態の変化）、②従属変数の変化の
推移（ここでは、GDP）、③それに対する対応策（ここでは、移民他の諸方策）とする構
成が一般的であり、従属変数に影響する説明変数は網羅されるべきであるからである。し
かし、移民という対策を欠いていても、将来像をどのように見ているのかかという推定結
果には、注目する必要があるであろう。もちろん、移民を視野に入れた分析であっても、

9 2009 年から日本経済は縮小、投資主導から消費主導の経済へ。 『
【特集】日本経済人口減少ショック（「エコノミスト」

2004 年 8 月 31 日号）』 •「標準世帯」（夫、妻、子供二人）が消え、シングル世帯比率が上昇。 『【特集】人口減、ニ
ッポンの大誤算（「日本経済新聞」2004 年 8 月 23 日朝刊）』 •人口減少下では縮小するパイの取り合いに。180 度の意
識革命が必要。 『【特集】孫がいなくなる日 人口減少経済の衝撃（「週間東洋経済」2004 年 7 月 17 日号）』 等。
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移民政策に対しては賛否両論がある。そこでここでは、日本の研究に関しては、移民政策
の賛成派と、反対または無視派に分けて研究を整理する。
日本の研究のサーベイに入る前に、先に海外の研究を概観してみる。海外では本稿の
様な、人口減少を補填すると考えられるいくつかの方策を比較して、各方策がどの程度の
経済成長効果を持つのかを総合的に検討した研究はそれほど多くはない。このような研究
は、日本に差し迫った切実さがあるからか日本に多い。海外の研究で、人口と経済成長の
関係を中心にして、計量経済モデルで総合的に推定した研究には、前章で引用した
IMF(2004)や、IMF の研究と同じような結果であるが、東・東南アジア諸国を中心に据
えた Walmsley(2013)等の研究がある。また直近でも、移民の経済成長に与える効果と
か、移民の財政に与える効果等に関しては、本稿の予定しているような総合的なものでは
ないが、単一のテーマ毎に実証的に行われた研究はいくつかある。その代表に、本稿と同
じテーマで研究している Boubtane(2013)がある。すなわち、「移民の経済成長に与える
影響の研究」である。この研究は、移民以外の諸方策までモデルで推定した総合研究では
ない。しかし、この研究を含めて、移民に関する様々な研究成果を総合的、簡潔にまとめ
ている OECD(2014)があるので、これらの研究がどのような研究結果を述べているのか
をみていく。
IMF(2004)は、先の UN(2000)の人口動態調査を使って、先進各国の 2050 年までの経
済成長見通しを、世界 115 国のパネルデータに基づいた計量経済モデルを使って行って
いる点に特徴がある。この研究によると、人口の急速な減少が予測されている日本の経済
成長は、2000 年から 2050 年までの平均で-0.8％とされ慢性的にマイナスになり、経常収
支も平均的に-2.5％とマイナスになると予想されている。現在までの実際の経済成長と
2000 年以降のそれとを比較してみると、現時点で予想ははずれている。この原因は、経
常収支が実際にはプラスになっているためである。ここから、貿易収支の確保だけではな
く、所得収支を含めた日本の経常収支を確保することの重要性がわかる。しかし、この部
分がマイナスになると、この研究の予測通りに GDP はマイナスに転じると推測できる。
また、将来の貯蓄に関しては、高齢化の進展から大きくマイナスになっていき、それに伴
う投資も低調になっていくと推定されている。この傾向は、世界各国で高齢化が進展する
事から、日本だけでなく世界的に起こる現象であるという結果を出している。
OECD(2014)の研究は、主に、移民の経済的効果を、①労働市場に与える影響、②財政
に与える影響、③経済成長に与える影響、の 3 つに分けて、各種の実証研究の結果をま
とめている。ここで、まとめられた結論は、①移民労働者は、高技能・低技能の双方の労
働市場で重要な貢献をしている。=2000 年または 2001 年に、米国への移民で、急成長分
野の職業に就いたのは、採用者の 22％で、低成長分野の職業に就いたのは採用者の 28％
②ヨーロッパの、自由移民制度は、労働市場の不均衡に対処するのに役立っている。=異
なる時間と強さで域内に生じた労働市場の不均衡の 1/4 が、移民で調整された。③移民
は、個々人が受け取る以上に、税金や社会保険料の支払いで貢献している。=OECD 諸国
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での 50 年間の累積で見ると、移民の費用対受益の収支はほぼ 0％である。移民は、財政
に対して負担でもなければ、財政問題に対する万能薬でもない。④移民は、経済成長とイ
ノベーションに貢献している、である。この④の部分に関しては、本稿の研究と類似点が
多く、多くの示唆を含んでいるので、当研究の一部として次に少し詳しく見ていく。
Boubtane(2013)では、Mankiw 等の人的資本を明示的に持つ生産関数を使って、1986
年から 2006 年までの 22 の OECD 諸国（除、日本）の移民数と資質、国内労働者の量と
資質等の統計値を使って、移民の経済成長に与える効果を調べた。この結果によると、移
民は経済成長においてプラスであるだけでなく、人的資本にもプラスの効果を持つ事で貢
献すると結論付けている。もちろん、各国にはポイント制等を使った、移民労働者の選択
システム等があり、その影響もあると思われる。しかし、その移民のもたらす人的資本へ
の貢献度は、かなり低いとした。ちなみにそのことが生産性に与える効果は、「移民の
50％の増加は、生産性を 0.3％増加させる。」というものである。この傾向は、高度に選
別的な移民政策を採っている国でも同じで、移民の選別政策によって、顕著な生産性の上
昇は見られないとしている。通常、生産性は、生産関数を一人当たりにしたもので表現さ
れる。生産性（GDP/就業者数）の上昇には、「人的資本」の成長（一般的な生産関数で
は、全要素生産性 A と表示される。）と、「一人当たり資本の成長」が必要である。しか
し、一人当たり資本は、移民の継続的な流入によって、「希釈効果」が発生する。そこ
で、その低下を上回る人的資本の成長がなければ、生産性の上昇は達成できない。従っ
て、Boubtane(2013)の結果は大きな意味を持っている。一般的には、海外移民の学歴等
の人的属性は、国内の平均的人的属性より低いとされているからであり、その事が、大量
移民を受け入れた場合、賃金の低下とともに、技術進歩を遅らせるとする大きな根拠とな
っているからである。しかも、日本の様に高度な資質を持った移民のみを受け入れるとし
た政策を持つ国であっても、生産性では変わりがないという結論が出ているからである。
このような結論は、22 の OECD 各国では、かつてのような低スキルの単純労働者の受入
れという姿勢から方向転換してきており、最近の移民の持つ人的資質が変化しているとい
う事を示している。同時に、移民労働者が生産過程の中で大きな役割を示すようになって
きている事を表している。OECD(2014)によると、この研究以外には、多数の国を跨って
の実証研究は、ほとんどないのが現状のようである。その理由は、スキル毎の国際移動に
関する整合的に比較できる統計データが不足しているからとの事である。但し、国毎の研
究成果を見ていくと、米国ではスキルと能力を持った移民が、イノベーションに貢献して
いるとする研究もある。さらに、人口増加に関するいくつかの実証研究の結果が述べられ
ている。つまり、移民するのは若い世代が多く、その事は人口構成ピラミッドの形状を変
え、生産年齢人口の高齢者層の扶養率を下げる効果がある。また近年、高度教育を受けた
移民の数が、OECD 諸国では近年急激に増えてきており、かつてのような低技能労働者
が、製造業に集中するといった現象は希薄になってきている。その中でもアジアからの高
度教育を受けた移民数が増えてきているとしている。
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以上を、海外の研究のサーベイとするが、高度教育を受けた人材の OECD 諸国での獲
得競争は、既に始まっている様子が垣間見える。
日本においての人口動態と経済成長に関する個人の総合的な研究としては、古田(2003)
が嚆矢として挙げられる。その中で、日本は「濃縮国家」になるべきであると提唱されて
いるが、人口減少に伴う労働力不足を補う手段としての移民の受入れに関しては「移民導
入の利点と欠点」(古田 2003.107)で述べている様に比較的好意的である。この研究に
は、今日的な課題の多くの部分が網羅されている。冒頭に、マルサスの人口論が紹介され
る。マルサスの 1798 年「人口の原理」の主張は、「人口は幾何級数的に増加し、生活資
料(食料)は算術級数的にしか増加しないから、その帰結として窮乏と悪徳が訪れる。」(古
田 2003.22)であったが、その後 1826 年に修正され、「人口と生活資料との間には、必然
的に不均衡が発生する。不均衡が発生すると、人口集団には是正しようとする力が働く。
(…)人口に対してはその増加を抑えようとする、積極的妨げ（主として窮乏と罪悪）や、
予防的妨げ（主として結婚延期による出生の抑制）が、また生活資料に対してはその水準
を高めようとする、人為的努力（耕地拡大や収穫拡大など）が、それぞれ発生する。(…)
人為的努力によって改めてもたらされる新たな均衡状態は、人口、生活資料とも以前より
高い水準で実現される。」(古田 2003.23)と、現実に合うように改定されたとしている。
しかし、人口許容量は、文明の進化が自然を開拓して生み出される食料等の総生産量を、
人間一人当たりの消費量で割った数になるとしている。また、日本において第三次段階の
ベビーブーム世代が発生しなかったのは、結局は一人の子供を育てるのに大きなコストが
かかるようになってしまったからであると結論付けている。さらに、国連の「世界人口展
望」から、2150 年に 108 億人となる事が予測されている事から、食糧危機が発生し穀物
価格は上昇する。日本が、自給食料で養える人口は 7600 万人であり、その上に 5000 万
人が載っている構造だから、いずれ食料危機を迎えると予測している。さらに、晩婚化や
非婚化が進む理由として、既に一定の豊かさを経験した結婚適齢期の世代が、結婚によっ
てその水準を落とすことを嫌うからであると述べ、これが、少産化に繋がると述べてい
る。では、その対策はというと、①出産適齢期（15～49）の人口を増やす。②有配偶率
を上げる。③出生率を上げる。としているが、①は 1990 年の 3140 万人がピークで 2050
年には 1480 万人にまで減る。②は、強制できない。③は効果があっても極めて限定的。
よって、総人口を回復させるまでには至らないとした。また、移民の受け入れ問題にも触
れており、現在の人口の 1 億 2700 万を維持するには、2000 万～3000 万の移民の受け入
れが必要であり、小民族国家の日本は大混乱に陥る。つまり、5 人に 1 人が外国人になる
からであるとし、折衷案として、2050 年に人口 1 億人を割らない範囲で、移民を受け容
れる場合、770 万人が必要になる（7.7％労働者数 308 万人）と述べ、これは、現在のド
イツが 8.9％であり、フランスが 7.0％程度の移民人口水準であるので可能ではないかと
している。移民を受け入れる場合には、長期滞在者としての受け入れを先行させるとし、
職種としては、専門的・技術的職種を優先すべきで、単純労働者は除外するとしている。
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その排除の理由には、①低賃金の単純労働者を受け入れると、日本人の雇用不安や労働条
件が悪化する。②好況時に大量に受け入れると、不況時の失業率が高まるという雇用問題
の発生。③教育負担や社会保障負担の拡大④第二世代の増加問題⑤ゲットー形成問題⑥犯
罪の増加や風紀の乱れ⑦文化摩擦や国際問題の流入といった、社会的文化的理由を挙げ
た。一方、受入れの理由としては、①労働力の不足対策②社会保障を支える年齢層の補充
対策③消費市場の縮小を食い止める需要対策としている。一方で、就業率を高める方策の
提言も行っている。また、「0-14 歳を子供とし、65 歳以上を高齢者としたのは、1960 年
代に WHO（世界保健機関）からの提案を受け入れたからである。」(古田 2003.209)「日
本では実際には高齢者は 75 歳以上であり、74 歳までは『生産年齢人口』であり働くべき
である。問題は、超中年の雇用機会や社会活動の場をいかに作り出すかが課題である。」
(古田 2003.216)と結んでおり、今日的にも新しい。
公文(2006)では、米国を中心とした先進諸国と中国等のデータに依拠しながら、人口の
減少が経済に及ぼす影響を計量的に分析している。これによると、先進各国の経済成長は
鈍化し、デフレにむかわざるを得ず、中国や NIES 各国も例外ではないとしている。米
国は 2050 年には、毎年 100 万程度の移民を受け入れているので 4 億になり、成長は 2～
3%程度であり、中国は 2020 年から生産年齢人口が減少に転じ、日本を上回る急速な高
齢化が進むとした。一方で、多くの発展途上国では、人口の増加が経済の拡大を上回るた
め貧困化が進むとした。また、日本のとるべき進路として以下の 5 つの選択肢をあげて
いる。①一人当たりの労働生産性を高める（但し、需要は大きく減少する）②海外での需
要拡大を図る（所得収支の拡大だけでなく、純輸出分の競争力は確保）③高齢者層の活用
を図る（制度的対応が必要）④少子化に歯止めをかける施策（但し、個人の意思の自由が
犠牲になってはならない）⑤移民を受け入れる、というものであった。最後に、移民の受
入れに関して、賃金レベルが低下する恐れがあるといっても、国内の労働人口の不足か
ら、企業が生産拠点を大々的に海外へ移転することで空洞化し雇用が失われ、国内でモノ
ができなくなることから輸入が増加し、富が海外へ流失するよりはずっとましだという考
え方はあり得るとし、もし、21 世紀の日本が活力を失い、住み続ける魅力のある国でな
くなったら、逆に魅力のある国に向かって日本から移民が流失していくという事態さえ起
こりえる、と締めくくっている。
内閣府(2008)では、「高齢化・人口減少の経済への影響」で、人口と経済の関係につい
て以下の様な主旨を述べている。「OECD は一人当たり成長率について幾つかの試算を行
っているが、…年金改革や労働力率の引上げなどがなかったケースで 1％程度の成長とな
り、アメリカよりも低いものにとどまる。」(内閣府 2008.179)が、年金改革を行ない、労
働力率を高めて負担が抑制されれば、「1.5％台前後の成長を達成することが可能となり、
アメリカと同程度かやや高い一人当たり成長が達成されると見込まれる。特徴的なこと
は、改革を行なった場合と行わなかった場合の一人当たり経済成長率が大きくなるという
点である。これは、日本では、貯蓄率マイナスの影響を抑える年金制度の改革や、退職年
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齢引上げや女性労働力の活用などを通じた労働力率の向上といった取組の余地が大きいこ
とを示唆している。そうした労働力の活用で貯蓄率低下の歯止めがなされれば、資本蓄積
が促され資本装備率が高まる。」(内閣府 2008.179)と述べており、外国人労働力の経済成
長への寄与に関する諸外国の例を挙げて「諸外国の経験に関する先行研究によれば、例え
ば英国では、外国人労働力の経済成長の寄与率は、2006 年で約 15～20％相当あったと
される。また、アイルランドでは、過去 10 年間の平均成長率 5.9％のうち 4.8％ポイン
ト、フランスでは 1.6％のうち 1.3％ポイントまでが外国人労働力の寄与である。」(内閣
府 2008.179)と述べている。また、人口と技術進歩に関して、「人口と生産性の関係を調
べた研究では、人口規模と生産性には正の相関がみられ、人が技術進歩を生み出す以上、
人口が重要な要因となる可能性を示唆している。」(内閣府 2008.181)とし、「生産性の伸
びと対外開放度を表す GDP 比の貿易量との関係をみると、正の相関がみられ、貿易を通
じた海外とのつながりが競争圧力や新しい技術の獲得を通じて、生産性の向上ひいては経
済成長につながることが示唆され、人口減少下の我が国においては、海外との連携を通じ
て技術進歩のペースを維持していくことが成長の鍵となる。」(内閣府 2008.182)と締めく
くっている。
経済団体連合会(2008)では、「2006 年実績と同水準で労働力率が推移した場合には、今
後 25 年程度で、労働力人口は約 1,073 万人減少する。一方、仕事と生活の調和を進
め、若年者、女性、高齢者の雇用機会が高まれば、その減少幅は約 480 万人に半減する
と見込まれている。しかし、さらに時間軸を延長すると、2055 年時点で、2030 年と同水
準の労働市場への参加率を維持できたとしても、労働力人口はさらに約 1,820 万人減少
し、その規模は現在の 3 分の 2 程度まで縮小してしまう。この労働力人口の縮小は、経
済成長を少なからず抑制する。」(経団連 2008.6) と述べている。 また、移民の検討も謳
われているが、50 年間で 2006 年と比べて不足する約 1800 万人を受け入れる場合、家族
を含めると毎年 50 万程度の移民がなければ不足する事になり、高度人材や一定の資格を
持つ外国人の受け入れだけでは無理があるとの主旨を述べている。しかし、問題点や課題
は網羅されているものの、成長率に関しては、H20 年の経済白書からの引用で、0.5％程
度の落ち込みとされており、具体的に、どのような条件を与えれば、成長率がそうなるの
か。どのようにすれば、デフレから脱皮でき、成長が確保され諸課題が解決されるのかが
明記されておらず、いささか不満の残るものであった。また、「本格的な人口減少下にお
いて、持続的な経済成長を実現し、経済社会システムが安定的に機能していくためには、
年間で相当の規模の外国人材を積極的に受け入れ、定着を図っていかなければならない。
外国人材の受入れや定着は、地域社会への直接的な影響や社会統合のためのコスト、外国
人の人権に係る問題等を伴うため、国民的なコンセンサスの形成や、そのための制度の整
備に時間を要する。国家的な議論を早急に開始し、わが国社会にとって相応しい総合的な
外国人材受入れ制度を計画的に構築していくことが重要である。」(経団連 2008.19)と結
んでいる。
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大竹(2010)では、「外国人労働者と国内労働者が同質的で同じ仕事をしているのであれ
ば、外国人労働者の増加は国内労働者の賃金を引き下げる。ただし、国全体では便益があ
る可能性が高い。機械・設備といった資本が労働とは補完的だからである。資本と労働が
補完的であれば、低賃金でより多くの労働者を雇って生産量を増やす。それに伴い資本へ
の需要が増加し、資本所得が増加する。つまり、国民にとっては、賃金所得の低下と資本
所得の増加という両方の効果があり、資本所得が増加する効果のほうが大きいことが知ら
れている。適切な所得再配分政策があれば、国民全体は外国人労働の増加によって便益を
受ける。」(大竹 2010.203)とし、「国内労働者が高度な労働を行い、外国人労働者が単純
労働を行い両者の労働が補完的であれば、国内労働者の賃金を引き上げることができる。
また、高度な外国人労働者の増加は、高度な国内労働者の賃金を低下させるが、国内の単
純労働の賃金を引き上げることになり、国内両者の賃金格差は縮小する。高度な外国人労
働者であれば、高所得で税金を納めてくれると同時に福祉への依存が低いと予想されるた
め、イノベーション促進による経済成長を高める。」(大竹 2010.204-205)と述べている。
安里(2011)は、「労働力減少対策として、積極的に移民を受け入れる。」という趣旨で研
究編纂されたものである。冒頭で、安里が「21 世紀は社会の再生産を問う世紀になる」
(安里 2011.16)として、「現役世代の扶養比率は、2055 年には 1.3 人で一人の老人を支え
る事になり、負担は、単純に計算すると 3 倍に増える。」（安里 2011.16）「シンガポール
は、高齢化のスピードは日本よりも速く、2030 年には日本に追いつき約 30％になると予
測されている。しかし、経済発展が最大の福祉政策であるという考え方を持ち、社会保障
政策は最小限にとどめ、福祉国家化への道は歩まないと明言している。」(安里 2011.19)
「程度は異なるが社会保障政策を限定的にとどめ、家族という単位を強調し、経済成長を
志向する点はアジア諸国で共通している。」(安里 2011.19)としている。また、自由貿易に
関しては「経済成長は市場原理に任せておけば達成できるものでもない。何故なら自由貿
易化による恩恵が日本に還流するかどうかは別問題だからである。内需が縮小し、日本に
投資の魅力が薄れてきていること、海外の日系企業の内部留保や、アジアへの再投資傾向
が強いこともあり、アジアの成長を活用する事が必ずしも日本の財政を救うことにはなら
ない。」(安里 2011.21)と述べ、外国人労働者に関して「政府関連文書によれば、少子高齢
社会への対応として女性や高齢者の活用は明記されているが、外国人住民に積極的に活躍
してもらおうということは明記されていない。人口減少社会において多様な人材を社会の
中に取り込むことは最も重要な課題の一つである。そうしなければ社会的コストは増え、
人口減少社会の対応としても適切ではない。」(安里 2011.28)「外国人労働者の導入につい
ては、コスト削減の手段として考えている使用者も多いが、コスト削減の為に人材を導入
することの危うさも指摘しておかなければならない。人件費の安い労働者に依存すると、
使用者は生産性を向上させるための努力を怠る懸念がある。機械化や自動化、あるいは労
務管理を通した生産性の向上が放置され、生産性が停滞する。」(安里 2011.57)「移民のメ
リットとしては、クラウディングアウト効果により、スキルを有する労働者がより生産性
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の高い部門に従事する事ができる。」(安里 2011.57)「産業の維持に外国人労働者は必要で
ある。人材が不足すると企業は倒産してしまう。実際、バブルの頃人手不足倒産として指
摘された。これが産業レベルでおこると産業自体が維持されなくなってしまう。これまで
の人材不足は景気循環的な側面が大きかった。しかし、これからは経済要因よりも人口要
因が状況を規定する事が多くなるであろう。」(安里 2011.58)等を述べている。
佐藤(2013)は、前年の佐藤・町北(2012)の続きという位置づけである。これらは、国際
労働移動や国際資本移動の理論と実証値を丁寧にサーベイし説明した研究となっている。
それによると、「労働の国際移動の自由化は、貿易や国際資本取引の自由化以上に論争の
的になりやすい。現在、日本は外国からの高度人材の受入れを促進する一方、単純労働者
の受入れを抑制する方針をとっているが、少子高齢化に伴う労働力不足、競争力の維持、
労働需要の実態などの観点から外国人労働者の受入れの在り方についての議論が続いてい
る。本稿は、労働移動の国際化に関するこれまでの経済学的な分析のサーベイを行い、今
後の研究の方向性を探った。近年、国間の全要素生産性の大きな違いを前提として、労働
の国際移動の自由化は貿易や国際資本取引の自由化に比べ、非常に大きな経済厚生の増加
をもたらすという推計が提示されている。また、労働の国際移動を貿易や海外オフショア
リングと併せて考察することで、① 交易条件の変化、②規模の経済性、③タスクの分業
といった視点からも、労働移動の国際化の影響が明らかにされつつある。経済成長に関し
ては、高度人材の受入れが研究開発を促進するという実証研究がある一方、海外からの労
働受入れが経済成長率を高めるとしても、経済厚生水準の上昇にはつながらない可能性が
あることも指摘されている。」(佐藤 2013.要旨 1)と述べ、「この経済厚生の改善は、国際
的な労働移動を通じて、自国と外国の労働の限界生産性が均等化するように労働が再配分
された結果に他ならない。自国と外国のそれぞれの経済厚生は、どのように変化している
のか。」(佐藤 2013.17)と問題提起し、簡単なモデルから資源配分の最適化の結果とし
て、「実質賃金が下落するのは、外国人労働者の流入によって資本労働比率が下がり、労
働の限界生産性が低下したためである。これと裏返しで、これまでより多くの労働を使え
るようになった資本は限界生産性が上昇する。自国は外国労働を受け入れることによって
社会的な経済厚生を改善することができるが、所得の分配は労働にとっては不利に、資本
にとっては有利に働く。外国ではこれと逆のことが起こっている。労働供給の減少によっ
て資本労働比率が上昇し、労働の限界生産性が上昇する一方、資本の限界生産性は低下す
る。結果として、労働者の実質賃金が上昇」(佐藤 2013.17)する。そして、「このモデル
は非常に単純だが、労働移動の国際化が持つ経済的な意味の一端をうまく捉えている。例
えば、日本の産業界が外国人労働者の受入れ拡大を要望していることや、フィリピンなど
の一部の発展途上国政府が自国労働者の海外出稼ぎを積極的に支援する政策をとっている
ことなどは、このモデルの示唆と整合的である。」（佐藤 2013.18）「国全体のデータを用
いた実証では、外国人労働者の流入は労働賃金を下げると結論する推計結果が多いが、最
近ではこのような推計に対しても、資本蓄積が捨象されていることや、教育と勤労年数で
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区分された労働者は同質であると仮定していることに対して疑問を呈する研究が登場して
いる。それらの研究によれば、外国からの労働移動が自国の労働者の賃金を押し下げる効
果は、従来の研究結果よりずっと小さく、むしろ自国の労働者の平均ではわずかに賃金を
押し上げる効果があるとしており、結果だけをみれば、都市や地域レベルのデータを用い
た分析により近いものとなっている。」(佐藤 2013.24)と従来の理論に疑問を呈した。そ
して実証研究例として、Ottaviano and Peri(2012)を挙げ、この研究によると、「資本蓄
積を考慮することと、同一の教育、勤労年数区分に属する地場労働者と外国労働者は完全
に代替的であるとする仮定を緩めることで、1990 年から 2004 年にかけての外国人労働
者の流入による地場労働者の賃金への影響は、平均的にはむしろプラスであると結論し
て」(佐藤 2013.25)いる。最後に「国際的な労働移動の自由化が、全体としての経済厚生
を改善するという点については一致した見方になっている。特にその大きさについては、
貿易や資本取引の自由化に比べ非常に大きなものであると指摘する研究が近年増えてい
る。」(佐藤 2013.41)と述べている。本稿でも、Ottaviano and Peri(2012)を、労働移動の
実証研究の移動の結果分析の項で取り上げているのは、既に説明したとおりである。
萩原・中島(2014)では、報告冒頭の「要旨」で以下の様に述べている。「本論文の目的
は、移民の受け入れが国内経済に及ぼす影響について、経済成長率、イノベーション、産
業構造の高度化、賃金、雇用、失業、社会保障、財政という観点から既存研究のサーベイ
を行い、世界にも例を見ない少子高齢・人口減少社会を迎える日本にとって望ましい移民
政策を探ることである。サーベイの結果、高度な技術・技能を有し、受入国の標準語での
コミュニケーションが可能な 人材を受け入れることができれば、受入国の経済成長を促
進し、自国労働者の社会保障負担を軽減し、財政安定化にも寄与するなどのよい影響をも
たらすことが確認された。このことは近年、語学力、学歴、収入などで一定の要件を満た
した移民のみを受け入れるという選択的移民制度が世界の主要国で導入されていることと
整合的である。しかし、こうした政策は「いい移民ならば受け入れたい」という受入国の
エゴ以外の何ものでもない。」(萩原・中島 2014.要旨)とし、「日本にとって望ましい移民
政策は、国内事情とは関係なく、長期的な視野に立って考えなければならない。すなわ
ち、移民を異質なものとして排除するのではなく、それを受け入れ、共存するといった多
文化共生の考え方である。そうした考え方は、障害者や女性の活用促進といった日本国内
の課題の解決にもつながるだろう。」(萩原・中島 2014.要旨)と述べている。この研究は、
サーベイである事から、これからの議論を活性化させる多くの参考研究を提供するものと
なっており、論者の明確な主張の出た論文となっている。
岩田(2014)は、日本経済研究センター(2014)がベースになっている。ほとんどが提言と
なっており、育児給付の効果を例証するとともに、出生率復活策を具体的にシミュレーシ
ョンしている。出生率を 2.0 にしたフランスや、女性労働の戦力化で成長したオランダな
ど、海外の成功事例に基づき人口減少回避策を明示している。4 章では、「外国人の戦力
化―留学から移民へ」(岩田 2014.97)と題して、移民の効用を説明している。最終的に要
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約すると、将来の成長に向けては、自由化をベースにした諸制度の改革が行われるか否か
で成長は決まる、と結論付けられており、具体的な推測として、中国は中所得の罠につか
まるが、米国は発展が続くとし、制度や規範の持つ力が経済に与える影響が大きいことを
訴えている。
内閣府(2015)においては、「外国人材の活用は、移民政策ではない。基本的な価値観を
共有する国々との連携を強化するとともに、知日外国人材を増やす。優秀な研究者や経営
者など外国の高度人材や留学生等が活躍しやすい環境を整備する。技能実習制度は、管理
監督体制の抜本的強化等を着実に推進する。あわせて、人権擁護施策の推進など、外国人
にも暮らしやすい社会に向けた取組を進める。」(内閣府 2015.13)との記述がみられる。
小崎(2015)は、移民受け入れのコストに関する理論的研究である。当論文も、直近の移
民問題に関しての賛否両論や、理論的な解説および著作をサーベイしコンパクトにまとめ
ており有用な内容である。特に、受け入れる移民の熟練度に関して、「未熟練労働者の受
け入れは所得格差を拡大させ，熟練労働者の受け入れは所得格差を縮小させる。こうした
ことから，一般的には，高度な熟練労働者の移民受け入れはほとんどの経済学者で異論が
でないが，未熟練労働者の受け入れに関しては，多くの異論がだされる。」(小崎
2015.104)としている。また、財政的な問題にも触れ、「移民が受け入れ国の財政に対し
て貢献しているのか負担となるのかよく問題にされる。 西澤・和田は，毎年 10 万人の
移民受け入れで 30 年後の収支は 3.8 兆円の黒字と推計している。また，小黒による毎年
15 万人の移民受け入れのシミュレーション結果は，移民を受け入れない場合と比較して
公的債務を減少させる。OECD（2014）によれば，推計された移民のインパクトは小さ
く，一般に正ないし負で GDP の 0.5％を超えていないとしている。」(小崎 2015.103)と述
べている。この部分に関しては、本項の冒頭で述べたとおりである。
また、同年には、野口(2015)が発表されており、「有効求人倍率が 1 を超えたのは、求
職者の減少にもよる」(野口 2015.120)「移民なしではやっていけない」(野口 2015.146)
と述べている。
一方、「移民の受入れ」に関して消極的あるいは無視している研究も数多くあり、その
多くが経済成長に関しては、低位に甘んじるしかないと結論付けるものとなっている。
おそらく、今日の我々の「人口減少と経済成長」に関する認識に最も大きな影響を与
えているのが、経済企画庁(2002)ではないかと思われる。この研究は、人口問題を解消す
る手段としての移民受け入れ策に関しては無視した内容となっており、否定的な見解であ
ると考えられる。この研究の主旨は、「日本は、21 世紀初頭から、人口減少というかつて
経験のしたことのない新たな局面を迎える。（従って）当研究会の目的は、 ①人口減少が
経済に与える様々な影響とその大きさ、②人口減少のマイナスの影響を緩和する方策とそ
の効果の大きさについて各種の計量モデルを用いて定量的な分析を行い、人口減少をめぐ
る今後の政策形成や将来展望の基礎を提供することである。」(経済企画庁 2002.1)として
いた。結論として、推定された 2020 年段階での人口減少による経済効果は、「①総人口
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に占める就業者の割合を低下させ、国民一人当たりの GDP を押し下げる方向に働く。一
方、高齢者の増大は貯蓄ストックを増大させる方向に働き、それが設備などに向けられれ
ば、就業者一人当たりの資本ストックが増加し、国民一人当たりの GDP を押し上げる方
向に働く。トータルでは、押し下げ効果の方が大きい。②人口の変化だけの影響を計測す
ると、a 資本ストックは 2%減少（資本ストック／就業者数は 8.9%上昇）。 その結果、
b. GDP の水準は 6.7%減少 c.就業者一人当たり GDP は 3.6%増加するが、d.国民一人当
たり GDP の水準は 4.0%減少。③負担を除いた一人当たり消費可能額への影響は、人口
減少下では、子供にかかる費用と就業世代にかかる費用は減少するが、高齢者にかかる費
用（医療、介護等の費用負担）が増加し、トータルの国民一人当たり費用は増加。その結
果、国民一人当たり GDP からその費用を引いた、いわば国民一人当たり消費可能額の水
準は 7.1%減少。」(経済企画庁 2002.4)となっている。これらは、かなり悲観的な観測であ
り、経済的に重大な事態を想起させる。しかし、ここで補完的に述べられたのが、「女
性、高齢者の就業率上昇とその効果 」であり、「女性や高齢者の就業率の改善により、こ
のような苦境は乗り切れる。」(経済企画庁 2002.4)と結んでいる。この補足にある予測が
「経済企画庁」という当時の権威から発表されたことにより、多くの人に将来の日本経済
に関する楽観論を生んだのではないかと推測される。
石水(2002)でも、移民政策に関しては触れられておらず、人口減少社会は受け入れなけ
ればならない宿命として捉えられている。その中での分析は、主に政府計画を中心とした
日本経済のマクロの分析が主体であるが、その中に「第 6 章 経済の理論的展望と政策運
営」と題される一章があり、設備投資の停滞による経済の長期停滞理論に触れ「人口減少
と技術進歩の停滞による長期停滞については、その危惧が、日本社会において現実のもの
となりつつある。労働力供給制約と労働生産性の鈍化によって、日本の経済成長率は大き
く低下してきている。現実の低い成長率は、今まで企業が蓄積してきた資本設備からみれ
ば、全く満足のいかない成長率であり資本の過剰感はますます強まる。このことが、設備
投資の抑制につながり、日本経済の景況感はますます悪化していくこととなる。」(石水
2002.224)としており、この考え方は、ケインズやその理論を動態化する事に貢献のあっ
たハロッドに引き継がれているとしている。石水はその停滞に関する解決策を、①自然成
長率を引き上げる為に、労働生産性上昇率を引き上げる。②保証成長率を引き下げる為
に、貯蓄率を引下げる。③保証成長率を引下げる為に、資本係数を引き上げるとして、地
域ブロック経済化にその活路を求めている。しかし、それでいくと経済全体の規模は相当
に縮小していき、縮小均衡という状態を目指す事になる。
松谷(2004)は、人口と経済成長に関する理論的な考察が行われており、いくつかの示唆
に富んだ研究である。日本の人口減少社会の特徴を、少子化の進行よりも高齢者の多死化
が特徴と位置づけている。しかし、経済成長に関するインプリケーションがいたるところ
にあり貴重な成果と言える。要約すると、①日本の生産年齢人口は 95 年から低下してお
り、今後も低下する。さらに、今後の人口の減少と高齢化は、日本経済の成長率を低下さ
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せ経済を縮小させる。経済が縮小するのは、技術の進歩による労働生産性の上昇率を労働
者数の減少率が上回るからである。②企業の資本ストックは、2021 年をピークとしてそ
の後は縮小していく。結果的に、日本経済は縮小に向かう。③現在の労働力を 2030 年ま
で維持するためには、合計 2400 万人もの外国人労働者を受入れなければならない。その
時の外国人労働者比率は 20％を超える。④企業利益の確保の為に賃金を抑制すると、需
要を低迷させデフレを招き、結局は企業利益を縮小させる。企業が目標とすべきは、企業
利益と賃金の合計である付加価値である。適切な賃金水準が維持されてこそ企業利益も確
保される。⑤これからは、労働力や需要の縮小に合わせて、うまくスリム化を果たした企
業だけが生き残れる。スリム化が「勝ち組」の条件となる。⑥日本経済は消費主導の経済
に向かう。その流れは、政策や企業行動によっては変えられない。人口の高齢化による国
民貯蓄率の低下によって、投資に上限が画され、それ以上の投資をしようにも、そのため
の資源が国内にはないからである。⑦投資に要する資源を輸入すれば、投資水準を上回る
ことは可能であるが、国際収支が赤字になる。国際収支の赤字を長く続けることはできな
い。⑧今後の日本経済は従来の投資主導から消費主導の経済になる。⑨消費財産業の多く
は需要地、つまり市場に近いところに立地する傾向があり、どこか１ヵ所で大量に生産
し、それを全国に配送するという投資財産業とは性格が異なってくる。⑩消費財需要は多
様化し、多品種少量生産の方向に向かう。これからは地域の消費特性や製品の輸送コスト
も踏まえた多様な立地展開が必要になり、市場に近いところに立地するという傾向が強く
なる。というものである。この考え方も、人口減少により経済の成長はあきらめざるを得
ないという見解である。
経済団体連合会(2012)は、21 世紀政策研究所グローバル JAPAN 特別委員会との共同
研究である。この研究は、かなり厳密な研究課程を経ており、英文での海外発信もあり秀
逸な成果である。グローバル JAPAN 特別委員会委員長の森田は、この研究に関して、
「わが国は今後、本格的な人口減少社会に突入する。世界最速での少子高齢化・人口減少
の進行は、経済社会全体に甚大な影響を及ぼす。このままでは先進国としての地位から転
落し、極東の一小国に逆戻りしかねない恐れすらある。わが国は、人口減少、超高齢社会
への対応、成長力強化、財政・社会保障改革などの多くの国が抱える課題に直面するいわ
ゆる「課題先進国」と言える。」(経団連 2012.報告書 1)と述べている。また、丹呉は世界
経済の中での日本を分析するという視点から、「日本経済については、４つのシナリオを
設定した。①基本シナリオ 1：生産性上昇率が先進国平均並みの 1.2%（GDP 成長率
0.8%相当）に回復する ②基本シナリオ 2：失われた 20 年が継続し、生産性上昇率が
2050 年まで、1991 年から 2010 年の平均値である 0.5%（GDP 成長率 0.3%相当）に留
まる ③悲観シナリオ：財政悪化による経済成長下振れ、基本シナリオ 1 から GDP 成長
率 1%ポイント低下（生産性上昇率 1.5%ポイント相当）と想定 ④労働力率改善シナリ
オ：女性労働力率がスウェーデン並みに向上することを想定するである。」(経団連 2012.
インタビュー2 )とし、「日本の GDP 成長率についてみると、生産性が回復しても少子高
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齢化の影響が大きく、どのシナリオでも 2030 年代以降の成長率はマイナスとなる。万が
一財政破綻が生じれば、恒常的にマイナス成長の恐れがある。GDP の実額を見ると、
2050 年には中国、米国、次いでインドが世界超大国の座に位置する。日本の GDP は
2010 年規模を下回り、世界第４位（基本シナリオ１）ではあるものの、中国・ 米国の
1/6、インドの 1/3 以下の規模となり、存在感は著しく低下する。」(経団連 2012.インタビ
ュー2)さらに、2050 年の世界に影響を与える基本的変化としては、「①世界の人口増、日
本の人口減・高齢者人口増②グローバリゼーションと IT のさらなる深化③中国を含むア
ジアの世紀の到来④資源需給の逼迫の 4 点である。まず、①については、世界の総人口
が 2010 年の約 70 億人から 2050 年には 90 億人を突破する。日本は人口減の中、高齢化
が進展する。②については、国際的相互依存が深まりリーマンショックや東日本大震災に
よるサプライチェーンへの影響など、特定国のショックがグローバルに伝播する時代とな
る。また、高度スキルの人材が重視されるようになり格差拡大の要因にもなり得るといっ
た影響がある。③については、中国は 2025 年に米国を追い抜き世界最大の経済大国にな
る。ただし、政治リスク、中進国の罠等のリスクもある。④については、エネルギー資
源、食糧・水資源 の需給逼迫が顕在化する。」(経団連 2012.インタビュー3)と、結論付け
ている。また経済・産業・雇用の研究主幹である鶴は、「資源のない日本はまさに「人
材」だけが宝である。国民 一人ひとりが未来に向かってがんばり、能力を高めなければ
問題は何も解決しない。そこで「全員参加型」、「一億総努力」社会を目指していかなけれ
ばならない。」(経団連 2012.インタビュー5)と述べている。研究報告の中では、14 項目に
亘る提言が行われている。分析は確かにしっかりとしたものであるが、分析の前提条件で
あるシナリオの設定に関して、何故その数値を使うのか、それは実現可能なのか、という
根拠と実現可能性に関する分析が不明であり、人口減による労働者不足を回避するための
対策に関しても、移民政策に触れておらず、政策の選択肢を網羅していないいう批判は免
れない。
内閣府(2014a)は、経済財政諮問会議の下部組織である「選択する未来委員会」の報告
に基づくものである。それによると、「若者の 9 割が結婚し、2 人以上の子供を持ち、50
年後も 1 億の人口が維持できれば、年率 1.5～2％の経済成長が可能」(内閣府 2014.5,7)
とされている。このレポートを受けて内閣府(2014b)が閣議決定されている。このレポー
トは、移民を受け入れるのではなく国内対策で人口減少を食い止めようとするものである
が、提言されているようなシナリオが実際に実現できるのかに関しての分析は行われてい
ない。
このように先行研究をみてくると、人口減少社会での移民受け入れに関しては 2000 年
代に入ってから多くの提言が行われている。しかし、2000 年代に入ってからの議論は、
人口減少に伴う経済成長低下を止める方策として出ているものであり、付論で述べている
ように、外国人労働者の移民政策に関しては、かなり昔から、国内の労働力不足といった
問題と密接に絡み合いながら国会でも議論されており、議論は 1990 年前後にピークとな
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っている。また、移民政策を採った場合の政策的効果に関しての研究は少ない。さらに、
この問題は、政治的にも相当の期間先送りになっている感は免れない。以上の先行研究を
「移民受け入れに対して、積極的か消極的か。」という観点からみてみると、ここまでで
見てきたように、最近になるほど肯定的な意見が多くなってきているようである。
一方、計量経済学の分野でも、日本の将来の姿を数量的にシミュレーションして示そ
うという連立方程式モデルを使った研究も、国立社会保障人口問題研究所による社会保障
や財政の健全化と関連した実証研究を中心に行われてきている。代表的な研究としては、
供給サイドでは、稲田他モデル(1992)や、加藤モデル(2001)がある。需要サイドでは、藤
川(1994)が、人口問題の観点から、高齢化が加速した場合のマクロ経済の変化を推定して
いる。また、本田(2004)では、2000 年から 2100 年という長期スパンで需要サイドの推
定を行っている。しかし、これらの研究は、おもに日本経済が現状のままに推移した場合
の将来推定に基づく、社会保障の持続可能性に関する問題を取り扱っており、日本経済を
どのようにして再生させるかという観点からの分析ではない。さらに政府の方も、内閣府
の計量分析室を中心として詳細な計量経済モデルによる分析を行っており、この分析の成
果は毎年「中長期の経済財政試算」として WEB 上に公表されており政府の政策判断に使
われている。このモデルの最新版は、内閣府計量分析室(2010)であるが、推定期間は 20
年程度とかなり短く、長期的な将来ビジョンを描くのには不十分である。なお、直近の政
治の動きを報道からみてみると、内閣は移民の受け入れに本格的に取り組み始めており、
党としても移民を含めた労働力としての外国人の受け入れに関する議論を開始したとある
10。

なお、今後もやはり議論の焦点となるであろう、移民を受入れた場合の労働者の賃金
の低下問題に関しては、例えば、大竹(2010)にもあるが、「資本と代替的な労働は賃金下
落率が低く、代替的でない労働については賃金の下落率が高い。資本と代替的な労働に関
しては、労働力を増やすことにより資本所得が増大するので、適切な所得分配策がとられ
れば国民全体の厚生は拡大する事からメリットの方が多くなる。」(大竹 2010.203 )と指摘
しているように、単純な賃金の目減りという目先だけの議論で終わらせるのではなく、拡
大した所得の適切な分配策まで考慮しなくてはならないと思われる。本稿は、分配策にま
では言及しないし、海外研究であったような、移民の流入によって労働市場における賃金
の低下が観測されるかという、実証研究を行なうものでもない。もちろん、海外の実証研
究の成果は尊重しなければならないが、このような研究では、その国の人口や移民の規
模、国内労働移動の過多、高スキル低スキル人材の比率、産業構造別の労働人口等を踏ま
えて、賃金とその説明変数との間の弾力性を検証する必要がある。当然、このような研究
では対象国の経済構造の相違が、結果に大きな相違を生じると予想され、当該国の経済や
労働人口の実態に沿った研究が必要になり、弾力性の分析では、どの国でも通用する一般

10 産経新聞 2014 年 3 月 13 日付。ロイター2016 年 3 月 3 日付。
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的原則として保証されるものとまでは言えない。既に述べている様に、本稿の目的は、日
本への移民規模が国内の賃金にどのように影響するのかの弾力性の分析に焦点を置くので
はなく、移民の特定の規模が国家単位での経済成長にどの程度の影響を及ぼすかの推定で
あり、賃金に関しては最終的に、生産関数を通じたマクロレベルでの成長の結果としての
GDP が、分配の過程の中で労働者毎の賃金水準に影響するという手順の中で行われるこ
とに留意が必要である。このような推定を行う事によって、Borjos(1992.2005.2006)、
Card(1990)が行ったような、移民数と賃金に関する弾力性分析や、その応用分析といっ
た静的な方法ではなく、各国で異なる資本蓄積過程や、人口動態に基づき動的に推定する
ことが可能となる。よって、実証分析としては本稿で行ったような、年毎の成長過程を動
態的にフォローできる長期連立方程式モデルが適切である。
以上、ここまでの先行研究をまとめてみると、これらの先行研究は第 1 章で指摘した
ように、どのようにすれば将来の人口減少下における経済成長を確保できるのかという点
に関して、本稿の様に労働力の減少を補完すると考えられる 6 つの諸方策を、同一のモ
デルでつぶさに実証的に比較検証しているわけではない事がわかる。しかし、日本におけ
る経済成長の問題点が、就業者数の減少に伴う、労働投入量の減少にあるという点に関し
ては各先行研究ともに共通している。従って、これらの先行研究で就業者数を補完すると
言われている諸方策を、同じモデルで比較してみなければ、日本の経済成長にとってどの
方策がベターであるのかを論じる事ができない。また、進行するグローバル経済下におい
て、一般的に考えられる国際労働移動としての移民を考慮しないという閉鎖的な考察では
不十分であるし、経済成長率に関する諸基礎数値を所与のものとする研究では、その結果
に対して信憑性が薄くなる。このように、各先行研究が綜合的な比較分析ではなく、一部
の分析と提言に終始している事が、移民を含めた日本の経済成長を考える議論の中で、議
論のすれ違いや、焦点をあいまいにするという弊害を生じさせている。ここからも、6 つ
の諸方策を総合的に比較検討できる長期経済成長モデルを使って、日本の実態に即した実
証研究が必要になる事になる。同時に、良く言われる「日本の技術水準は高いので、将来
の成長は TFP の大幅な成長によって担保できる。」というような主張に対しても、同じモ
デルを使っての実証的な数量的根拠が必要である。このような観点から、本稿では総合的
に第 1 章末尾に置いた 6 つの視点から、日本経済再生への過程を長期の計量経済モデル
でシミュレーションし、比較検討する事にしている。ここに、本研究の大きな意義があ
り、部分的な分析であった日本経済と労働投入量の確保に関する先行研究を、総合的な比
較分析という形にまとめた発展形の研究という位置付けになる。
1-4. 労働市場（制度）と経済に関する先行研究
本稿の主目的は、先に述べたように「将来日本の人口構成の少子高齢化による、経済
成長への影響」をシミュレーションする事にあるが、一方で、その推定の基礎となる日本
の労働市場の制度的な制約や、社会保障の財源確保に関しての研究、人口問題の深刻さを
論じている研究成果もサーベイしておく事も必要になる。仮に、単純化された日本と世界
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という二つの労働市場モデルを考えてみると、日本や世界の労働市場が対外的に開かれ、
労働条件や制度・慣習が同じであれば、価格と量において労働市場は均衡を保持すべく円
滑に機能すると期待でき、世界人口が増加している現在、日本で労働力不足が発生するこ
とはない。よって、本稿が前提としている将来の労働力不足を惹起する人口問題はそれほ
ど深刻なものにはならない。そのような状態が容易に実現できるのであれば、経済成長を
達成する手段としては、単純に労働市場を対外的に開放すべきとするだけで良い。しか
し、現実の労働市場は財市場と異なり、対内対外ともに複雑な制度的制約(差異)を持って
いる。当然であるが、諸国間の制度の違いによって、労働移動を促す pull 要因にも差が
生まれてくる。また、アイデンティティに対する国民感情にも配慮する必要がある。従っ
て、本稿で論じる労働力を補完し経済成長を促すと主張されている 6 つの諸方策を検討
しようとする場合、どのような制度的な制約から過去の統計数値が生まれており、その制
度的な制約とは何であるのかを検討しておく事は重要である。現行の労働市場が自由な労
働移動モデルのようにうまく機能していない以上、日本には「市場の均衡」を妨げる「制
約」が存在する事は明らかであり、その制約とは何であるのかを具体的に明確にしておく
必要がある。ましてやその制約が、過去の経済的な諸統計値に反映され、国内の労働市場
のゆがみに繋がっている場合はなおさらである。特に、「出生率を上げる」とか、「女性
や高齢者の労働参加を促す」や、「一人当たり労働時間数を上げる」という方策を論じる
場合には、日本的な男女の役割分担論、定年制度や労働慣習、そして「正規・非正規労働
問題」を議論の俎上に上げる必要があり、単に労働移動の pull 要因としてだけではな
く、日本の労働市場が持つ国内問題としての制度的な制約も考えざるを得ない。日本の人
口減少問題についても同様であり、人口を回復させる有効な方策や見通しがあるのであれ
ば、将来の労働力不足を憂慮する事はない。そこで、本稿の主目的であるシミュレーショ
ンに付随する形となるが、この節で、制度や労働市場の先行研究をサーベイし、次節で人
口問題や財政・社会保障問題に関する先行研究をサーベイする。なお、この点のまとめと
章別に述べているいくつかの考察に関しては、実際の障害となる具体的な制度の改正の必
要性を、最終章でその理由と共に指摘する事になる。ここでは、国際化する雇用情勢の中
で、日本の労働市場や制度を改革しようという意図で書かれた研究をみていく。
玄田・中田(2002)は、国際化の中での労働市場改革の必要性を訴えた研究のさきがけで
あろうと思われる。内容は 1990 年代のリストラの中で、労働市場はどのように変わって
きているのかを研究したレポートである。このレポートは、各章の表題に含まれる課題
に、回答するという形式をとっている。第１章は「雇用削減は株価にプラスか」(玄田・
中田 2002.3)であり、回答は、攻めのリストラのみが評価されているが、すべてのリスト
ラが株価の上昇につながっているわけではないとなっている。第４章は「パートの増加
は、正社員の雇用機会を奪うのか」(玄田・中田 2002.4)であり、それに対する回答は、パ
ートが増える事で正社員の雇用が削減されるという代替的な関係は、個別企業レベルでは
必ずしも成立しないとなっている。第 6 章は「年功的処遇に対する成果主義からの批判
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が高まっているが、年功は非効率的雇用か」(玄田・中田 2002.5)との問題提起に対し、長
期勤続者からの技能継承を促し、業績の向上と雇用の安定に寄与している。など、具体的
な疑問に回答する研究となっている。総括すると、「1990 年代の日本企業は、配置転
換、出向、非正規雇用、さらには賃金カットと、雇用安定の為に、従来から保有するさま
ざまな手法を総動員してきたにも関わらず、離職者の急速な発生を阻止出来なかったこと
は、既存の雇用安定メカニズムによる対応を怠ったというよりも、それらでは対応しきれ
ないほど急速かつ大幅な需要不足が発生したことを示唆している。」(玄田・中田 2002.8)
とし、日本的経営が部分的に崩壊している事を示唆する内容となっている。
依光(2003)では、日本が戦前に行った移民の歴史から、行政の問題まで取り上げている。
それによると、1990 年代には、外国人労働者の受入れに関して行政側の省庁間で意見が分
かれたと指摘しており、特に労働省が労働市場の二重行政が発生する事を恐れたと指摘し
ている。また、企業の採用のコストとノウハウ不足の点から、雇用形態は「間接雇用」が
多いと指摘し、さらに定住外国人労働者であっても、本格的に訓練したとしてもその投資
を回収できるかについての企業側の不信感が存在し、結果的に補助的業務しか与えられず
待遇面では不満を訴える外国人労働者が多いと指摘している 11。
津谷・樋口(2009)は、社会学と経済学者が共同で行った、人口減少と経済との研究であ
る。この中の「労働市場とマクロ経済への影響」の部分に、以下の大竹(2009)と二神・堀
(2009)がある。
大竹(2009)では、「人口減少は、平均的な日本人の所得に影響を与えるだけではなく、
所得格差にも影響を与える。本章では、人口減少が所得格差に与える影響について、二つ
の観点から議論する。第一に、人口減少が日本全体の所得格差にどのような影響を与える
かという観点であり、第二に人口減少のショックが、どの世代にどのような影響を与える
かを議論する。その際重要なのは、年齢グループ間で労働の代替性がどの程度大きいかと
いう点である。日本的な年功序列的人事制度は、年齢間労働代替率を小さくしている可能
性があり、人口ショックを特定の世代だけにもたらす可能性を議論する。」(大竹 2009.244)
としており、その後に、いくつかのインプリケーションを記述している。「人口減少は、
そのまま労働力人口にマイナスの影響をあたえるわけではない。少子化の初期には、労働
力人口は即座には影響をうけないため、人口に占める労働力率は上昇していく。しかし、
少子化が続き人口減少が続くと同時に、増加した高齢者の労働力率が一定のままであれば、
労働力人口は低下していく事になる。」(大竹 2009.245)「新古典派経済成長モデルでは、
人口減少は一人当たり所得を上昇させると考えられている。(しかし)労働者一人当たりの
資本装備率が高まっても、労働力率が低下すると、一人当たり GDP は低下する可能性が
ある。」(大竹 2009.247)さらに、一人当たり GDP の阻害要因として「①蓄積された資本

11

当冊子の文末には、1980 年代から 2003 年に到る、簡潔な研究結果のサーベイが記載されており有用で
ある。
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が非効率に利用される場合②賦課方式の年金制度が、貯蓄（資本蓄積）を減らす場合③資
本と労働の代替性が極めて小さい場合④技術革新の源泉が、人口の一定割合から出てくる
場合⑤教育による人的資本の蓄積が人口の減少効果よりも小さい場合」(大竹 2009.250)と
し、「外国人労働者の増加が日本人全体に便益をもたらすルートというのは、資本と労働
の代替がむつかしい場合（清掃・介護・配達と知的労働者）に外国人労働者が増えて、日
本人の賃金が大幅に下がるというメカニズムを通じてのものである。資本と代替的な労働
（製造業等）での外国人労働の増加は、賃金引き下げ効果が小さい。」(大竹 2009.254)「年
代間の労働代替性が低いほど、人口変動の影響は変動のあった世代だけに集中的に表れる。
…学歴別にみると、大卒では年齢間の代替性は低く、高卒では比較的高い。…日本では年
齢別の労働の代替性が大卒卒業者で比較的低いため、人口減少の影響は、人口が減少した
世代に集中的に表れ、その世代の賃金が高まる可能性が高い。つまり、人口減少の労働市
場における果実は、人口が減少した世代に集中する。」(大竹 2009.258)「人口変動は、日
本の所得格差にも影響を与える。日本全体の所得格差は、1980 年代から継続的に上昇して
きたが、その多くは人口構成の変化の影響であった。日本の年齢階層内不平等度は、年齢
が高くなるほど高いために、人口構成が高齢化すると日本全体の所得格差が上昇してきた。
…若年層を中心に年齢内不平等度は上昇しており、若年層における貧困率は上昇している。
一方、高齢層における貧困率は低下を続けている。こうした若年層における低所得層の増
加の背景には、グローバル化や技術革新、正社員・非正社員間の賃金格差という問題があ
る。最初の二つについては、教育訓練の充実が基本的な解決策である。一方、正規・非正
規の格差縮小には、正社員の雇用保障に関する既得権を奪う事が必要になる。」(大竹
2009.281)との政治経済的な主旨を述べている。
二神・堀(2009)では、ソローモデルを踏まえて、このモデルでは技術進歩と人口成長率
が外生的に与えられており、人口が減少しても技術進歩があれば成長は確保できるという
事になる。しかし、両外生変数は独立でない可能性があると考え、内生的成長モデルであ
るジョーンズモデルを応用して説明を試みている。このモデルとは、技術水準（部品の
数）の上昇は、Ａ（パラメーター）に、研究開発に投入される労働量（研究者の数）を乗
じたもので推定できるとするものであり、研究者の数は、人口の一定割合となる事から、
相互の変数は独立ではないという事になる。また、「われわれにとって大切な事は、どれ
だけのものが生産されるかではなく、一人一人がどれだけのものを生産したかであり、一
人一人がどれだけの財・サービスを消費できるかという、経済厚生を高めることにあ
る。」(二神・堀 2009.290)との基本的な考え方を述べて、少子化の問題を考えている。彼
らは、子供を持つ効用とコストを比較しながら、補助金等での対策はせずに市場原理に任
せるべきだと主張している。なぜなら、政府が私的な決定に介入してよいのは市場メカニ
ズムがうまく機能しないとき、つまり市場の失敗が発生しているときに限られるからであ
り、現時点での出生率は、既に市場均衡しており、社会的に最適な状態を上回っていると
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している。これは、今までの議論と全く反対の議論であるが、子供の出生という私的な部
分に過度に介入すべきではないという議論である。
鶴・樋口・水町(2009)は、労働市場に関する法学と経済学の横断的研究成果である。内
容は、第一部問題提起で、改革の必要性を提示し、第二部で働き方の多様性を訴え、第三
部で正規雇用を巡る問題点、第四部で労使間のコミュニケーション、第五部で、企業の中
から見た制度改革としてまとめており、今日の労働市場に関する問題点と目指すべき方向
を具に提示している。
山田(2009)では、労務管理上の諸外国との比較の中で、多くの示唆を与えてくれる。冒
頭、不況による失業者の発生は規制緩和や自由化が引き起こした問題ではないとして、
「日本には昔から正職員しかいなかったわけではなく、雇用形態は多様だった。」(山田
2009.20,60)と述べ、非正規労働力も柔軟な労働力であり一概に否定すべきではないとし
ている。従って、むしろ非正規は恒常的に存在するのだから、保護強化や処遇改善、セー
フティーネットの整備によって正規職員との格差を解消する必要があると主張している。
更に、公正な労働市場を作るべきであるとして、欧州の事例を挙げながら、多様な就業形
態を受け容れ、均等待遇を実現する必要性を述べ、緩い解雇規制による高い雇用流動性
（年間に労働力の 30％が転職）と、失業給付の条件として、専門学校などでの教育・職
業訓練・一時就業が義務付けられるべきであるとしている。また、非正規に関しては、非
正規であっても、キャリアの展望が開かれ、望めばキャリアの階段を上って行く事ができ
る「正規と非正規を公平に処遇する」(山田 2009.105)環境が整えられて初めて、雇用形
態の多様化が是認されると言えるとした。
小嶌(2011)は、基本的に「労働市場の開放」を目指した研究書であり、職業斡旋の国家
独占を放棄させ「労働市場法」を作ることを主たる課題として挙げている。また、1995
年当時の労働法学会の雰囲気を伝えるものとして、産業における労働者の充足は、原則と
して公共職業安定所が行う、という雰囲気が当然の様にあったとしており、職業安定法に
定める職業紹介規制等の規制を、経済的規制の色彩が強いとする見方をすると、強烈な拒
否反応が示される雰囲気であったと述べている。また、2006 年の第一次安倍内閣での経
済財政諮問会議では、課題の一つとして「労働市場の効率化（労働ビッグバン）が挙げら
れ、経済全体の生産性向上のためには、貴重な労働者が低生産分野から高生産分野へ円滑
に移動できる仕組みや人材育成、年功ではなく職種によって処遇が決まる労働市場に向け
ての具体的施策が求められるのではないか。」(小嶌 2011.293)との問題意識が記されたと
ある。さらに、諮問会議に提出された「複線型でフェアな働き方に」では、「労働ビッグ
バンの 3 つの目的として、①働き方の多様性、②労働市場での移動やステップアップの
しやすさ、③不公正な格差の是正が掲げられ、労働市場に関して検討すべき論点として、
①再チャレンジを阻害する労働市場の問題点はどこにあるか、②雇用形態による格差をど
う是正するか、③仕事と育児の両立を図るには何が必要か、④技能をもった外国人労働者
をどのように活用すべきかが提示された。」(小嶌 2011.293)と述べている。更に、製造業
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の派遣禁止法案に関しては、「景気の変動等に伴って生産調整を余儀なくされる製造業の
場合、企業が労働力の投入量を増減する事が必要になる。そうした労働市場の柔軟性を確
保する為に派遣会社は存在するのであって、労働者保護の必要性とともに、労働市場にお
けるこのような派遣会社の役割を認める」(小嶌 2011.306)必要があるとしている。
八代(2015)は、労働市場改革を企業の内部の雇用慣行から説明したものである。これ
は、八代(2009)の続編ではあるが、日本の雇用慣行が高齢者や女性の就業率にも影響する
としている。
労働政策研究研修機構(2015)では、諸外国における外国人受け入れ制度の概要と影響に
関して調査しており、イギリス・ドイツ・フランス・アメリカの制度の概要と受け入れ実
績、および①経済・財政・労働市場絵の影響②社会保障制度への影響③公共サービスへの
影響が報告されており、日本との比較で有用である。
1-5

人口減少問題に関する先行研究

一方、人口減少を危惧するレポートは、国立社会保障人口問題研究所から、5 年ごとの
国勢調査後に「将来人口推計」として定期的に出されており、直近の傾向をみると長期の
将来予想人口は、次第に厳しいものとなっている。そして、2012 年や 2017 年の「日本
の将来推計人口」レポートでは、参考推計値として「移民規模別の将来人口予想」が出さ
れるようになった。なお、人口に関連する諸研究では、そのほとんどが上記の「国立社会
保障人口問題研究所」から出される「人口推計」をベースとしたものとなっており、本稿
でもこの最新の数値を使っている。また、過去の多くの研究は、先に述べたような歴史的
経緯から「社会保障コスト」との連動で発表されるものが多い。そこで、ここで政府の出
している、社会保障費の将来予測を概観しておく。その後に、人口減少に関する最近の研
究をサーベイする。
内閣府(2017)によると、社会保障給付費（年金・医療・福祉その他を合わせた額）全体
についてみてみると、平成 22（2010）年度は 103 兆 4,879 億円となり過去最高の水準と
なったとし、また、国民所得に占める割合は、昭和 45（1970）年度の 5.8％から 29.6％
に上昇し、こちらも過去最高の水準となったとされている。今後は 12、社会保障支出がプ
ライマリーバランスを改善するための重荷になっているとしており、見通しとしては、
2020 年 GDP 推定 558 兆に対して 134.4 兆(24.1％)、2025 年 GDP 推定 610.6 兆に対し
て 148.9 兆(24.4%)になるとされており、その内訳は、年金 60.4 兆(対 2010 年比
+24.1%)、医療 54.0 兆(同+53.8%)、介護 19.8 兆(同+135.7%)、子供他 14.6 兆(同+19.7%)
になるとしている。年金よりも医療と介護の増加が大きい事に注意が必要である。
三菱総合研究所(2014)では、「社会保障は賦課方式であるが、近年は公的資金の導入割
合を高めている。しかし、人口減少に伴い税収も減少する事から財政への依存を無制限に
高めることは困難である。」(三菱総研 2014.15)と述べている。また、経済に関しても、
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内閣府(2013)「社会保障の現状と課題」から

45

「経済活動の規模縮小は、単に経済的活動量を縮小することを意味するのではなく、過剰
となるインフラの廃棄あるいは再編、様々な分野での製品ラインナップの縮小、サービス
の頻度、密度、範囲の低下といった質的な水準の低下を伴うことが想定され、規模の縮小
以上に総体としての経済活動の活力が低下することが懸念される。」(三菱総研 2014.14)
とした。この示唆は、今後の日本経済を考える上で大きな意味を持つ。
日本政策銀行(2014)は、「人口減少問題研究会」の最終報告書である。それによると、
「今後、2025～2040 年にかけては、第一次と第二次のベビィブーム世代が合わせて高齢
となって行くため、人口の都市部移動により地方は過疎化するとともに、2060 年頃には
都市部では極端な超高齢化社会が出現し、生産年齢人口比率は４割になる。2040 年段階
で、65 歳以上人口は、首都圏で 388 万、大阪圏で 130 万人、名古屋圏で 80 万人増加す
る。」(日本政策銀行 2014.7)としており、「国内需要の減少から、地方の経済は落ち込むの
で、内から外、量から質への転換が必要であり、人材マッチングや海外情報支援が必要と
なり、企業の連携が重要になる。自治体はコンパクトと広域連携の強化が必要。」(日本政
策銀行 2014.13)と述べている。
日本創生会議(2015)は、人口減少と首都圏一極集中により、過疎地が増大し地方都市の
荒廃をもたらすとしている。日本の 896 市区町村で、2040 年に若年女性が 2010 年時点
の半分以下に減ると試算した。多くの自治体が社会保障の維持や雇用の確保が困難となり
自治体そのものが消滅する可能性が高い、と指摘した。これらは、平成に入りすすめられ
た効率的な広域行政推進策である「市町村の平成の大合併」後のコンパクトとなった自治
体が対象となっており、限界集落の問題は、日本の自治体にとって身近に迫っている問題
であると言える。
以上、人口問題に関しては、現在まで楽観的な研究は存在しない。むしろ、国家の存立
さえもが危ぶまれるような状況が示唆されている。つまり、出生率の改善策や移民を含め
て、人口を確保する事こそが、日本にとって喫緊の課題となっているのである。
第2節

先行研究の問題点と課題

以上、人口と経済成長、そしてその議論の前提となる人口論やそれに付随する財政や
社会保障、また、労働力を補完すると思われる諸方策を実現する上で障害となって来る制
度等に関して、過去の議論の経緯と代表的研究成果をみてきた。非常に多くの研究成果が
あり、その中にも将来の日本の姿を明確に映し括目して見ていかねばならない議論も多
い。しかし、どういうわけか、日本の未来の経済的長期的ビジョンがメディア等を通じ
て、広範に議論されているようには思えない。足もとの経済の議論に終始しているようで
ある。このまま明確な経済的将来像が示されない状態では、若い世代に漫然とした不安を
持たせ、現役世代が将来につけを廻す様なことにもなりかねない。そこで、前章までの議
論を踏まえて、これから検討すべき課題を以下の様に整理してみる。その中で、今回の研
究目的を更に明確にしていく。
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①

将来減少していく就業者数を補填する 6 つの方策が、経済成長にどのような影響を
与えるかを、長期に亘って総合的実証的にシミュレーションし、比較した研究がな
い。

将来の日本の経済成長にとって最大の問題点は、就業者数が減少していく事である。その
問題を解決するためには、前章で述べた様に 6 つの手段が考えられる。先行研究では、
様々な就業者数確保に関する解決策が提案されているが、モデルや前提の違いから、比較
する事ができない。そのために、どのような方策が、どの程度ベターなのか判別できず、
議論が噛み合ってこない場合が多い。特に、技術進歩の上昇が、就業者数の減少をカバー
するから日本の経済成長に貢献するという主張がある。しかし、どのような根拠に基づい
て、どの程度の貢献があるのか計測して比較する方法がなく、楽観論や悲観論を含めて、
あまりにも不確実な推測となっている。この部分を計量的にコントロールでき、計量的に
推定できる方法を開発する必要がある。この議論は、第 5 章と第 6 章で行われる。
②

日本の経済成長は、何故、低下したのかについて原因分析が十分ではない。そのた
め、成長する為の処方箋にも様々な相違が出てくる。

1991 年とされる「バブル崩壊」から、既に 25 年以上が経過している。もはや一昔前の
出来事であるが、この間にとられた政府の「政策」に関する総括的議論や評価が少なく、
一致したコンセンサスが存在していない。これから出される政策提言に関しては、これら
過去の諸政策に関する評価に基づいて、今後の日本の政策が展開される必要がある。本
来、政府の打ち出す経済成長戦略とは、一時的な施策ではなく長期的な成長への経路を示
す政策のビジョンであり将来への展望である。国家の成長とは経済的な意味だけでなく、
社会的文化的要素を含めたものであるが、国民の厚生に大きな影響を与えるのが経済であ
るから、全体厚生を高めるのであれば成功であり、そうでなければ失敗である。もちろ
ん、その時々の日本の課題を解決する施策でなければならないが、それらが単に目先の課
題の解決を優先するあまり、全体としての方向性を失うものとなってしまってはならな
い。例えば、1990 年代の政府のスローガンは、「内需主導経済への転換で、国内景気を良
くする」というものであった。もちろん、短期的には消費が GDP の 6 割を占めるのであ
るから内需の下支えは重要であるのだが、グローバル交易によるデフレ基調の中で名目賃
金が伸びず、人口が減少し生活に必要な耐久財や必需品が飽和している国内で、長期に亘
って内需を活性化させ続けるのは難しい。また、そのような閉鎖型の社会では企業設備の
更新需要以上の新規投資需要が大規模に起こる事はない。つまり、この年代に政府の主導
した内需主導型の経済政策では結果として経済成長をけん引できなかったのであり、本来
はこの時期に日本の指針とするべきグローバル経済に向けての市場開放や制度改革が不十
分だった事も、成長が鈍化した原因だったのではないかと思われる。では、将来成長しな
くてよいのかというと、国の高齢化問題と社会保障、そして国債の償還問題を考えれば、
成長しなければ長期的には財政破綻への道を辿るしかない。よって、国家には短期と長期
の課題を総合的に展望した上での成長戦略が求められる。同時に、国民には相互に関連す
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る全体的な経済を理解するリテラシーを身につけ、国の政策を読み解く必要がある。つま
り、過去の経済と政策に関しての評価が必要であり、それを踏まえた上でこれからの成長
の重点を設定する必要がある。従来の経済成長に関しての議論は、日本人の勤勉さや技術
力を過信した楽観論が支配的であったように思われる。しかし、前記した様に一般に思わ
れている日本の「技術革新力」、すなわち、生産関数で一般的に「TFP 成長率」といわれ
ているものは本当に高いのであろうか。これらは検証すべき事項であり、本稿では第 3
章と第 5 章で検討する。
③

人口減少による労働量不足と、需要の減少に苦しむ日本にとって、もし人口減対策と
して移民を受け入れるなら、どの程度受け入れたら、どの程度の成長が期待できるの
かという実証分析による適正規模の提案がない。

日本では人口減少対策として、就業率の改善や、出生率の上昇策のみが言われているが、
労働力としての移民の受入れに関しての議論は極めて少ない。また、どの程度の移民受入
れで、どの程度の経済効果があるのかに関しても実証分析がない。つまり、議論に検証可
能な土台が存在しない。この移民を受け入れるという問題に関しては、かなり以前から議
論されており、最近では「国民的コンセンサス」を得る事が、各種の提言でなされている
が、具体的に国民各層での議論となっておらずコンセンサスの形成までにいたっていな
い。2000 年代に入り、この問題はマスコミに数多く登場し物議をかもし続けている。
2000 年代に突入する前に小渕内閣で作られた経済計画の中でも高齢化の進展と、移民の
受け入れが論じられていた。すなわち、日本の人口が減少していくと経済に深刻な影響を
与えるので、人口減少にともなう就業人口の減少の下では労働力を確保することが必要と
指摘されている。しかし、実証的な議論の材料が存在していない。そこで、本稿では第 6
章で具体的な数値でのシミュレーションを行う。
④

移民を受け入れた場合の弊害が強調されることが多いが、本当に、日本の労働に悪影
響（賃金減少、就業率の悪化、自国民の失業の増加、社会負担の増大）を与えるのだ
ろうか。

移民受入れに関する議論は、民族の独立性やアイデンティティの確保といった問題を惹起
する。これが、外国からの自由な移民の議論が避けられている根本的な原因と思われる。
また、規制のない大規模な低スキル人材の受け入れは、日本のネイティブの生活を脅かし
かねないとの観測から、幾分移民反対の傾向が強いようである。結果として、入国管理行
政としては、高度人材に関しては規制なく受け入れ、日系二世三世の国内での就業は認め
るものの、それ以外に関しては、規制を設けて受け入れないというものになっている。し
かし、移民を受け入れると、本当に自国民の生活を脅かすのであろうか。移民受入れと賃
金の変動に関する研究成果の検証や、前述した研究成果にもあるように、総合すると「1)
代替の弾力性の大きい企業では、賃金の減少は大きくない。従って、国内の労働者に与え
る影響は少ない。2)サービス業では、代替の弾力性が小さいため、賃金の減少が予想され
る。3)多様な人材の受け入れで R&D が進む。4)中小企業では、研修生が貴重な労働力と
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なっており、本格的に長期勤続し、キャリアアップできるシステムを作るべきである。」
であった。この点に関しても議論を深める必要がある。7 章で重点的に論述する。
⑤

日本的な労働慣行の国際基準との相違とは何なのか。どのようなモデルがこれからの
労務管理政策として考えられるのかが明確でない。

日本的な経営の良さと、グローバルな職務付与方式である雇用契約との格差を解消すべき
具体的な骨子が明確でない。つまり、どのような日本的経営の部分を残し、どの部分を世
界基準に合わせるのかという基準に関してのコンセンサスがない。移民を入れる場合に
は、職務対応型賃金体系が必要であり、キャリア形成に関しての明確なマニュアルが必要
である。諸外国は、日本の様な家族経営的な企業依存型の雇用形態ではない。それでも、
これから求められる人材は、熟練型、多能型、知識集約型の労働者であり、これには長い
年月の訓練が必要になる。この部分は元来日本企業の得意とするところである。しかし、
この部分のアピールが日本企業には少ない。このキャリア形成の過程と報酬やフリンジベ
ネフィットが契約に明記されている事が、外国人労働者にとって魅力となる部分なのであ
る。しかし、市場のグローバル化の推進は、国内の企業経営者の経営に関するスタンスに
も影響を与えた。1990 年代に、政府の積極的市場開放策と相俟って「自己責任」と「業
績主義」という言葉が流行した。それに伴い、この概念を悪用する使用者も増えた。すな
わち、日本的企業の特徴であり費用もかけていた人を育てる風土を放棄し、成果だけを求
め始めたのである。このような場合、雇用環境が悪い状況に置かれると、労働者は極めて
弱い立場に立たされる。雇用がなくなれば、生活できなくなるからである。それを悪用し
て、過重労働させる使用者も現れてきた。従って、明確な雇用契約（労働条件）とキャリ
アプロセスが存在するという事は、国内労働者にとっても良い影響を与える事になる。こ
のように、どういう労務管理政策が必要かというノウハウは、多くの大手多国籍企業が既
に経験的に蓄積している。そこで、そのノウハウを積極的に公開してもらい、海外進出を
予定している企業間で検討しながら新たな日本的経営として共有していく事も一つの方策
になる。この点についても 7 章で議論を深める。
⑥

女性や高齢者の就業を促進した場合の経済成長に与える効果や、人口に対するこれら
の層の就業余地等の情報が乏しい。

内閣府(2014a)にあったように、少子化問題の解決に向けて、全ての若者に、結婚し 2 名
の子供を産み、育てる事を強制できるのか。女性の就業率の向上や高齢者雇用に関して、
就業を強制できるのか。どこまでが許される限度であるのかという、根本的な人権に関す
る問題がある。当然、我が国では、そのような強制はできず、個人の意志は尊重されなけ
ればならない。従って、その目標に向かっての環境整備やそのための施策が重要なテーマ
になる。その為に必要となる費用等の算定も必要になる。しかし、現在の政策はスローガ
ンが先行し、具体的にどのように政策を作り、環境を変えていくのか明確でないようであ
る。もちろん、政府は人口減少問題という課題に、2 つの方法で政策的に取り組んでき
た。一つは、先に述べた少子化対策大臣の任務である、合計特殊出生率の拡大策に関する
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施策であり、もう一つは、労働力率の拡大、すなわち女性の社会進出の促進と、高齢者の
60 歳定年から、65 歳までの雇用延長の企業への義務付け、すなわち高齢者雇用制度の拡
充による労働力の確保策であった。具体的には、育児手当の拡充という出生へのインセン
ティブであり、女性の子育て期間の会社等からの離脱による、Ｍ字カーブ解消に向けた育
児期間の就業に向けた各種の支援や、ワークライブバランス経営の推進、女性の社会進出
を促す為の役席登用者の拡大等、一連の施策であった。同時に、高齢者の雇用促進に向け
た企業への補助金制度や、定年や雇用延長へ向けた政府による企業就業規則の強制的変更
の推進であった。これにより、現在に到るまでに一定程度の雇用数の増加があり、折から
のデフレによるリセッションとも相俟って 1998 年から始まった日本の就業人口の減少に
伴う労働力不足を、2008 年のリーマンショックという外的な影響を除いては、深刻な問
題として顕在化させることなく、ある程度の効果をもたらした。 13しかし、残念ながら、
今後発生すると思われる日本の人口減少に伴う就業人口の絶対的な減少傾向を予測する
と、仮に、合計特殊出生率が現時点で大幅に改善したとしても、出生児が労働力となるに
は、20 年以上の年月が必要となり、現在就業している女性や高齢労働力に関しても、い
ずれ高齢化に伴う労働参加率減少の傾向からは免れ得ない事から、この 2 つの政策では
到底補えず、労働力不足に関して現在の労働力規模を維持することは統計的に無理になる
と予想できる。これは、現下の建設業や小売業、介護や飲食サービス業、そしていくつか
の製造業の人手不足にも顕在化してきている。更に重要な事は、この事が我が国の社会保
障制度の根幹に関する財政問題に対して、従来以上に深刻な影響を与えるものとなるだろ
うというものである。しかし、だからといって現在存在している労働力を、どのように活
用するのかという議論を放棄しても良いという事にはならない。高齢者や女性を活用する
場合には、職務開発等の国によるガイドラインが必要な様であり、民間企業独自の取組で
は進んでいかないようである。いずれにせよ、「高齢社会」自体は、人類にとって決して
忌むべきことではない。むしろ人類にとっての究極の目的でもあると言える。それは、人
の一生において、何かをなしうる時間と機会とをより多く与えてくれるからである。この
高齢化という寿命の伸びによって、日本の文化（暮らし方考え方）、風土（自然や四季）
や食の文化が注目されているのである。本稿では、女性や高齢者の就業余地に関して第 4
章で分析し、第 6 章でその余地に基づくシミュレーションを行う。
⑦

外国人労働者の活用策が明確でない。単に、研究者や単純労働者のみが不足している
のではない。日本企業製品の需要発掘の為に海外で活躍する中間的な人材も必要とな
ると思われ、どのような分野で活躍してもらうのかのビジョンも必要である。

外国人労働者に関しては、高度な研究者や単純労働者のみ議論されているが、日本人が不
得意とする部分を補完してくれる中間的な人材も求められている。特に、言葉の壁がな
く、日本の商品を積極的に売り込んでいける、日本的なスタイルを体現した現地営業スタ

13

現実に、就業数の拡大効果や就業率の改善等の動きが統計上見られる。詳細は 4 章に記載。
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ッフが必要になっている。国内産業の維持には、旺盛な外需の取り込みが必要なのであ
る。日本人は万能ではないし、この種の人財は極めて不足しており、世界の貿易国に大き
く後れを取っている。今後の人口減少は、従来通りの供給能力があっても、人口減少と高
齢化が国内需要を大きく下方に引き込む事から、需給ギャップを拡大させ供給側の稼働率
も低下の傾向を辿ると予想される。また、次第に中小企業の後継者もいなくなってきてい
る事から、製造業のすそ野に広がり大企業を支えていた中小企業も最終的には資本設備が
廃棄され、廃業の方向へと向かって行く。既に多くの中小企業が、先行きの見通しの暗さ
から技術者もろともに M&A や買収に応じている。昨日まであった企業が、設備もろとも
に今日は全く跡形も無くなり、更地のみが残っているという実態も散見されるようになっ
た。このような事態を避け、供給側の生産能力をフルに使っていこうとすれば、日本は、
ますます諸外国、特にアジアへの輸出（海外需要）に大きく依存しなければ成長できな
い。しかし残念ながら、海外で交渉し営業できる人材の育成に日本は失敗している。いわ
ゆる、言葉の壁であり、国民あげて対外営業に注力するという姿勢の欠如である。技術が
良ければ、自然と商品や製品は売れるという過信がそこにはあるように思える。
結局のところ、中小企業を含めた日本の企業は、海外での日本製品の需要を発掘し、
それを国内需要へと結びつけなければ成長できない。これまでのような、日本企業の製品
の品質に対する自信と、自らの顧客の持つ絶対的信頼に過度に期待するような営業活動で
は、利益は確保できなくなった。利益を確保するには、インターネットや現地スタッフを
積極的に活用して、世界規模の取引に中小の製造業やサービス業も乗り出さなければ、国
内需要だけでは利益が確保できなくなってきている。これまでのように、単に、先端の研
究開発力、商品の企画設計力、真似のできない応用技術力、品質の高い素材力・部品力と
いった川上部門だけに注力すれば、需要が生まれるという考え方では、世界に遅れをとり
かねない。したがって、国内はもとより海外リテイルでの個々人の営業力・組織力・信頼
を勝ち得る力、パブリシティを含めたマーケティング力や丁寧なアフターサービス力とい
う日本的なスタイルで比較優位を持つ川下部門での利益率を高める事が重要になってく
る。全世界に輸出を拡大して、収益を確保していかなければ成長が難しい我が国の企業に
とっては、このような分野を担ってもらうためにこそ、外国人労働者を雇用する意味があ
ると考えられる。このような能力を身につけるには、数年の企業内訓練で可能なはずであ
り、それほど高度な人材でなくとも良い。したがって、外国人労働者を新規に雇用した
り、現在の実習生制度等を活用したりして、海外現地への輸出やメンテナンスを担当する
現地スタッフを作る事も、日本の成長戦略のひとつのビジョンとして取り込む必要があ
る。現在のような、移民労働者を多く入れる場合、ほとんどが低スキルであるという単純
な発想での議論は、この章の冒頭の OECD(2014)でもサーベイした移民労働者に対する
国際的な認識、すなわち、平均的には、かつての移民者の学歴別の資質比べて、はるかに
高い学歴別資質を持っているという認識とはかなり相違する。なお、このような外国人労
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働者の雇用の場合には、世界的に認められている労働慣行に、日本の制度を合わせていく
事も考える必要がある。この点に関する労務管理上の議論は第 7 章で行われる。
以上 7 点について、先行研究を基にして、本稿で検討すべき課題を取りまとめてみ
た。これらの課題の検討に関しては、各章の中の分析に付随する形で述べられる。
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付論

入国管理制度に関する歴史的な論点 14の整理と移民の現状

本稿の本論では、主に人口減少と移民の受入れに関する議論を経済成長との関係でサ
ーベイした。このようなテーマで議論が沸騰してきたのは、2000 年代以降であると述べ
た。しかし、経済成長との関連での分析ではないが、外国人労働者の受入れに関しては、
それ以前から多くの制度化に関する議論があり、2000 年代以降も、各種の提言が行われ
ている。そこで、当付論において、それらの過去から現在に至る制度的な議論や提言を、
清水(2008)を中心にしてフォローする。また、2016 年段階での、外国人人口と外国人就
労者数の詳細も当付論末尾にまとめている。
国家はその主権として「外国人労働者」を受け容れるか、受け容れないかを決めるこ
とが出来る 15。我が国はこの原則に基づき、出入国管理制度を持っている。当制度の目的
は、清水(2008)によると、「自国の存立を維持し、自国および自国民の利益を保持、擁護
することにある。すなわち、自国の利益となる外国人の入国は歓迎し、積極的に受け入れ
の推進を図るが、他方、自国の利益とならない外国人の入国は認めず、場合によっては在
留中の外国人を排除しようとするものである。」(清水 2008.32)としている。
この制度の下、日本政府の外国人労働者政策は、1988 年以降、各種の経済計画や提言
が行われたにも拘らず、過去の雇用対策基本計画 16の中で示されてきた原則どおり、ほと
んど変わっていない。すなわち、専門職や熟練労働に就く外国人は積極的に受け入れる
が、非熟練労働に就く外国人は、（日系人などを除いて）受けいれない、というものであ
る。そこで、歴代の経済計画や各種の提言の内容は、どのようなものであったのかを、清
水(2008)の調査報告に基づき最初にサーベイしていく。
日本最後の経済計画として知られている、内閣府(1999)17では、3 部の 1 章「多様な知
恵の社会の形成」中の 2 節「外国人労働者の受入れによる多様性と活力の確保」の中
で、「進展するグローバリゼーションの中で、多様な知恵の時代を迎え、日本がこれから
も世界の中で豊かさを維持するためには、多様で異質な才能の積極的活用や創造的な発想
に基づく経済活動の拡大が不可欠である。」「海外の異質な文化的背景をもつ人々や企業が
日本人や日本企業と協力し合い、あるいは、競い合いながら活躍するという状況を創り出
していくことが望ましい。専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れを積極的に進める
ための具体的方策等を検討し推進する。なお、いわゆる単純労働者の受入れについては、
日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出し国や外国人本人にとっ

14
15

16
17

この項は、主に内閣府(2008a)の清水(2008)報告からの引用であるが、提言に関しては全報告をサーベイした。
「憲法上、外国人は、我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、（中 略）在留の権利ない
し引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものではない」（最判（大）昭 53.10.4 民集 32・7・
1223）
第６次、1988 年、第７次、1992 年、第８次、1995 年、第９次、1999 年
「経済審議会」(会長・豊田章一郎トヨタ自動車名誉会長）の答申（1999 年 1 月 18 日に小渕首相の諮問を受け、同年
7 月 5 日に答申）に基づき、1999 年 7 月 8 日閣議決定された、2010 年までの経済運営の指針となる日本政府の経済
計画。
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ての影響も極めて大きいと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分
慎重に対応することが不可欠である。」(内閣府 1999.2 節 2)と述べている。
また、その翌年には、小渕首相の私的諮問機関である、「21 世紀日本の構想懇談会」
が、内閣官房(2000)の中で、グローバル化に積極的に対応し、日本の活力を維持するため
には、「移民政策」が必要であると提言するとともに、「多様性を力とする」という章の中
で今日的な課題の多くを提示している。また、経済産業省(2003)では、「日本経済の活性
化のために、高度人材を積極的に受け入れるとともに、現在及び将来の労働者不足に対応
するため、これまで受け入れが認められてこなかった分野にも新たに外国人労働者を受け
入れるという選択肢も考えられる」(経産省 2003.3 章 2 節)とする見解が見られる。2004
年には、外務大臣の諮問機関である海外交流審議会が、外務省(2004)を公表している。そ
の 2 部「外国人問題」の中で、今後の外国人労働者受入れのあり方として、「単純労働者
の受け入れについて国民的合意の形成を図ること」(外務省 2004.14)や、「EPA（経済連
携）交渉を通じた看護師、介護士受入れ体勢の整備など、在留資格の見直しも含めた新た
な専門的、技術的分野での受入れ」(外務省 2004.14)の提言がなされた。
一方経済界では、経済同友会(2002)では、「高度な技術や技能をもった人材を魅きつけ
るために、留学と就職を橋渡しする在留資格の創設や、国際インターンシップの活用」
(経済同友会 2002.13)等を提言した。2003 年には、日本商工会議所(2003)が、若者、高齢
者、女性の就業促進と平行して単純労働者の受け入れ促進策や、新たな制度的枠組みを創
設すべきと提言した。日本経済団体連合会(2004)では、外国人受け入れの 3 原則として、
①質と量でのコントロールが必要、②外国人の人権と尊厳を擁護することが必要、③受入
れ側と送出側の双方にメリットがあることが必要である。また、介護、看護など労働力不
足の分野で外国人労働者の受入が必要になるとし、在留資格の見直しを行なうとともに外
国人庁を創設し、二国間協定の締結を通じて秩序ある受入れシステムを実現するべきであ
り、受け入れる場合には、日本企業の雇用契約や人事制度の改革も必要、と提言してい
る。同じく経済団体連合会(2007)では、外国人人材受入に関する第二次提言まで出し、
「多様な価値観・発想力による組織の活性化、国際競争力の強化の観点から、我が国企業
の多くにとって、グローバルな人材マー ケットから優秀な人材を獲得するのが急務とな
っている」(経団連 2007.2)と指摘している。
次に、制度検討の歴史を清水(2008)に基づき遡ると、「政府が本格的に外国人労働者問
題を検討し始めたのは、1965 年代初めのことで、労働力不足対策を求める民間の声に促
されてのことであった。…労働大臣は、基本計画案を策定し、閣議の決定を求めるべきこ
とが雇用対策法に定められている。」(清水 2008.34)ので、「1967 年、政府は第一次雇用
対策基本計画を閣議決定した。この中では、外国人労働者は受け入れないとされている。
閣議決定の場における労働大臣の口頭了解は、…求人難が強まるとともに、産業界の一部
に外国人労働者の受け入れを要望する声があるが、わが国では依然として中高年層の就職
問題があり、すべての労働者の能力が十分に生かされておらず、西欧諸国とは雇用事情が
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異なるので、現段階においては、外国人労働者を特に受け入れる必要はない。」(清水
2008.34)とされた。以降、1973 年の第二次雇用対策基本計画や、1976 年の第三次雇用対
策基本計画も、同様の説明がなされた。「このように、3 次にわたる雇用対策基本計画
で、外国人労働者の受入れは行わないという口頭了解がなされてきた。しかし、海外との
交通手段の中心が船舶から航空機に移り、出入国者数が増大し、入国目的も多様化したほ
か、技術研修目的で入国する者が、特に大企業で増大してきたため、政府は 1986 年に出
入国管理及び難民認定法を改正した。その内容は多岐にわたるが、在留資格については、
①「観光」に限定されていた短期滞在のビザに、保養、スポーツ、親族の訪問等を加え
る、②技術研修生の在留資格を新設する、というものであった。しかし、今日的意味での
外国人問題の議論が生じるのは、1985 年代以降のことである。…1985 年当初から 1995
年までは、主に、外国人労働者への鎖国を続けるか開国するか、単純労働者を受け入れる
か否かの論争が行われた。それ以降は、人口減少社会の到来を予測して、外国人労働者の
受入れ議論が行われている。」(清水 2008.35) 一方、法務省は、「1988 年 3 月に在留資格
の全面的見直しに着手した。この見直しは紆余曲折を経て、1989 年の出入国管理及び難
民認定法の改正に結実した。法務省は、法改正に関する基本的見解を次のように述べてい
る。①第 6 次雇用対策基本計画 に基づき、単純労働に従事する外国人の就労は認めない
が、技術・技能者の導入枠は広げる。②現行法の合法就労の在留資格枠では、合法就労外
国人の増加にも対応できず、現行法には限界がある。③不法就労外国人の増加は著しく、
不法就労対策の強化が求められている。この認識に立ち、単純労働に従事する外国人労働
者の導入については、今後各省庁と調整していくが、受入れ範囲は国家主権に属する問題
で、多面的な角度から慎重に検討していくとして、単純労働に従事する外国人労働者は今
後とも受入れ拒否の姿勢を堅持するとした。具体的には、新たに 27 種の在留資格が設け
られ、専門的・技術的分野の在留資格を拡大し、法律・会計業務、医療、研究教育、人文
知識・国際業務、企業内転勤、文化活動を新設している。また、日本語学校等の教育機関
による受入れのため、就学の在留資格を新設した。さらに、日本人の配偶者等と定住者の
在留資格を整備し、日系 2、3 世とその配偶者に広く在留資格を与えることになった。ま
た、不法就労助長罪を新設し、出入国管理基本計画を策定するとした。」(清水 2008.36)
「1989 年の法改正により、南米諸国からの日系人出稼ぎ労働者が急増したため、1992
年、労働省中央職業安定審議会に外国人雇用対策部会が設置され、同年 12 月に報告がな
された。これを受けて、中央職業安定審議会は、翌年 1 月に『今後の外国人雇用対策の
方向について』という建議を労働大臣に提出した。同建議では、①外国人を雇用する事業
所の把握がなされていないため、十分な行政対応が行われていない。②外国人の就労経路
にブローカーが介在し、様々なトラブルが発生している、という 2 つの問題点が指摘さ
れ、これに対処するため、外国人雇用状況報告制度の創設と外国人労働者の雇用管理の改
善が必要であるとした。このうち、外国人雇用状況報告制度については、1993 年 4 月、
職業安定法施行規則を改正することで実現された。同制度は、毎年 6 月 1 日現在に雇用
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している外国人労働者の数、職種、出身地域を 7 月 15 日までに報告する制度である。ま
た同年 5 月には、外国人労働者の雇用、労働条件に関する指針が発せされ、外国人労働
者の雇用管理及び労働条件の適正化が図られた。」(清水 2008.37)
なお、その後の 2000 年代に入ると、研修・実習生という制度を悪用した低賃金労働の
強制が後を絶たず、遂に、米国務省の人身売買に関する 2007 年版報告書ではこの制度
(Foreign Trainee)の問題が取り上げられ、非人権的な状況に置かれている研修生の状況
把握や問題解決などを指摘している。結果として、2009 年には「出入国管理及び難民認
定法改正案」が閣議決定され、2010 年 7 月には、技能実習制度関連の改正が施行され
た。その内容は、①研修生は入国後 2 ヶ月間、講習を受講する（母国で 1 ヶ月の講習に
より、入国後の講習を 1 ヶ月まで短縮可能）。内容は日本語や生活習慣、法令等に関す
る知識など。②講習修了後は、企業との雇用契約に基づく（最低賃金等の労働法令が適用
された）技能修得活動に従事可能。③入国後 2 年目以降は 1 年目に修得した技能を要す
る業務に従事可能。④期間は、講習及びその後の活動を合わせて最長 3 年間、とされ
た。しかし、それ以降も、いわゆる 3K 職種など日本人労働者を確保できない場合や、中
国などの外国製品との価格競争にさらされている中小企業が、本来の目的である国際貢献
ではなく、低賃金の労働力確保のために本制度を利用するケースが目立ち、研修生の中に
も技能修得ではなく、出稼ぎとして来日する者も出てきている。つまり、国際貢献制度自
体が、国内労働需要に対する国際的な供給圧力によって悪用されている現状にある。研修
技能実習生が労働の為に国内に再入国して働く場所の確保という点からも、研修技能実習
生制度とは別に、国内労働力需要に対する適正な対応も必要性を増してきている。なお、
2013 年から高度人材の受入れを促進するために、政府は学歴、職歴、年収などの一定要
件を満たす高度人材に関しては、在留中の複数の活動の許可、5 年間の在留期間の付
与、永住許可要件の緩和、配偶者の就労や親の帯同などのインセンティブを付与する制度
（高度人材ポイント制）を導入している。以上が、外国人労働者受け入れに関する、歴史
に基づく経緯である。
この振り返りでわかるように、今日的な外国人労働に関する議論のほとんどは、この
1990 年前後に行われていたことがわかる。異なるのは、今日のように少子高齢化社会と
経済成長との関係の中で議論されていなかったことである。その後の 1990 年代はバブル
崩壊もあって外国人労働者の問題に関しては、大きく浮上する事がなく、既存の法制度の
中で運用されてきた。そのことが、国際価格競争の中で多くの企業に苦難の道を歩ませる
ことになるのである。このような経験から 10 年後の 2000 年前後になると、産業界から
移民政策の必要性を訴える提案が、最初に見たように次々に出てきている。つまり、
1990 年代前後の議論は、今後日本が歩むであろうグローバルな環境変化を見越した議論
ではなく、その後の政策的対応も国際環境変化に対応しておらず、その場しのぎのものに
なっていたのではないかと考えられるのである。
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ここで、「移民」に関する定義を再度詳しくみておく。国連では「出生または市民権の
ある国の外に 1 年以上いる人」とされているが、日本には明確な定義はない。一般的に
は、「ある程度長期に亘って定住する外国籍の人」とされており、通常、留学生や研修
生、短期の就労目的での外国人は除かれる場合が多い。入国管理局を通過した日本にいる
外国人は、在留外国人と言われるが、観光や短期ビジネス等を除いて日本に中長期的に在
留するには、以下の 5 つの資格のいずれかに該当する必要がある。通常「移民」と言わ
れるのは、①定住や永住ビザを持っているか、日本人の配偶者がいるか、永住者の配偶者
の場合である。一方で、中長期滞在者として見做されている、②留学生③技能実習生がい
る。これらの資格は、学生や研修生であるから移民でないことは言うまでもない。他に
は、長期に滞在する場合移民と見なされる、④専門的・技術的分野の資格や⑤特定活動に
よる在留がある。特定活動は主に技能実習の 3 年の期間が経過した後、継続して 2 年間
の習熟期間に従事する場合が多く、現時点では数が少ない。専門的・技術的分野の資格と
は、教授・報道・経営・法律会計・医療・教育・研究・企業内転勤等に該当する人に与え
られる資格である。通常は、②と③を除く中長期滞在者が移民数と考えられる。経済低迷
期の特定の期間を除くと、日本でのこの移民数は、近年では 6.9 万人ずつ増えてきてい
る。
現在、中長期に日本にいる外国人は、法務省 HP によると 2016 年（H28 年）末で
238.3 万人であり、女性 53.8％男性 46.2％となっている。国別では、中国 69.6 万人
（29.2％）、韓国・朝鮮 45.3 万人（23.6％）であり、以下、フィリピン 24.4 万人
（10.2％）ベトナム 20 万人（8.4％）ブラジル 18.1 万人（7.6％）となっているが、特
に、ベトナムからの増加が前年比＋36.1％となっており増加が目立つ。国内の受け入れ自
治体別にみると、東京都 50 万（21.0％）愛知県 22.4 万人（9.4％）大阪府 21.8 万人
（9.1％）神奈川県 19.2 万人（8.0％）埼玉県 15.2 万人（6.4％）となっており圧倒的に
首都圏が多い。
この中長期在留者の中の労働者数を厚生労働省の HP から拾ってみると、2016 年の 10
月末時点で 108.4 万人となっており、中長期在留者数を分母とした就業率は 45.5％であ
る。受入れ事業所数は 17.3 万か所であるが、30 人未満の事業所が 56.7％と圧倒的に多
く、500 人以上の事業所は 4.2％に過ぎない。労働者の在留資格別にみると、①定住永住
者等が、41.3 万人（38.1％）であり、②留学生等の資格外活動が、24 万人（22.1％）、③
技能実習生 21.1 万人（19.7％）④専門技術的分野 20.1 万人（18.5％）⑤特定活動 1.9 万
人（1.7％）となっている。この労働者を国籍別にみると、中国が 34.4 万人（31.8％）ベ
トナム 17.2 万人（15.9％）フィリピン 12.8 万人（11.8％）ブラジル 10.7 万人（9.8％）
の順になっているが、近年はネパール 5.3 万人（4.9％）も増えてきている。受け入れ自
治体別には、東京都が圧倒的に多く 27.6％であり、次いで愛知 8.0％大阪 6.6％神奈川
6.4％埼玉 4.4％である。雇用する産業別には、製造業が 23.5％と最も多く、次いで小売
業 16.9％、宿泊飲食サービス業 14.3％、労働派遣ビルメンテ 7.9％建設 7.5％の順となっ
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ている。先の就労資格別にみると、中国が先の①から④の資格別の割合がほぼ 25％ずつ
であるのに対して、ブラジルは①の割合が 99.2％と圧倒的に多く、フィリピンも 76.5％
である。一方、ベトナムは②と③の割合が多く、それぞれ 43.3％と 42.3％である。ネパ
ールもその 61.2％が②の資格外である。以上の現況をみると、都市部周辺の工業地帯の
中小企業製造業に、外国人労働者が集中している実態が浮き彫りになる。
なお、政府は東日本大震災の復興事業や 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック
に向けた建設需要に対応するために、「外国人建設就業者受け入れ事業」として、建設業
に従事する外国人労働者の受入れを「技能実習生」という名目で開始する事を決定してい
る。期間は、2015 年 4 月 1 日から、2021 年 3 月 31 日までの緊急的時限的措置である
が、技能実習生である事から、特定活動の資格で 2023 年 3 月 31 日までの延長が可能で
あるとしている。
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第3章
第1節

バブル崩壊後の日本経済の統計的特徴
バブル崩壊後の日本経済の状況

第 4 章や第 6 章において、新古典派による理論モデルを作り供給サイドから実証して
いく前に、バブル崩壊後 20 年間の日本経済のいくつかの特徴について、SNA データの
分析から見えるいくつかの特徴的な現象を概観する。同時に、「これまでの日本経済と
は、何であったのか」を、各種の統計や研究論文を使って検証し、後々の議論の前提とな
る「日本経済の経済成長には、何が重要であるのか。」という「日本経済の構造」に関す
る認識を共有する。なお、モデルを使用した詳細な分析では、その後のシミュレーション
が長期になるため、パラメーターの推定期間を 1980 年からの 2014 年までとしている
が、この章での分析は 1994 年からである。その理由は、図 3-1 にもあるように 91 年の
バブル崩壊を境に成長の姿を変えているからであり、しかも、バブル崩壊から 25 年が経
過しているにもかかわらず、日本経済が回復へ向かう様子は見られず、むしろこの間の姿
こそ日本の将来に向けての常態であると見る方が妥当であると思われるからである。
図 3-1

日本の GDP と成長率の推移（実質）

(出所) 内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

日本経済は、1973 年の第一次石油ショックや、その後の第二次石油ショックを見事に
乗り越えて以来、順調に成長してきた。その経済成長は、1985 年のプラザ合意による円
高を危惧した政府の金融緩和策と相俟って、1980 年代後半に熱狂期を迎え、日本の製造
業を始めとする諸産業に大規模な設備投資を行う事を可能にし、民間企業はこの段階で膨
大な供給能力を持つに至った。しかし、1989 年 12 月末の日経平均株価の大幅下落を機
に、翌年から土地価格の崩壊が始まり、土地を担保に信用を拡大してきた金融機関は、一
斉に信用収縮へと舵を切り始めた。その傾向は、経済に深刻な打撃を与え、1991 年に到
って明確なものとなった。
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ここに、いわゆるバブル経済が崩壊し、同時に「民間投資」も激減した。急速な投資
減少で成長の大幅な落込みを恐れた政府は、日米構造協議等により懸案となっていた「内
需拡大」を図り、投資不足を補うためにインフラ整備等の公共投資を拡大する方針を採っ
た。しかし、1971 年の変動相場制採用以降、経済理論が説明しているように以前の様な
大きな乗数効果は現れず 18、円高、デフレ基調の景気後退トレンドを内需によって変える
までには至らなかった。結果として、国の負債のみが積み重なり、経済成長も長期的に失
速する結果となった 19。それ以降現在の 2017 年まで、2003 年から 2007 年までの下げ止
まり期を除いて、ほとんど一世代 25 年の長きに亘って低成長が続いている。
この長引く不況の初期の頃の原因は、いわゆるバブル期の過剰投資によるバランスシ
ート不況と呼ばれるものであったが、次第にその性格が、円高基調のデフレ経済へと移っ
てきた。この影響は、中国を始めとする共産圏諸国が一気に国際市場に流れ込んできた影
響が大きい。一方で、このバブル崩壊後の、信用収縮の経験を糧に、大手企業は投資に必
要な資金調達を間接金融から直接金融へと変更する事を志向し、なおかつリストラという
手段で内部留保資金を厚くする事により、可能な限り資金調達に制約のない経営の裁量と
財務体質の強化を確保しようとしてきた。また同時に、円高により大手家電、機械製造企
業は海外直接投資を大きく進展させ、産業の海外拠点との垂直水平統合を図りながら、生
産体制と利潤率のグローバルな最適化を志向していったため、国内経済の空洞化問題を急
速に浮上させる結果となった。国内投資が衰退してきたのもこの頃からである。
現在、2013 年からの日銀によるベースマネーの大量発行という、いわゆるリフレ政策
による「デフレ」脱却に向けた「大規模な金融緩和」が行われており 20、それに付随す
る、「円安誘導 21」を梃子にして、輸出型の製造業の業績が回復し、当該産業を中心とし
て徐々に国内に景気浮揚の兆しが出てきた。しかし、ここまで 25 年間の日本の経済成長
を振り返ると、主要先進七か国の中でもイタリアに次ぎ、低い経済成長率となっている
22。また、一人当たりの

GDP では 2014 年に世界 24 位となり、国民の厚生は他の先進国

に比べて極めて劣化した。為替レートの変動の影響もあるだろうが、何故、このような結
果になったのかに関する原因の分析がなくては、これからの日本の成長をどのように牽引
すべきか、という議論は緒に就かないといっても過言ではない。原因の認識の相違は、政
策の大きな方向性を誤る可能性があるからである。では、政府のこれまでの政策はどのよ
うなものであったのだろうか。
18 1996 年岩田規久男「マクロ経済学を学ぶ」筑摩書房「1973 以降の乗数効果は１年目 1.4
19

2 年目 1.9」

日経平均株価の史上最高値は、1989 年 12 月 29 日 最高値 38,957 円であるが、バブル経済期とは、日本の景気動向
指数からみて、景気循環における第 11 循環の拡大期を指し、おおむね、1986 年 12 月から 1991 年 2 月までの 4 年 3
か月（51 か月）間を指すとされている。

20 エコノミスト誌 ベースマネー 2012F 末 125.7 兆 2013F 末 181.0 兆 2014F 末 252.2 兆 2015.6 末 313.1 兆
21 一説では第二次世界大戦以前に欧州で行われた自国通貨切下げによる「近隣窮乏化策」との批判もある。
22 IMF World Economic Outlook Databases

1994~2013average: 米：2.55 英：2.19 加：2.69 独：1.37 仏：1.70

伊:0.70 日：0.90％である。
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政府は 2000 年までの間に、多くの経済計画を発表し 23、経済の再生を図るべく官民挙
げて取り組んできた。その計画の中では、供給サイドの「構造改革」が必要と繰り返し強
調されている。しかし、政策的には短期的に内需を支え景気を落ち込ませない方向で動い
てきており、現時点に到るも、産業構造に将来の世代に繋がるような大きなパラダイムの
変化はおこっていない。日本は間違いなく戦後、軽工業の繊維製品から重工業の鉄鋼や造
船、化学、そして、家庭用電気製品や輸送機械工業の自動車や工作機械、電子・精密工業
の情報家電や高品位素材産業へと、その産業構成や労働シェアを少しずつ変え産業構造を
転換してきた。そして現在、製造業といえば、いわゆるデバイス（装置・部品）や炭素繊
維等の高度素材作りの事であり、完成品輸出のウエイトよりも中間財に強みを持つ産業と
なっている。また同時に、日本でしか作れない知恵の塊を作る産業ともなっている 24。確
かに日本には、供給サイドの変化はあったが、その大きさはまだ日本の産業構造を大きく
変えるようなものにはなっていない。このような変化に応じて、労働市場も徐々に変化し
てきている。輸出産業は、世界的な製造業の垂直・水平統合の結果、国内においては、非
熟練労働から熟練労働や技術集約労働、そして R&D を中心とする専門的知識労働へと大
きく変貌を遂げてきている。結果として、非熟練労働は主にサービス業へと吸収されるよ
うになっていった。
現在の、製造業の GDP シェアは 18％ 25程度にすぎないが、国内の経済成長を牽引して
いるのは、これら輸出に重点を置いた製造業である。GDP は、消費(C)と投資(I＝S)そし
て輸出入(EX, IM)によって構成されているが、大きなウエイトを持つ消費を見てみると、
バブル崩壊後、国内消費は人口の規模に支えられた一定の底堅い需要はあるものの、成長
の押し上げにさほど大きく貢献しなかった。また、投資は一時期政府投資によって下支え
されるも、民間投資はデフレの影響で活性化せず、むしろ海外へとシフトした。さらに、
投資の原資となる民間貯蓄は、従業員の可処分所得の継続的低下と、高齢化による影響で
取り崩され家計貯蓄が低下して来ており、企業貯蓄の大幅な増大傾向はあるものの、追い
つかず毎年の民間総貯蓄額は減少し続けている。
このような中で、一貫して成長を支えてきたのが輸出である。一方、輸入のほとんど
は、原材料やエネルギーと食料であり、まさに、国民の生きる糧に特化されるようになっ
た 26。時代を経て輸出産業の主役は変化したが、日本は明治期以降一貫して輸出立国であ
る。今日、エネルギーや食糧を大きく海外に依存せざるを得ない日本において、輸入財の
購入資金を稼ぎ出す担い手として輸出産業は必要不可欠のものである。バブル崩壊後の日
本にとっても同様で、大きく成長を押し上げるには到らなかったが、輸出の拡大とそのも

23

「 世界とともに生きる日本」1988 年、「生活大国 5 ヵ年計画」1992 年、「構造改革のための経済社会計画」1995
年、「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」1999 年

24 2012 年通商白書 第２章 我が国の貿易・投資の構造と変容 参照
25 経済産業省 2015 ものつくり白書 1 部 1 章 2 節 製造業 名目 GDP 比 2003 年 19.5% 2013 年 18.5%
26 経済産業省 2006 年通商白書 第 1 章 国際経済の動向と構造変化
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たらす収益なくして、この間の経済成長は維持できなかった。この成功の事例は、今日の
中国をはじめとする新興国の成長モデルとして各国の政策にも応用されている。
この 25 年間のデフレ経済環境下で、日本は政府の経済計画にもあるように「生活大
国」として内需主導の経済システムへと転換を試みた。しかし、リストラや労働分配率の
低下から、家計の「消費」は大きくは伸びなかった。また、この 1990 年代までに家計に
おける現代的な生活を営むための耐久財や生活必需品は充足してきており、必需品以外の
消費は多様化の様相を示すようになった。国内での「セイの法則」の時代は終わったので
ある。消費は耐久消費財や情報機器の、エコフレンドリィーやハイスペック化に伴う買い
替え需要等により、一定程度の水準で下支えはするものの、この面での成長は既に飽和状
態にあり、消費生活を一変するような商品の登場なくしては、成長に貢献できない状態に
ある。従って、成長を確保する為には、やはり海外需要に目を向けざるを得ない。まして
や、国内の人口減少による需要減の予想に較べて、世界の人口は爆発的に伸びており 27、
外需が増える事は目に見えている。もし、日本が成長を望むのであれば、これらの外需
を、輸出を通じて取り込まなければ成長は見込めない。
図 3-2

主要国の貿易と輸出依存度

(2014)

単位(%)

（出所）2014 UNCTAD statictics( United Nations Conference on Trade and Development) から筆者作成

勿論、この方法では引き続き今までと同様に、円高が基調となるであろうが、輸出産
業に打撃を与えるからと言って、円高はそれ自体悪い事ではない。むしろ、原材料やエネ
ルギー価格が低下する事から、デメリットと同様に多くのメリットも享受できる。さら
に、TPP、FTA の様な関税なき自由貿易を進める事で、国内物価は引き下がり、国民は
円高のメリットを一層享受できる。従って、今後の産業構造の改革は、円高でも輸出を伸

27 UN (2013). World Population Prospect. The 2012 revision. 2013 年 72 億
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2050 年 96 億

2100 年 109 億

ばすことが可能な産業の育成や、高品位の製品を製造する産業の育成という方向に向かわ
せる事が重要である。また現在の様に、金融の量的調整で、経済をコントロールするので
あれば、同時に為替相場の調整による「失業の輸出」という批判を避けるためにも、対外
的に労働市場の開放を行う必要も出てくる。労働市場を開放するのであれば、賃金の下方
硬直性という性格はあるものの、総体的に労働集約的な産業の単純労働従事者の賃金が下
がる事が予想される。従って、国際基準に準拠した企業の労務管理改革も必要になる。こ
のような制度の構造改革も並行して行う事が必要になる。輸出が GDP に占める割合は、
「輸出依存度」であるが、図 3-2 にあるように日本は 2012 年の統計でみると 15.3％と、
世界の主要国に比べて非常に低く 28、世界平均の 24.3%と比べても低い位置にいる。これ
は、加工貿易を行う場合、中間財(原材料)部分が GDP に反映してこない事による。GDP
に相当する膨大な中間財を輸入しているので、貿易立国なのであるが、加工して輸出する
財は付加価値額ベースで見ると、それほど大きくはないのである。しかし、輸入している
財価格以上に加工後の輸出額を伸ばさなければ、日本という国家は生きていけない事をも
意味している。
一方でこの輸出依存度の小ささは、一部の大手企業を除いて、 日本が世界各国に比べ
て、広範な財の貿易を通じる国際的分業体制には一部分しか組み込まれていない事を意味
しており、グローバル化の波を国全体の広範な産業が未だに被っておらず、乗り出しても
いない事を意味する。この原因は、日本に国内産業の保護政策があった事、地理的に島国
であった事、海外への広範な営業活動が不足していた事、バブル崩壊後の処理に手を焼い
た点、そして、内需志向経済へと政府のスローガンが掲げられた点等が指摘される。その
一方で、日本という国はエネルギーや原材料と食料輸入を除くと、成長を望まない閉鎖国
家であれば、他国からの商品の輸入に依存することなく一国の需要と供給だけでも、モノ
に不自由することなく、自律自転できる経済である事をも意味する。つまり、価格を問わ
なければ、あらゆる生産財が自国内で調達できるのである。エネルギー等の鉱物資源のよ
うな、よほどの財でなければ、生活に必要なあらゆるものが自国で調達可能な国なのであ
り、ここから、多少の価格差なら輸入品より国産品を選択する傾向がある。これが、米国
等から市場開放していないといわれる所以でもあるが、これが日本独特の清潔さや安全性
を好むという価値観や、繊細さと実用性、工夫や技巧性を貴ぶという文化に支えられた産
業を形作っており、これからの海外輸出には欠かせない成長の可能性を持つ分野となる。
勿論、過去も現在も、エネルギーや資源を外国に依存する日本経済は、もはや鎖国のよう
な立場を取ることはできないし望むべき事でもない。そして当然ながら、国際的に認知さ
れた責任を担う国家として、否応なく世界経済の潮流に身を置くことになる。
一方で、1990 年代の世界経済は、1989 年のベルリンの壁の崩壊に続く 1990 年の東西
ドイツの統合や 1995 年の中国の WTO 加盟申請(発効 2001)に象徴されるように、かつて

28 2014 UNCTAD statictics.

独 38.7 伊 24.2 中 22.6 加 20.7 仏 20.4 米 9.3
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スイス 45.7 韓 43.8 計 24.2

の共産圏諸国が一気に自由主義市場経済に流れ込み、世界各国が経済のグローバル化に向
けて大きく舵を切った時期でもあり、1997 年のアジア危機を始めとして激動の最中にあ
った。それにも関わらず、日本はその閉鎖性のためか、そのような変化を国民の生活レベ
ルで大きく実感できかねる経済システムでもあった。一方で世界と競争する大手製造業等
は、このような変動の渦中におり市場の大きな変化を敏感に察知し、国内市場に留まるこ
となく海外展開も含めて国際市場に柔軟に対応していった。だが、幸か不幸か、製造業以
外の産業や中小企業は国内の保護された経済環境に身を置き、この国際化の動きに乗り遅
れてしまった。
今や日本は世界各国に比べると輸出大国ではない。現在のような国際分業、相互依存
関係にある世界経済下では、日米構造協議であった様な特定国との極端な貿易収支のイン
バランスを慎重に避けて行けば、海外進出の非難を恐れる必要はない。しかも、2011 年
の大震災以降、化石燃料へのエネルギー需要から貿易収支が大きくマイナスになった事で
わかる様に、普通の生活をするだけでも、相当の輸入をしなければ国家が維持できない。
現在物価は落ち着いているが、輸入物価は産油国の意向でどの様になるか不透明であり、
将来的な価格高騰も十分予想できる。そうであれば、今後はなお一層その原資を稼ぐ能力
を持った国内産業を育成しながら輸出に力を注ぐべきであり、一部の製造拠点を海外に移
した製造業は収益力を最大化させるべく、国際的に分散された製造拠点での、垂直水平的
分業体制を構築するために、大規模な「選択と集中」を行わなければ国際競争は生き抜け
ない。日本は今後も従来と同様に、高度な先端技術産業を育て、世界の人々が望むような
デバイス、素材、製品の輸出を行いながら、その品質、耐久性、きめ細かなサービスの提
供という所、つまり熟練・技術集約型労働にこそ、比較優位があるという事を強く認識す
る必要がある。
さらに、一部のサービス業や日本の農産品や食品、文化が海外で大きな評価を得てい
る事から、国際化に乗り遅れた生産性の高い中小企業、伝統的産業で国際競争力のある産
業や非製造業、さらに農林水産業に関しても、積極的に海外へと打って出る時期に来てお
り 29、外需を取り込むべく、世界に向けてあらゆる層が、あらゆる場面を通じて日本を売
り込む事に全力で取り組む事が必要になっている。財の収益力は、スマイルカーブに表わ
されるように、川上と川下にあり、日本はその商品力と技術力および国家の政策から川上
には強いが、言葉の壁もあってか川下に弱い。今後は、特に川下の活動を世界中でより強
くすることが求められていく。つまり、財のアフターサービスや維持メンテナンスによる
更新需要の発掘であり、そのためには、人と交渉し人を動かしていく世界的営業の展開が
求められている。政府が提唱したような国内産業の革新的な構造改革 30には未だ到達はし

29 経済産業省(2013)「通商白書 2013」
30

第一部

第二部

内閣府(1995)「構造改革のための経済社会計画」は、新たな産業の創出とそれに伴う構造改革、そして労働力の流動
化が必要だと訴えた。
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ていないが、産業構造の変化を伴いながら輸出の主役は少しずつ変化してきている。しか
し、成長の為には輸出が必要であるという基本的構造は何ら変わっていない。
では、この四半世紀、かつて隆盛を誇った日本企業は何も遺産をのこしていないのか
というと、そうではない。現在注目しておくべき点は、日本企業の対外資産が大きく拡大
しているという事実である 31。海外資産からの「所得収支」は年々拡大しつつある。しか
し、この所得収支は、国内での投資に比べると GDP に対する効果という点では大きく劣
る。単に、GNI の概念だからというに留まらない。海外直接投資は、雇用は勿論、需要
という面では、投資された国の GDP に算入される。この点については、第 6 章であらた
めて触れる事になるが、バブル崩壊後、国内投資は大きく落ち込んだが、一部の日系多国
籍企業の対外投資は活発であった 32。その理由は、言うまでもなく「円高」であり、「労
働力コスト」の高止まりである。海外生産には大きなリスクと、新規の工場立ち上げ等で
大きなコストが必要になる。従って、それだけのコストとリスクを取ってでも行わなけれ
ばならない、企業の生き残りをかけた選択の結果であった。
戦後 70 年が経過し、日本経済は、戦後の混乱期と第一次石油ショック期を除いてほぼ
一貫して貿易黒字と経常収支黒字が続いた。そのような傾向が続くと、為替市場では円高
基調となる。その調整過程の一つが、1985 年の「プラザ合意」であった。その結果、こ
の合意を積極的に是認していこうとしたのが 1986 年の「前川レポート」にある「内需拡
大、市場原理主義」であり、1988 年の政府の経済計画である「世界とともに生きる日
本」で謳われた「内需と外需のバランスのとれた経済成長」であった。しかし、日本の強
靭な産業界や企業は、不況を招くと心配された急激な円高にも、バブル期の膨大な設備投
資で力をつけていた事から、驚異的な適応能力を見せ打ち勝ちった。この事が、皮肉にも
バブルからその崩壊、そして苦難の道へと向かう事になるのだが、バブル崩壊後もプラザ
合意前と同様に経常収支は黒字であり、「円高基調」は継続したのである。
このような「円高基調」では、特に加工貿易という輸出依存型の産業構造を持つ日本
の産業資本は、円高をバネにして海外へと向かうが、労働力はそれとは逆に自国の賃金と
日本の賃金との為替レートの差が広がり、その利得を求めて日本国内に流入し仕事を得よ
うとする労働移動誘因が強まり、それを受けて生産要素市場は夫々の均衡を保つように動
くと説明される 33。この中の資本の動きが、既に述べた製造業を含む資本の海外進出であ
る。もはや国内で輸出用の財を生産する限り、それを輸出した時、大きな労働賃金を乗せ
た製品価格では、海外市場で勝負にならない。また、不安定な為替リスクには耐えられな
い。そのように判断した製造業は、立地（進出）国の近隣各国との FTA 締結の進捗度や
当該国近隣の市場規模等の査定を行いながら、労働力の安い地域への直接投資による進出
を図り、立地国を経由して立地国と周辺国の大きな市場へと輸出を行う三角貿易等の道を
31

2015 年 5 月財務省発表

2014 年末対外純資産 366 兆(24 年連続 NO1)2 位中国 214.3 兆 3 位独 154.7 兆である。

32 2014 年末で、約 16000 事業所が海外に展開しており、500 万人の雇用がある。
33

第一章で説明した、HOS モデルから。
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選択する。今日では、日本企業の製品の国内への逆輸入も頻繁に行われるようになってい
る。このような三角貿易は、新興国にとっては、海外資本であっても国内投資による成長
の推進を意味し、先進国の技術を吸収できる絶好の機会として歓迎すべき魅力的な資本の
流れになった。同時に、海外証券投資も、円高メリットを生かし国内の資金需要不足を補
うために盛んに行われた。
一方、労働力に関しては、為替相場の円高シフトに伴って、国内での相対的高賃金を
目指して押寄せる就労目的の出稼ぎ労働者（含、不法就労 34）が 1980 年代後半に増加す
る。特に 1990 年前後から、フィリピンからの女性出稼ぎ労働者が目立って増加した。こ
の現象は、「じゃぱゆきさん」という名称で知られるようになったが、悪質ブローカーの
仲介等で社会問題化した。しかし、このような国際的労働移動の動きが適切にコントロー
ルされ、合法的であれば、国内での労働集約的産業での単純労働者の賃金を引き下げ、企
業の膨大な海外移転コストと増加する低賃金労働者のコストが均衡し、それを含めた国内
と国外との期待収益率も均衡して市場が落ち着くため、急激な資本の海外逃避をある程度
抑制する作用があると理論的には説明される。しかし、日本はこの市場経済の調整機能を
大きく阻害する制度を持ってしまった。それが、今日まで続く「入国管理行政」制度であ
る。この制度が、グローバル化を阻み、日本産業の空洞化を招いた要因の一つである。
そして現在、産業界の要望を取り入れる形で始まった、非正規職員制度や派遣労働制
度による就業者の割合が 40%近くになってきている。もしこの制度が、本来は正規職員
として企業に貢献する事を期待し、同様の職務も付与しているにも関わらず、賃金という
労働コストを引き下げる為だけに機能しているのであれば、海外から賃金の安い単純労働
力を入れるのと何ら変わらない根深い問題となる 35。時間給を稼ぐだけのパートで良いと
自認している場合を除き、このような労働力の使い方は、本来、日本の産業の持っていた
グローバル化の時代を迎えても優位性を保てる、熟練かつ多能な労働力を育てる文化をな
くし、就業者が職場内訓練や教育を通じてキャリアアップする事を困難にしてしまう。短
期的に企業の収益は確保できたとしても、長期的には日本の労働力を弱体化させ、最終的
には企業自身の収益力を悪化させるだけではなく、国家の力を衰退させる結果を招く。
HOS 交易モデルが教えるように、貿易の本質の一端は、財に体化された生産要素が国家
間でやりとりされることにあり、貿易は労働という生産要素の国際移動を代替する側面が
ある。例えば、よく知られている 2 財・2 生産要素・2 国の HOS モデルで要素価格均等
化が成立する場合、貿易は生産要素の国際移動を完全に代替する。つまり、日本における
デフレ経済化とはグローバル化した世界での要素価格が均等化に向かう過程の経済段階の
事であり、高騰した物価や賃金の抑制局面なのである。従って、世界のどこで財を生産し
ようと、一般的に普及した技術力で作れる財であれば貿易の自由化によって、賃金を含む

34

法務省出入国管理によると、1994 年における、不法残留労働者は、約 30 万人にものぼった。

35 山口(2011)「正職員と非正職員の代替・補完関係に関する計量分析」によると、代替的となっている。
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要素価格は均等化する方向に動く。現在の世界のグローバル化の現状をみると、国際的労
働力の移動を通じてだけでなく、アウトソーシングサービス等のサービス面の貿易という
側面を通じても、賃金の降下圧力はかかり続ける。一方で、専門的知識労働や独自技術を
持つ技能工、熟練・多能技術工の価値は高くなる。つまり、知的労働者や熟練・技術集約
型労働者と非熟練労働力は格差を拡大する方向にある 36。人の知力や技能力の違いは国際
的には必然的に格差を生んでいくのである。日本はその格差の最下辺にいる人材を多く作
ってはならない。
これからの時代は、世界と戦える労働力として専門性や熟練度を増すキャリア形成が
何にも増して重要になる。もし従来の日本の様な長期的企業内教育や訓練が、勤め続ける
非正規職員に行われず、単純に格安の賃金や即戦力の人財のみを求めるなら、非正規職員
はキャリアを形成する事ができず、生涯、低賃金に甘んじなければならなくなる。報道等
では、現段階でも、人を育てず利益の為に人財を使い捨てにする企業もあるようである。
これが進むと、職場に不満を持つ労働者が増え、再訓練や再挑戦を目指す失業が増えてく
る。勿論、自主的に再学習する労働者もいるだろうが、その費用が捻出できずにいる人も
多く出てくるだろう。結果として政府は、現在の失業保険とは大きく異なるスウェーデン
の様な、ナショナルセンターとしての職業訓練施設を作るか、大学等の教育機関に膨大な
費用を払って労働力を再学習、再訓練する必要性に迫られるだろう。企業が人材育成を放
棄し、即戦力しか求めないのであれば、そのような再訓練施設を作らなければ、労働者が
安定的立場を確保する事ができなくなり、世界と競争できる国力が維持できなるからであ
る。このコストは、結果的に税として企業が負担する事になるだろう。この事は、日本的
経営の良さと、世界的な職能別賃金や労働者の希望するキャリア形成の要求とのバランス
という意味で、労働市場を開放していく場合には留意しなければならない問題であり、採
用段階で明確にしておくべき課題でもある。この労務管理上の問題では、日本の企業も
様々な制度上の工夫を行ってきてはいるが、馬(2000)等によると欧米企業に後れを取って
いるのが実情である 37。非正規職員問題は、実は賃金問題だけでなく、雇用契約、労働協
約上の世界基準との違いの問題であり、これからの外国人労働者の職業上の地位や賃金そ
してキャリア形成にもリンクする問題なのであり、また同時に、女性や高齢者の就業問題
とも関連する問題となるのである。
第2節

財市場の均衡

一般に、経済モデルを使って経済成長を考える場合、国際交易のないモデルでは、I(投
資)と S(貯蓄)が一致する事を前提にしている。しかし、実際の経済ではこの I-S は一致し
ない。そこで、これからの議論にしばしば登場するアブソープション・アプローチを利用

36 2014.3 日銀ワーキングペーパー「グローバル化と日本の労働市場～貿易が賃金格差に与える影響を中心に」。
37 高度人材の労働市場での人気は、欧米企業に集中していると、依光(2003)の終章にもある。
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してマクロ経済を考えてみる。つまり、現実のように I-S が不一致の場合、GDP を拡大
し成長する方策は、どのようなものになるのかを考えてみる。なお、国民所得の 3 面等
価に関する方程式での詳細な説明は、付論で示しているのでそちらも併せて参照された
い。Y を GDP、C を民間消費支出、I を民間投資、S を民間貯蓄、E を輸出、M を輸
入、G を政府支出、T を税収とすると、支出からみた国内総生産である GDP は次のよう
になる。

Y=C+I+G+ (E-M)

(3-1)

分配面から見ると、

Y=C+S+T

(3-2)

であるから、(3-1 )、(3-2 )式より、

C+I+G+ (E-M) = C+S+T

(3-3)

S-I = (E-M) + (G-T)

(3-4)

であり、とりあえず政府部門である(G-T)を収支均等でゼロと置くと 38、もし貯蓄が投資
を常に上回っているのであれば、海外との交易による貿易収支は常に黒字という事にな
る。これにより、右辺に依存して輸出を拡大するか、左辺に依存して貯蓄を大きくして投
資にまわせば、国民所得 Y は拡大する事になる。ただし、S-I や(E-M)が縮小すると、Y
自体が小さくなってしまうので、政策の意味がなくなる。次に、右辺の(E-M)を海外交易
の収支均等でゼロと置くと、貯蓄が投資を上回っていれば、その差が政府部門の赤字 39を
支えているという構図になる。この意味するところは大きい。つまり、実際には貯蓄と投
資の差から、経常収支黒字分を除く（経常収支赤字分を加える）と政府の財政赤字に等し
いことを意味しており、仮に(S-I)がゼロであった場合、財政赤字分は貿易収支の赤字で
補填する事を意味する。つまり、今までは国の借金である国債の消化は国内の豊富な資本
ストックによって賄われており、対外的に多くの負債を負っていなかったので財政赤字自
体が大きな国際問題になる事はほとんどなかったが、これからは経常収支の内訳としての
貿易収支が収支均等でゼロの場合、財政赤字分を海外からの資金調達、すなわち国債を諸
外国に引き受けでもらう事で賄う事になり、国債の引き受け国との関係に配慮し、政治的
にも引き受け国との関係を円滑にすることが必要になり、否応なく複雑な調整が求められ
るようになるからである。
従って、この方程式の左辺の貯蓄や右辺の輸出の持つ意味は重要である。ただし、こ
の考察は構造的にそうであって、明確な因果関係や、原因を示唆するものではない。この
図式を示して、1989 年に日米構造協議が行われ 40、政府部門の赤字を作れば結果的にイ
ンバランスは解消するのだという主張があり、日本はそれを受け入れて今に至っているの
38 一般的には、(S-I)を民間部門、(E-M)を海外部門、(G-T)を政府部門といい、(G-T)がプラスの場合が財政赤字であり、

経済活動の結果として各部門が収支を吸収(absorb)する形になる。また、(E-M)=Y-(C+I+G)とも書ける事から、貿易収
支の黒字は、国内消費しなかった部分であるともいえる。
39 (G-T)のプラスは、政府支出が税収を上回っている事＝財政赤字を表している。
40 1992 年のフォローアップ協議以降、
「日米包括経済協議」と名称を変えて 1990 年代後半まで続いた。
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だから、この議論は良い教訓としなければならない。しかしまた同時に、特定国に対して
常時交易収支の黒字を続ける事は、相手国にとってはグローバルインバランスの観点か
ら、極めて不快で望ましい事ではない事も記憶しておくべきであろう。次に、この方程式
でも判るように、成長に関して重要な意味を持ってくる貯蓄と投資に関して、次の節で詳
しくその推移について見ていく事にする。
先ず、超長期的には一致するとされている、貯蓄と投資はこの 20 年間のデータ期間に
おいて一致していたのかを見ておきたい。先のアブソープション・アプローチによれば、
対外収支の黒字が続いたのでその分だけ外貨に置き換わっているはずであり、貯蓄の方が
投資の方より大きくなっているはずである。この経常収支の詳細な分析は後の節で行う事
になるので、この節では主に貯蓄と投資に関する分析に焦点を当てる 41。
図 3-3

貯蓄と投資の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

図 3-3 で表わされているように、日本国内では貯蓄額に沿うように投資が行われている
様子が判る。しかも、貯蓄の方が投資より若干大きい。この 20 年間の貯蓄に対する投資
の率は、約 91.4％であった。この差分には、財政収支の赤字分も含まれているのは先の
理論通りである。後でも詳しく分析するが、企業投資（非金融部門）が企業貯蓄に比べて
乖離を大きくしてきている。投資の方が少なくなっているのである。差額の意味する経常
収支や財政収支に関しては改めて検討するが、基本的には企業がデフレ下において、国内
投資するよりも対外投資する方が有利であると判断したからに他ならない。

41

SNA でいう貯蓄は、可処分所得から消費を除いた部分として定義される。したがって、貯蓄には、家計貯蓄だけでな
く、企業貯蓄（内部留保等）や政府貯蓄（歳入額－経常支出）、固定資本減耗なども含まれる。投資や経常収支など
国民経済に重要な意味を持つのは、こうした総貯蓄（国民貯蓄）の動向であり、特別に家計貯蓄の増減が、直ちに総
貯蓄の増減を意味するものではない事に注意する必要がある。
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一方この図の中で、更に気になるのがこの貯蓄額が 2008 年の前の数年を除き、年々低
下してきている事である。1994 年に約 150 兆円あった総貯蓄は、2013 年には 100 兆円
近くまで低下した。それに応じて当然投資額も低下を続けている。また同時に、GDP に
対する貯蓄率の方も、1994 年当時の 34％近くから、2013 年の 20％へと急激に低下して
いる 42。当然の事であるが、国内の需要として、また将来の成長を担う資本として重要な
役割を担う投資の減少が GDP の成長率に大きく影響している事は容易に推察できる。
図 3-4

制度部門別貯蓄割合と貯蓄率(総)の推移（名目）

民間

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

では、何故貯蓄率が低下してきているのだろうか。この貯蓄率の低下の内訳を、家計
と民間企業部門と政府部門とに分けてみているのが図 3-4 である。これを見れば判るよう
に、家計貯蓄が大幅に減少し、民間企業と金融機関の合計貯蓄額は急速に増大している一
方で、直近の数年の政府貯蓄はマイナスである。政府のマイナスに関しては社会保障問題
との関係で別途検討する事になるが、民間企業や金融機関の貯蓄投資差額すなわち内部留
保額の増大は、バブル崩壊後に続いた体質強化の一環であるリストラの進展に負うところ
が大きいと思われる。つまり、全体としての貯蓄率の減少は大きくは家計貯蓄の減少によ
るものであり、家計貯蓄の減少の一部は企業貯蓄として吸収されているのではないかとい
う事である。従って、家計貯蓄に関しては少し詳しく見ていく必要がある。なお、固定資
本減耗除きの各セクター別の純貯蓄額に関しては、図 3-5 に記載した。これでみると、現
在の毎年の貯蓄は、金融機関と民間企業のみで作られている事になり独壇場である。同時
に政府の負債は、直近の数年間は毎年 40 兆円と大きなものになっている。

42 この貯蓄率と投資率には、減価償却分を含んでいる。減価償却を除いたネット分析は後で行う。
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一般的には、白書の分析も含め諸研究成果が語るように 43、この貯蓄率低下の背景につ
いて概括すると、以下のような原因が考えられる。①少子高齢化の進展（若年層が低貯蓄
化し､貯蓄率マイナスの高齢者の増加）②可処分所得の減少（賃金の減少及び利子収入の
減少）③消費のラチェット効果（所得の減少ほどには消費を落とせない現象）であるが、
特に、高齢者の無職世帯の貯蓄率の落ち込みが激しくなっていることが大きく影響してい
るとする研究が多い。
図 3-5

制度部門別純貯蓄額（減耗除き）の構成推移

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

また、永田(2004)によると、日本においては理論的には恒常所得仮説より、ライフサイ
クル仮説を考える方が理解しやすいとして、次のように述べている。「ライフサイクル仮
説によれば、若いときは老後に備えて貯蓄をし、退職後は収入以上に消費するので貯蓄率
はマイナスになる。日本に当てはめれば、高齢化社会の進展で、低貯蓄、もしくはマイナ
ス貯蓄の高齢世代が増大するため、国全体の貯蓄率も低下するということになる。この仮
説は、現在、急速に高齢化が進んでいる日本の現状によく合致する」(永田 2004.8)である
が、特に物価変動率（インフレとデフレ率）と貯蓄率の相関についても次のように述べて
いる。「インフレで一般物価が上昇すれば、金融資産の実質価値が減少し、実質消費も減
少（貯蓄率は上昇）するが、一般物価が下落すれば、金融資産の実質価値が増大し、実質
消費も増大（貯蓄率は低下）する。（…）一般物価が上昇すると、実質所得が減少したと
錯覚するため、相対的に消費を抑制しようとする可能性がある。逆に一般物価が下落した
場合は、実質所得が増大したと錯覚して名目消費を維持しようとする。これが、インフレ
時には家計貯蓄率が増大し、ディスインフレ期やデフレ期には家計貯蓄が減少する一つの

43 例えば、永田(2004)「貯蓄率はなぜ下がったか」

71

理由になる。」(永田 2004.11)また、「（統計値）を見ると最終消費の GDP 比は 90 年か
らほとんど一定であるのに対して、可処分所得の GDP 比は傾向的に低下している。こ
のため家計貯蓄の GDP 比も可処分所得とパラレルに低下している。つまり、日本の家計
貯蓄率が低下している主な原因は、消費の相対的な増大ではなくて、可処分所得の相対的
な低下にある。」(永田 2004.12)「90 年(代)以降の日本における家計貯蓄率の低下は、高
齢化の進展に加えて、金利低下の影響が大きかったと考えられる。」(永田 2004.16)「以
上の分析から見ると、近い将来、家計貯蓄率に影響を与えそうな重要な要因は、高齢化の
進展よりも金利動向と増税である。今後日本で金利 が上昇すれば、高額所得者や高齢者
の 金利純受け取りの増大に伴う可処分所得の上昇が生じ、これらは日本の貯蓄率を上昇
させる方向に作用すると考えられる。仮に名目金利の上昇がインフレ率の上昇を伴うもの
であれば、それも貯蓄率の上昇に寄与すると考えられる。逆に、消費税の引き上げや個人
所得税の増税（減税措置の停止）が実施された場合は、可処分所得を低下させて家計貯蓄
率を低下させるだろう。将来の日本の家計貯蓄率が全体として上昇するか、あるいは低下
するかは、税制の変更と金利変化の程度に依存する。日本経済がデフレからの脱却に手間
取り、財政再建のための増税を急げば、日本の家計貯蓄率はさらに低下すると考えられ
る。」(永田 2004.17)と結んでおり、今日の状況を踏まえると示唆に富む研究となってい
る。この研究で示唆されているように、デフレの経済環境が貯蓄率の減少に影響している
事は十分に考えられる。なお、現実の家計貯蓄率と、可処分所得の GDP 比率の推移に関
しては図 3-6 で示している。
図 3-6 家計可処分所得・消費の GDP 比と貯蓄率の推移

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

この図から判ることは、貯蓄の減少は、高齢者も大量に消費し年金や基金給付以上に
貯蓄を取り崩す傾向があるとすれば、確かに高齢化の影響もあるかもしれないが、明らか
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に、可処分所得の減少に関係している事は言うまでもない。1994 年当時 GDP 比 76%あ
った家計可処分所得は、2013 年には 65％と大きく減少し、この間家計消費は GDP 比
65~70%の範囲で徐々に減少しながらレンジを維持しているのであるから、貯蓄額が落ち
込むのはもっともな事である。また 2014 年末、内閣府から 2013 年の SNA が発表にな
り、家計貯蓄率がマイナスになったという事で話題になったが 44、これは、内閣府の参考
数値がマイナス 0.1％になっているという事であり、厳密に言うと家計の固定資本である
住宅等の減耗額を除くと、統計上マイナスになっているという事であり、現実の資金の流
出もなく、多くの住宅は住み続けられている事から、必ずしも生活実感とは一致していな
いものと思われる。ここで、国富と家計および民間企業のストックの状況に関しても
SNA から見ておく。
図 3-7 日本の純資産（国富）の制度部門別構成の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

図 3-7 の統計で注意すべきは、ストックなので実額の積み上げであり物価の実質化は行
われていない事を考慮する必要があることである。先ず、国富であるが、2013 年で約
3050 兆円となっており 1994 年の 3400 兆円からは低下している。特に政府の 1994 年の
約 400 兆円から 2013 年の 0.37 兆円への落ち込みの影響が大きい。非金融と金融を合わ
せた法人の資産は、徐々にその額を拡大してきている。続いて、制度部門別の資産構成に
ついて確認する。図 3-8 の国全体から、図 3-11 の政府までは、制度部門別の資産構成の
推移となっている。こちらの方は、負債と純資産を含めた資産の内訳を、金融資産と非金
融資産とに分離してその推移をみている。

44 ニッセイ基礎研「マイナス貯蓄率の時代」櫨浩一 2014.12.16「エコノミストの眼」等
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図 3-8 国全体の資産構成の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

図 3-9 家計の資産構成の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

図 3-8 にある国全体の資産の推移をみると、総資産は 1994 年の 8239 兆円から 2013
年の 9295 兆円まで伸びたが、負債も 1406 兆円のびている。家計の純資産は 2300 兆円
周辺にあり安定しているが、その内訳として、1994 年当時 1500 兆円あった非金融資産
は、2013 年で 1031 兆円とその構成割合を大きく変え、20 年間で 500 兆円減った。負債
に関しては、国全体もほぼ健全に保たれているが、資産構成で最も健全なのが家計であ
り、2013 年で正味資産は約 2340 兆円ある。ただ、民間企業に関しても、その資産構成
を非金融資産から、金融資産へと切り替えており、2013 年には非金融、金融双方の資産
ともに、1020 兆円程度となっている。しかし、非金融資産の 1994 年の約 1200 兆円から
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2013 年の約 1020 兆円への減少が生産資本の減少に関連するものであるなら影響は大き
いと言える。また、民間企業の負債は景気判断によって動くが、2013 年になって増えて
来ている。さらに、正味資産に関しては期間途中の変動は大きかったが 550 兆円ほどで
あり 1994 年当時をやや上回る水準となっている。
図 3-10 一般企業（除金融）の資産構成の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

図 3-11 政府の資産構成の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

一方、政府の負債（ほぼ国債）は、2013 年で 1167 兆円となった。この額は、1994 年に
427 兆円であったのに比べると極めて大きな額となっている。ここで、考えておかねばな
らないのは、家計資産の保有主体である。2014 年の総務省「家計調査」によれば、2 人
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以上の世帯が保有する金融資産の約 70％は、世帯主が 60 歳以上の世帯で保有されてい
る。貯蓄残高から負債残高を差し引いた純金融資産では、約 90％が 60 歳以上の世帯主の
世帯で保有されている 45。つまり、日本の家計金融資産の多くは、60 歳以上の高齢者が
保有しているという事である。
これは、日本では、フランスのトマ・ピケティが欧米で一般的であるという金融資産が
相続や贈与などによる親からの資産移転によって蓄積されているというよりは、老後の生
活のためのお金を勤労期に貯めておくという動機で蓄積されてきたということを反映して
いる。もちろん、相続や贈与もあるであろうが、これほど多くの金融資産を高齢世帯が相
続や贈与だけで蓄積したとは考えられない。つまり、ライフサイクル仮説であり、貯蓄率
というフローの統計にも影響はあるが、主に家計の金融資産面に影響を与えているのであ
る。実際、Ｈ26 年の家計調査によると金融資産保有額の平均値は、20 代では 268 万円、
30 代では 610 万円、40 代では 1030 万円、50 代では 1663 万円、60 代で 2484 万円、70
歳以上で 2452 万円と世帯主の年齢が高くなるに従って増加している。そして、引退期に
入った高齢者は資産を取り崩すのである。従って、今後貯蓄率をアップさせるためには、
現役世代への可処分所得を多くしないとアップしていかないという事になる。この世代
は、住宅ローン等の負債による負担も大きいのである。
次に、投資に関して概観する。この投資で重要な事は民間企業の動きである。近年の
民間企業の投資は約 60 兆円であり、民間企業貯蓄約 100 兆円を大きく下回っている。こ
の差額は、先の IS バランス分析によると、金融機関を通じて、国債の消化と経常収支黒
字に貢献する事になり、その中でも対外投資の割合が大きくなっている。しかし、そもそ
も何故そこまで内部留保資金を確保する必要があるのだろうか。バブル時代以降にバブル
期の負債の返済に汲々としたという事情もあるだろうが、最近では金融機関自体も内部留
保の確保を進めている。資産の方も、金融・非金融合計で約 2000 兆円に対し、負債は約
1500 兆円となっている。国内で投資や雇用者報酬として資金を回さなければ、国内の経
済が活性化する事はない。資金を内部留保してデフレで価値がアップするのを待っている
のであれば、先に見たように、むしろ労働者の賃金をアップし、有効需要を作った方が経
済は活性化する。株式配当を増やすのは、高齢者資産を増やすだけなので、ますます世代
間格差を作ってしまう事になる。
投資に関する公的統計資料としては、内閣府の SNA 以外に、財務省の「法人企業統
計」や経済産業省の「企業金融調査」がある。ここでは、先ず SNA の「総資本形成」の
推移を見たうえで、次に、経済産業省のアンケート調査である「企業金融調査」から、設

45 総務省統計局(2014 年間)家計調査「8-5 表 世帯主の年齢階級別貯蓄及び負債の１世帯当たり現在高」から集計。
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備投資の動向についてみる。設備投資は成長にとって重要な要素である「固定資本ストッ
ク」を形成するとともに国内需要に大きな影響を与える 46。
図 3-12 GDP 構成要素の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

図 3-13 総資本形成の内訳の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

総資本形成は、図 3-12 にあるように 2013 年では GDP の約 20％を占めているが、他
の需要項目は年々上昇しているにも関わらず、この項目だけが年々減少してきている。か

46 2013 年の GDP 構成占率：C=59.6,G=19.4,I=19.5,Ex=15.8,Im=-14.2%であった。(SNA による。)
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つて、約 130 兆円あった総投資が、20 年後の現在では 100 兆円に減少しているのである
から、その累積額が国内需要と資本蓄積に与える影響は大きい。一般に、この統計から民
間企業資本は、海外に逃避しており国内需要に貢献していないとの批判がある訳である
が、総資本形成は、大きく分けて、民間住宅投資、企業設備投資、公共投資があり、他に
在庫分が民間と公的分野で存在する。図 3-13 にあるように、実際には国内での設備投資
は、総の概念なので減価償却部分を含むが、少しずつ伸びている。従って、企業からは応
分の貢献はしているという反論にもなる。つまりこの原因は、いわゆる、公共投資の減少
から来ている事は明らかである。これは、現在の財政難から考えると当たり前の姿であ
る。また、民間の住宅投資も減少してきているが、先に見たように、若年層の可処分所得
が伸びていない事から需要も減少せざるを得ない。
では、製造業や他産業の海外への逃避や進出の行動はなかったのだろうか。条件が整
っていたら、本当はもっと国内での投資活動が活性化し、経済成長に貢献したのではない
だろうか。これに関しては、経済産業省から、アンケート調査の集計であるが、「企業金
融調査」が 2014 年に出されているので、2013 年度末（2014 年 3 末）の内容からいくつ
か見ておきたい。回答した会社は、資本金 10 億円以上の 1416 社（回答率 44.9％）（製
造業：806 社、 非製造業：610 社）である。
表 3-1

平成 26 年度（2014）産業別の国内外設備投資の増加率計画（%）
国内

（企業単体）

海外

（連結ベース）

H25年度

Ｈ26年度

H25年度

Ｈ26年度

（25/24年度比）

（26/25年度比）

（25/24年度比）

（26/25年度比）

製造業

0.1

15.4

16.9

△8.1

非製造業

2.8

3.5

2.5

△3.2

全産業

1.5

10.8

14.6

△7.4

(出所)

経済産業省

企業金融調査（H26年3月31日）から筆者作成

この報告書によると、表 3-1 にあるように、平成 26 年度の国内設備投資計画は、全産
業ベースで対前年度比 10.8％増と、前年度の 1.5％増と比べて拡大している。特に製造
業は、平成 25 年度の 0.1%増から一転して、15.4％増となっている。非製造業も 3.5%増
と 2 年連続で増加している。一方、海外設備投資については、平成 25 年度の大幅な伸び
から一転し、平成 26 年度は製造業で 8.1％減、全産業でも 7.4％減となっている。つま
り、幾分か国内回帰の傾向がみられている。もっとも、この年の円安によって海外投資は
割に合わないという側面もあったと思われる。また、業種別にみると、「食料品」、「鉄鋼
業」、「電子部品・デバイス・電子回路」等では前年比減となっているが、「情報通信機械
器具」、「石油製品・石炭製品」、「繊維工業」といった業種で伸び率が大きい。また、全体
に占める金額の比率（構成比）の大きさも考慮すると、「輸送用機械器具」、「非鉄金属」、
「化学工業等」が全体の伸びを牽引している。平成 26 年度の国内設備投資額の売上高に
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対する割合は、「電子部品・デバイス・電子回路」、「パルプ・紙・紙加工品」、「繊維工
業」が 6％以上と高い水準であり、製造業平均では 3.8％となっている。」としている。
さらに、この調査では、今後の設備投資計画に関して国内と国外のどちらに投資して
いくのかを聞いている。その結果が、図 3-14 である。あくまで連結対象企業で、しか
も、資本金 10 億以上の企業へのアンケートではあるが、海外設備投資が全体では 35％、
製造業では 40％に達しているところを見ると、非常に大きな数値である。
図 3-14

企業設備投資額の内外の構成比

（出所）経済産業省

図 3-15

企業金融調査（H26年3月31日）から筆者作成

海外交易額の推移 (実質)

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

また、地域別の設備投資割合でみると製造業では、北米欧州で 40％、中国 17％、アセ
アン 21％、他アジア 10％となっており、約半分はアジアへの投資となっている。投資目
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的については、国内では、生産能力の増強は減り、更新補修や研究開発が増えた。国外で
も、同じような傾向となっている。これをみると、国内外の経営環境は、生産と研究開発
体制の分離という事で、今までに蓄積されたウエイトの大きさはあるものの、今後の投資
姿勢としては、それ程大きな差を持って見られていない。資金の調達先は、全体で約
60％が短期借入となっているが、製造業ではその占率を徐々に下げており 50％に近づい
ている一方、非製造業は 70％が短期借入であった。
以上のような大手企業の海外進出を受けて、図 3-15 でもわかるように、徐々に海外と
の交易も活発になり、輸入・輸出ともにその量を拡大してきている。近年の特徴として
は、所得収支が拡大してきている事と、交易利得が、プラスからマイナスヘと変化してい
る事であろう。以上を、投資関係に関する分析とするが、国際的競争に晒される大手企業
の苦渋の選択とは言え、今更ながら、いま少し国内投資強化の方向性はなかったのかと思
われる。しかし、円高のメリットとは、財市場においては国内輸入品物価の下落と、その
資金力による海外進出であるから、積極的であるのが市場原理である。先にも述べた様
に、図 3-15 にも載せているが、少しずつ海外からの所得収入も増大してきており、この
部分からの収入も期待できる。しかし、海外との会計上の連結企業である場合、バランス
シート好況とでも言えるものであり、この事がそのまま国内実体経済の活況に貢献する事
はあまり期待できない。現在、日本は世界最大の海外債権国であるのだが、90 年代には
国内にはまだ、豊富な労働力が存在していたのだから、この部分の半分でも国内投資に回
っていれば、空洞化を防ぎ成長に大きく貢献していたであろうことは想像に難くない。上
記の調査報告の中にもあったが、次に設備投資に関する「更新補修需要」としての、「固
定資本減耗」に関する最近の統計的特徴に関して分析する。
第3節

資本蓄積関数（固定資本減耗と人口の関係）

先ず、固定資本減耗と投資の関係から見てみる。投資の原資は貯蓄であるので、その
貯蓄からも固定資本減耗が差し引かれて統計上記載されるので、総額の算出のためには、
それを考慮しなければならない事は、既に先の貯蓄の議論でみたとおりである。では、投
資と固定資本減耗、そして、その部門別の関係はどうなっているのかをまずみてみる。投
資に関しては、先に図 3-3 において、徐々にその額を落としてきているのが確認できた。
では、固定資本減耗の額はどうなっているのか。それを見たのが、図 3-16 である。この
図から判るように、わずかずつではあるが拡大の傾向にあるようである。その内訳は、家
計が減少し、企業が拡大、政府も若干の拡大といったところである。企業や家計にとって
減価償却自体は、現金支出を伴わない勘定であるから補修や買い替えが行われず従来のま
まで運用を継続しているのであれば、フリーキャッシュを得るに等しいのであるが、事業
を継続したり住宅に住み続けるには、いずれは、陳腐化したり摩滅したものを、更新した
り廃棄をしていかなければならない。その準備金的な色彩が強いが、世界基準の統計であ
り世界に公表されるので、国際的にも固定資本減耗額の数値は大きな意味を持つ。仮に、
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総資本形成額を固定資産減耗が上回ったら、設備更新も行われていない姿に映り、蓄積さ
れた資本ストックは減少していく事を意味する。実際には、フリーキャシュで様々な事業
を行っているかもしれないが、新しい事業への投資は行われていないとみられる。このよ
うな事は、日本ではあまり発生しないと思われていたが、図 3-17 に記載したように 2009
年にリーマンショックの影響で発生している。この原因となった部門が、非金融法人と家
計であった。震災の影響もあるが、2010 年から 2012 年まで継続している。
図 3-16

制度部門別 固定資本減耗の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

図 3-17

制度部門別 純投資の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成
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いずれにせよ、新規投資が民間企業において大きく落ち込む傾向にある事は、間違い
ないようである。この事は、ストック面からも確認できる。SNA でのストックの増加分
が、純投資額と考えられるから、その傾向を見てみると、年により乱高下してはいるが、
直近の震災特需を考慮すると低下傾向にある。この純投資額を使って、リアルな減価償却
額が把握できる。毎年の固定資本形成の額は、そのままにして、このストックから求めた
純投資額部分を差引くと、現実の固定資本減耗が求められる 47。毎年分に関しては、統計
数値と現実値にかなりの差の出る年もあるが、20 年間の合計で見ると大きく異なってい
るわけではない。各企業の会計では、その年でなくても前後で簿価に合わせるように調整
をしているようである。従って、大幅な修正は必要なく長期的には統計として妥当と言え
るであろう。一方、ここでの問題は、国内におけるこの新規投資の少なさであり、減価償
却額の大きさである。１単位の GDP を生み出すのにどれだけの資本ストックが必要かと
いう係数を資本係数というが、この効率が悪いと折角投資しても設備のコストに見合うだ
けの利益を生みだす、いわゆる回収期間が長く続く。日本はこの効率があまり良くない事
で知られているので、無理に投資するのにも問題がある。つまり、工場に生産設備を設置
していけば、物理的には有形固定資産は増えるが、それで日本経済が豊かになる訳ではな
い。それには期待した通りの能力と稼働率を発揮してもらわなければならない。そのため
には、操作できる労働力と旺盛な需要が必要である。設備が過剰になり遊休や操業短縮の
状態にあって、その持てる能力が十分に発揮されなければ、投資する経済的な価値は無
い。この過剰設備がバブル後に日本経済の重荷になってきたことは、良く知られたことで
ある。従って、省力化といって 24 時間稼働可能な、あまりにも高価な省力化の機械設備
を設置したとしても、需要がなければ意味がない。人手の方が良い場合もある。費用対効
果と需要見通しが必要なのである。需要は世界にはあるが、日本は、技術力はあっても、
世界の産業・企業に対して需要を喚起し、営業活動を行うという事が言葉の壁もあって苦
手なようである。企業利益は、川上（R&D）と川下（メンテナンス）にあることは明白
である。従ってこの点を積極的に強化する必要があるだろう。もう一方の、減価償却額の
大きさに関しては、平均的に 100 兆で推移し、非金融法人の減価償却は図からみると
徐々に大きくなる傾向が見える。もし、このままの傾向が続けば、既に見たように長期的
には貯蓄の減少から投資も減少し、その投資は減価償却分で消えてしまい、生産の基盤で
ある資本ストック自体も小さくなる事が予想される。しかも、新技術を体化させるような
新規資本投資は行われなくなる。そして、もし将来、少子化対策が成功したとしても、今
度は日本にその子達が働く場所が存在しなかったというような事も起こり得る。結果とし
て、後の世代の子供たちは、海外に出稼ぎに行き国元に送金をして、老親の面倒をみるよ
うな国になってしまうであろう。

2013

47

 ( It  ( Kt+1-Kt))

但し、I=固定資本形成

K=固定資本ストック

t 1994
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計算基礎は、SNA より

近年、この人口減少による需要減少と労働力不足、そして世界同時不況による影響で、
にぎやかだった都市近郊の工業団地でさえも、工場の海外移転や外国資本への設備の売却
で、敷地が空白になるという文字通りの空洞化が目立ってきている。地方の工業団地は、
ただでさえ空き地の目立っていたところに、一層の打撃を被っている。また、中小企業で
は一層の人手不足と、後継者不足問題が深刻化し廃業するところも出てきた。
そこで、SNA の固定資本減耗には、資本の売却やスクラップに伴う「除却」も、摩滅
や減耗とともに含まれることから 48、就業者数と固定資本減耗の間には相関があるのでは
ないかと考えてみる。つまり、労働人口が減ることによって、国内設備の償却・除却は進
み、労働人口が増加すれば減少するという関係があるのではないかという事である。も
し、そうであるならば、今後労働力の減少が予想される事から、経営者が将来の市場見通
しを悲観し事業の廃業を決めれば、除却はますます進んでいく事になる。「減耗」ならま
だ法的耐用年数までは機械設備が存在している事になるが、廃業や海外への売却による場
合は「除却」となり、それがそのまま資本ストックという統計からも消えてしまう。それ
であれば、現段階で何とか人口と労働力を確保しておけば、需要を確保でき、蓄積されて
いる資本ストックは確保され続けるという関係になる。しかし、就業数と減価償却額の実
額でみると、結果的には、有意な推定値を求める事はできなかった。そこで、経営者が経
済の見通し（期待）をどのように持って判断するのかという事を問題にする相関と考え、
増加率を用いて相関を計測してみた。決定係数が低いので、これだけでは断定できない
が、図 3-18 にもあるように想定とは逆の結果であり、むしろ労働力が増加するときに減
価償却も増え、減るときには減価償却も減るという結果になっている。
図 3-18

就業者増加率と固定資本減耗増加率の関係(%)

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

48 日銀 WorkingPaper00-5(2000 年 2 月)「資本ストック統計の見方」増田宗人に、統計の見方は詳しい。
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しかも、就業者増加が先行し、減価償却の増加が後追いするという構図が見て取れる。就
業が増えるときとは好況期であるから、減価償却は税会計上の要請もあってか、好況期に
集中的に行われてきた様子がわかる。ここには、日本の経営者の保守的で慎重な姿勢が出
ており、現時点では、労働力不足から先行きを悲観するという状況になっていないようで
ある。ところが、これを「除却」という観点のみで見てみると様相が異なってくる。
SNA の民間企業資本ストックからこのデータを取り出し、その時点での就業者数との相
関を示したのが図 3-19 である。これでみると、除却に限ってみると想定と正に一致す
る。労働力の減少は、単に労働という生産要素の減少に止まらず、もう一方の生産要素で
ある資本ストックの減少にも連動して動く可能性を示している。この事は今後の日本の将
来に大きな影を落とす。最近の除却額は、総固定資本減耗 100 兆円の内の約 40 兆円を占
めているからである。
図 3-19

就業者数と民間除却額との関係

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

今一度、原点に立ち返って考えてみると、日本は国富としての正味資産を 3000 兆円と
相当量保有しており、そのほとんど全てが固定資産である。従って、これら公共資産や民
間資産の償却は必ず訪れる。その額が膨大であるが故に、固定資本の減耗には年月的にな
だらかで長期の期間が必要であると想定されている。しかし、総固定資本形成は毎年計画
され実行される値である。そこには、当然相違が発生するのであるが、総固定資本形成の
値が、固定資本減耗の値を下回るような年が続いていけば、現在の全国にある社会資本や
民間資本に満足している国民の厚生は必ず劣化する。そうならないようにする事が必要な
のであるが、人口が減少していく社会では、例えば自治体では、行政効率の観点から限界
集落の使用可能な施設であっても放棄させ、人口の密集化を図りコンパクトシティーとい
う形で実現しようとするであろう。現実にその様な動きは始まっている。そうなったとき
には、公的にも民間でも現在あるような全国どこでも同じようなサービスは提供できなく
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なる。そして、日本の美しい光景は一部分荒廃し、悲惨な廃墟へと向かう。外国人旅行客
が称賛する日本のクリーンな街並みも、一部の都市を除いて荒れ放題の光景へと化す恐れ
がある。マクロ経済の成長は、現在の厚生を維持する為にも必要な事なのである。
第4節

経常収支と GDP (成長への貢献)

この節では、どの需要項目が経済成長に寄与しているのかを確認していく。既に第 1
節でも触れたが、輸出は経済成長に大きく貢献しており、同時に、日本企業の対外資産も
大きく増えている。先ずその事実を確認する。次に 2013 年度は、7900 億円と黒字を確
保できたが、かつて、20 兆円ほどあった経常収支黒字が何故このように減少していった
のかについて、時系列で経常収支と貿易収支の内訳を分析していく。その後、経常収支の
推移を見たうえで、IS バランス分析を行ない、経済成長に関する理解を深める。
図 3-20

各需要項目の成長への寄与度(%)

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

図 3-20 から判ることは、一貫して輸出が経済成長に貢献しているが、1998 年以降投資
が、しばしば経済成長の足を引っ張るようになってきており、また 2000 年代の輸入の伸
びが成長にマイナスに作用するようになってきたことである。輸入が伸びてくるのは、グ
ローバル化が進展していく中で、安い財が入ってくるようになっている為であり、同時に
国内はデフレ現象に悩まされるようになってきた。これは、グローバル経済の環境下では
ごく当然の事であり、交易が盛んになり物や金が行き交う事で、HOS 理論が教えるよう
に、物価の均一化を通じて要素価格としての賃金は長い時間をかけながら徐々に国際水準
に平準化していくのであり、自動的な流れであって政府が政策を失敗したわけではない。
しかし、この流れは、日本にとってはデフレ経済を推進する流れとなる。交易を通じて国
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民の厚生が高まることは、日本にとってはむしろ歓迎すべき事であり、ましてやエネルギ
ーの大半を輸入する日本は、どんな為替レートであろうと国が存続するには不可欠な輸入
であるから、その事を恐れる必要はない。問題は、そのマイナス要因を打ち消すだけの成
長要因があれば、国民の厚生は更に良くなるのである。そこで真っ先に念頭に浮かぶのが
家計消費であろうが、消費関連の統計値を見てみるとこの 20 年間消費をリードしてきた
のは、情報通信機器であり 49、この部分が異常に膨らんでいる。既に、日本におけるこれ
らの機器の普及率は世界トップである。他は、輸送機器であるが、少子高齢化の中では大
きく伸びる事は考えられない。他の電気製品や家具等の耐久財は既に飽和している状況が
伺え、今後大きく成長に貢献する事は期待できない。ましてや、デフレ経済が進行しなが
ら、可処分所得のマイナス傾向や消費増税が予定されている以上、消費者の購買意欲に与
えるマイナスの影響はますます大きくなっている。従って、輸出に期待するという事にな
るのであるが、輸出には国内で加工する日本でしか作れない生産財を作る必要がある。そ
れには、戦略的な国内投資が不可欠である。生産体制の国際的垂直統合が進んでいる現
在、通常財の生産やアセンブリ作業は海外の方がリーズナブルであるからである。先の経
済産業省の「企業金融調査」によると、企業によっては国内投資よりも海外に投資の重点
を移し、工場のみならず本社機能を持たせた生産体制を組み、研究開発をも海外で行うと
ころも出てきた。
図 3-21

対外 資産・負債・純資産の推移（名目）

2014 年末
対外純資産
366 兆

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

49 2013 年 SNA より。増加率のトップは情報機器で、次が輸送機械である。
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人口の大幅な減少が見通せる中で、初期投資を回収するのに長期を要する場合、国内
への投資の魅力は極めて弱くなり、リスクとさえもなっている。一部の多国籍企業化した
日本企業は日本という国に見切りをつけ、企業の利益さえ確保できれば、それで良いとい
った現象さえ見受けられるようになった。そもそも企業とは、国によって育まれ、企業の
従業員を通じてその家族の最大幸福を企図するための手段であったはずだが、先に見たよ
うに民間企業の貯蓄は、その 6 割程度しか国内投資に使われていない。このような最近
の統計からうかがえる傾向は、国内的にはシュンペーターのいう企業家精神を欠いたもの
になっており憂慮される現象である。
近頃、財務省から 2014 年末の日本の「海外の純資産」が世界最高の 366 兆円に達した
との発表があった。純資産だけでなく、図 3-21 にもあるように総資産も加速度的に伸び
ている。しかし、2014 年の海外総資産額を見てみると、総資産約 986 兆円の内、海外直
接投資は 143 兆円に過ぎず、551 兆円余りが証券投資という結果になっている。勿論 143
兆円といえば膨大な量の資産になるのであるが、金融資産 550 兆円に較べると、海外で
の実物財の生産の為に大きな投資をしているわけではない。むしろ、金融資産の運用で利
益を得ようとしている姿に映る。欧米の金融資本の様な動きにも見え、これが、世界経済
の中で日本が果たすべき役割なのだろうかとも思える。勿論、グリーンフィールド投資を
行なうと、世界経済にショックが発生するような場合、資金繰りの自在性を失う事からリ
スクもある。しかし、民間企業の裁量権を犯すべきではないが、このような姿勢の保持は
政府が世界にアピールする技術立国日本の取るべき方向なのかとも思える。このジャパン
マネーともいえる運用収益重視の姿は、一般国民がイメージしている「日本企業は、海外
に非常に多くの工場を作っており、現地の雇用や技術移転を通じて、各国の経済成長に多
大な貢献を行っている。」という印象とはかなり異なったものになっている。
図 3-22

GNI の推移（実質 2005）
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（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

では、これらの傾向を受けて、日本の経常収支はどのように変化してきたのか。既に
図 3-15 で概略を示しているが、図 3-22 に GNI の推移を示すとともに、図 3-23 に表した
ように 2005 年基準で実質化した経常収支の動きを示した。近年の交易額は、1994 年当
時の収入 50 兆円強、支出 50 兆円弱から、2013 年の収入 100 兆円、支出 100 兆円とほ
ぼ倍増しており、GNI の 520 兆円に比して大きな割合を占めている事が判る。特に、
2013 年の貿易・サービス収支分野は、輸出 83 兆円に対して輸入 75 兆円であり、海外か
らの所得収入は 26 兆円、支出 7 兆円となり、収支の規模という面で貢献した。所得収支
に関しては、収支の点で近年注目されてきているが、実は 1994 年当時も実質で収入 15
兆円、支出 12 兆円であり、1994 年当時の輸出 40 兆円輸入 40 兆円の貿易規模に較べる
と、所得収支の規模が次第に大きくなってきたのがわかる。今後もこの交易量の拡大傾向
が続くのであれば、国内物価や賃金に対して、下方へのデフレ圧力がかかり続けていく事
も予測できる。一方経常収支に目を向けてみると、直近の 2012 年、2013 年の落ち込み
が大きい。2013 年からは、大幅なリフレ政策が取られ円安が進んでいたので、もう少し
貿易収支での黒字拡大がみられるのではないかとの期待があったが、既に世界規模の生産
体制が確立していたのか、期待された程の伸びではなかった。むしろ、この頃から海外の
旅行者が国内に殺到し、サービス収支に貢献しており、その面では円安が効果を発揮した
といえる。
図 3-23

経常収支の推移（実質 2005）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

現在の様に、民間の資金が使われずに預金として滞留しているのであれば、日本が将
来に向けての成長を構想し実現できるような、企業を中心にした民間資金主体の大規模な
国家的プロジェクトが必要である。その目的は、アジア圏を中心にした世界への輸出を目
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的とした共同 R&D 施設であり、中小企業の海外進出の為の支援組織であるとともに、外
国からの労働者の訓練センター等である。政府に政策の為の裁量性のある資金がないのな
ら、イニシアティブで充分である。民間主体の基金が必要になるのではないかと思われ
る。世界のビジネス環境を見てみると、もはや一企業だけの利益の為に鎬を削る時代は終
わっている。世界的に国家支援企業や大規模資本が跋扈しており、資本力を持たない中小
企業のような体力では、到底世界市場での商品開発や販売競争に関しては太刀打ちのでき
ない時代に入っている。従って、国を挙げて、日本独自の財の創出と、生産体制、サービ
ス体制を開発し、その財や考案を海外に売り込み、教育を受け、熟練した人財を途切れる
ことなく企業に斡旋し派遣するような仕組みと、場合によってはそこで育成された移民労
働者を、日本人労働者として海外現地に配属する等の大規模な企図が必要である。ここ
に、優秀な外国人労働者、希望する有能な高齢者や無職の女性を集結させ、諸訓練も含
め、言葉の壁の訓練も企業間の壁を超えて行うべきである。そのような構想とその実行が
国家の成長戦略になる。
図 3-24

国全体の I-S バランスの推移（名目

固定資本減耗除く）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

次に、図 3-23 の経常収支と密接な関係を持つ IS バランス分析を行う。この理論に関
しては、既に先の節で概要を説明しているが、各部門の勘定の、収入分から消費分を除い
たところから始まる勘定であることに留意が必要である。つまり、国全体でみると総所得
である Y は、分配から見て Y-C=S であり、支出面から Y-C=I+(E-M)であるので、右辺同
士をとって、(S-I)=(E-M)が成立するという事である。両辺に所得収支 IB を加えると、SI+IB=E-M+IB となり、右辺は経常収支となり、経常収支とは、国内の S-I 差額に所得収
支を加えたものになる。もっとも、この IB は通常の資金の流れの図式の中では既に S に
含まれている事に注意が必要である。政府部門に関しては後述する。このようなデータ
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は、SNA の「部門別資本調達勘定」からとることが出来る。経常収支についても同様に
SNA からとったものであり、双方を比べる事が可能である。図 3-24 が国全体の I-S バラ
ンスである。これはバランスなので、本来なら軸 0 を中心にして上下同量のグラフとな
るべきであるが、判りやすさと、出超なのか入超なのかを明確に示すために、投資を下向
きとし貯蓄を上向きとした。なお、この節では、貯蓄と投資に固定資本減耗を除いた名目
値を使っている。また、その差も差額の符号で、軸 0 の上側折れ線が差額プラスであ
り、下側折れ線が差額マイナスである。図 3-24 の中の、貯蓄と投資の差である折れ線
は、先の図 3-23 の経常収支は実質値であったが、名目値に直してみると理論通りに一致
している。
ここから、国内経済から対外収支の関係を分析する事が可能となる。なお、先の節で
説明している 3-4 式の(G-T)とは、政府の収入である税金 T から必要な社会移転と消費分
(政府支出 G の一部)を除いたものが S となり、最終的に支出された政府支出 G の残りの
部分は固定資本形成に充てられる公共投資 I であるので、政府の移転と消費を除く勘定
は、(G-T)=(I-S)となる。従ってこの式の両辺の符号を変えると、最終的には国全体の(SI)から図 3-27 の一般政府部門だけを抜き出した 3-4 式の形の式になる。これは、他の部
門に関しても同様の計算が行える事を意味している。また、固定資本減耗に関しては、投
資や貯蓄、所得から全て除いて計算しているので、投資や貯蓄を見るときは、更新需要分
の同額の収支を除いた純粋な投資額を見ている事になる。次に、図 3-25 の民間企業か
ら、図 3-27 までの各部門の特徴点を総括して見ていく。
先ず目に付くのは、図 3-23 と図 3-24 との比較の中で、経常収支から見る海外との交
易は、2008 年のリーマンショックはあるものの上下に同じように伸びて収益を生んでい
るのに対して、国内の I-S はどんどん縮んでいっている事が判る。勿論、単年毎のフロー
であるから、急激にストックに影響を与える事はないが、異常なまでの貯蓄と新規投資の
減少である。ましてや、2009 年から 2011 年にかけては、投資がマイナスとなってお
り、固定資産の償却や除却が進んだことを意味している。これは、単に図 3-25 の民間企
業の責任だけではない。むしろ、図 3-26 の家計部門が、猛烈な勢いで固定資産を除却し
ている。この事は、先の図 3-9 の家計部分のストックが固定資産と金融資産の割合を変え
ている事から、家計が固定資産を取り崩して、金融資産へと切り替えを始めている事を示
している。貯蓄率の減少以上に、これこそが、高齢化が進む人口減少下の際立った特徴で
ある。老後を優雅に暮すためには現金化しておく方が安心であるというわけであり、この
経路を通じて、国内の資本ストックは消費されていく事になる。家計部門では、ほぼ毎年
10 兆円以上の固定資産が売却され、多い年には 15 兆円に達する勢いである。さらに、民
間企業を見てみると、近年新規投資がほとんど行われていない。
従って、毎年 30 兆円から 40 兆円の貯蓄が増えていっている。膨大な流動性資産が増
えているが、これらは金融機関を媒介して、運用先として国債に向かっているのは明らか
である。一国内での貯蓄と投資の収支は、国際収支（経常収支）に一致するのであり、経
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常収支が一定なら、国内の収支はバランスしているからである。つまり、経常収支とは、
国内全体の貯蓄投資差額から、政府の財政赤字を除いたものなのである。
図 3-25

民間企業の I-S バランスの推移（名目

固定資本減耗除く）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

図 3-26

家計の I-S バランスの推移（名目

固定資本減耗除く）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

一方で政府部門は、図 3-27 で見られるように、1998 年以降急速に財政健全化の道を辿
ってきていた。2006 年から 2008 年にかけては、相当な健全化が見られたが、2008 年の
リーマンショックを受けて以降、毎年 40 兆円からの債務を抱えるようになった。財政健
全化は主に、新規投資を控えてきた事によって行われてきた。勿論これは、更新需要（固
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定資本減耗費）を除いているので、現在ある資本のメンテナンスには問題なかった。先ず
は、プライマリーバランス 50の回復が肝心である。ところが近年、その新規投資はほとん
どなくなっているにもかかわらず、国債を発行せざるを得ない状態になってきている。こ
れは、どのような要因によるものなのか。その要因について、次節で簡潔に時系列的に確
認しておく。
図 3-27

一般政府の I-S バランスの推移（名目

固定資本減耗除く）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

第5節

税と社会保障（政府財政の推移）

私たちが通常政府という場合、中央政府の事を指す場合が多いが、マクロ経済で政府
という場合は、「一般政府」という、中央・地方政府と社会保障を合わせたものを指す。
これまでの分析もそれらの概念を使ってきているので、この概念での分析を行う 51。
一般政府財政に関しては、財政の赤字問題が課題となっており健全化が言われている
が、現在行われているような通貨の発行が継続し、国債を日銀に引き上げる事で市中のベ
ースマネーが大量になるとインフレが起こると考えられる。そうなると円の価値が下がる
事になり、負債も当然減価する。通常の財は、インフレ下においては同様に上昇していく
が、負債は簿価であるから上昇しない。よって、インフレ下においては金利が高くなる。
現在の国内経済は、海外から入ってくる財に体現された生産要素価格の低下により、デフ
レ圧力に直面しているから、日本のとっているインフレ戦略と拮抗している状態にあると
言える。国債は、海外投資家の保有割合は 1 割以下と比較的低いので、現段階ではあま

50 政府の債務の利払い部分を除いての収支均等の事。完全収支均等は、その利払いも含む。
51 良く政府の財政規模が 100 兆を超えたとか話題になるが、これは中央政府の予算である。
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り問題にならない。従って、通貨発行権を主権として日本が持っている以上、苛烈なイン
フレを国民が覚悟し預金の目減りを納得するのであれば、通貨の膨大な発行によってイン
フレを起こせばこの問題は解消する。これは極端な話しではあるが、実例がなかったわけ
ではなく、戦前の日本においても軍事費の為の通貨の大量発行でインフレが発生してい
る。ドイツの第一次世界大戦後の、膨大な賠償金支払いによるハイパーインフレは教科書
にも登場している。政府日銀の政策は、いずれ出口戦略が求められる。
これと似たような論理で、経済成長が弱いインフレ状態の下で長期間続くのであれ
ば、早期のうちにプライマリーバランスを達成する事を条件に、ステイクホルダーに国債
の利払いだけを行っておけば、元本の返済については次第に減価していくのであるから先
送りしてもかまわないとするのが、プライマリーバランスの保持とドーマー条件と呼ばれ
るものである。通常目指すべきは、負債の利払い分も含めた財政均衡（歳入と歳出の一
致）であるが、累積負債が大きくなる場合に利払い分だけで済むのであれば、大いに助か
る。元本分は借り換えていく形になる。また、この利払い分に関しても、国債を発行して
賄う形になっても構わないという議論もある 52。一般に、インフレになると今ある負債の
全額に対して即座に高い金利を支払う事になるかのような説明が時々行われているが、国
債の金利は発行時に決まっており、金利によって動くのはその国債の売買の時の価格であ
る。但し、新規発行時では、それなりの金利になる事は言うまでもない。プライマリーバ
ランスを達成できても、成長率は、金利よりも高くなければならない。そうしないと、
GDP の成長率より金利が高いのであるから、もともとの負債の対 GDP 占率が高くなっ
てしまい、一向に財政に占める国債という負債のウエイトは改善しなくなる。もし、国債
の元本が増え続ければ、その GDP 占率は高まるので破綻の可能性は高まることになる。
結局のところ、財政予算の中の国債依存度占率を徐々に下げ、成長率が金利より高ければ
財政赤字は維持可能であるというのがドーマー条件の解釈である。従って、日本の現状で
の経済成長は必須の課題であると言える。一方デフレ下では負債の持つ現金価値が上昇
し、通常の投資よりも預金にしておく方が儲かる現象が発生する。先に見た民間企業の内
部留保や、家計の固定資産の売却と現金保有志向の傾向はこのような意味を持つ。デフレ
下では、財の値段が次第に下がっていき、同時に固定資産価格も上昇しないから現金を持
っている方が良いのである。経済を円滑に回すには、弱いインフレの方が良い。この場合
は、あくまで実質の成長率や金利ではなく、名目値であることに留意しなければならな
い。金利は名目値に対して付与されるものであるからだ。
以上を、前提として現在の一般政府の状況を時系列的に分析してみる。前節で触れた
ように、政府は固定資本減耗を除いて、新規固定資産形成の為の投資を極端に切り詰めて
きているのに、何故、多額の国債発行による財政赤字体制に踏み切らざるを得なかったの
であろうか。その点の解明がこの節のポイントである。

52 小泉内閣での、竹中平蔵大臣の見解として取り上げた。
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図 3-28

一般政府の部門別収入の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

図 3-29

一般政府の部門別支出の推移（名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

先に、一般政府の財政規模と、中央政府・地方政府・社会保障基金の規模を 2013 年度
の SNA により確認する。一般政府の歳入（税収等の収入）は 237 兆円であり、歳出（予
算分）は 273 兆円であるので（歳入に対して 1.15 倍）、差額が 36 兆円発生している。こ
れが、債務となり国債等で調達される。ちなみに、この年の GNI は、名目値で 501 兆円
であったから、大まかに税金と社会保険料で 47％を国民が支払っており（国民負担率）、
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54％を政府が給付や所得移転等の様々な形で還元したり、消費したりしている事を示し
ている。
図 3-30

一般政府の部門別損益額(負債)の推移(名目）

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

この姿はまさに福祉国家である。この額の推移は、図 3-28 と図 3-29 でわかるように、
1994 年度当時は、歳入 201 兆円に対し歳出 222 兆円と 21 兆円の債務であったのに対し
て、図 3-30 の差し引きの負債額の推移が示している様に 2013 年時点では 40 兆円弱と増
加してきている。しかし、この負債額が減少していった時期もあった。いわゆる小泉内閣
時代にプライマリーバランスの達成を目指した竹中改革である。図 3-30 にもあるように
2003 年から 2006 年にかけて急激に収支均衡の方向へと向かっている。しかし、その後
に、諸議論が闘わされ紆余曲折の末現在の規模になっている。だが、これまで政府のどの
部門が負債に大きく影響してきたのだろうか。それも図 3-30 で見る事ができる。これで
みると最近では、主に、中央政府と社会保障基金で負債が作られている事が判る。地方政
府もかつては負債の発生源であったが、現在ではほぼ収支均衡するまでになっている。同
時に、地方債の発行も極めて少なくなってきており、債権による資金調達と財政健全化と
いう面から見ると、国債の問題に集約されている。また、本来社会保障は相互扶助が原則
であるが、既に第 2 章の歴史で見たように、国民の拠出分とともに国費（税金）が交付
金という形で投入されてきているので、一般政府の勘定となっている。一方、その支出の
構成割合であるが、財政規模でいうと 2013 年で中央政府が 94 兆円の 34％、地方政府が
80 兆円の 30％、社会保障基金が 100 兆円の 36％である。この規模からも類推できるよ
うに、一般政府の財政の苦しさは、この社会保障費の増大によるところが大きい。そこ
で、社会保障基金の収支の推移を確認しておく。図 3-31 が示しているように、社会保障
基金は、2006 年までは黒字であったが、2007 年には赤字に転落している。しかし、保険
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料率の制度改正効果もあり、近年の赤字幅は減少傾向にあるが、保険料率のアップは
2015 年度で完了するので、それ以降に関しては予断を許さない。というのは、1994 年度
の社会保障基金の収支は、収入 65.6 兆円、支出 55.6 兆円であったものが、2013 年には
収入 97.6 兆円、支出 99.6 兆円となっており、収入の伸び率 1.5％に対して、支出の伸び
率が 1.8％であり、今後の高齢化の水準を考えると給付額の伸びが更に大きくなることが
予想されるからである。また、交付金の規模は年々拡大してきており、1994 年に 14 兆
円であった額が、2013 年段階で 33 兆円になりほぼ倍以上に拡大してきている。全てで
はないが、ここに、国債を発行せざるを得ない大きな要因があるといえる。
図 3-31

社会保障基金の収支の推移

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

次に、最終的な財政のまとめとして勘定科目別に一般政府の損益を見てみる。政府の
貸借である資産や負債の構造に関しては、既に図3-11で述べたとおりである。
一般政府の損益を表したものが、図 3-32 と図 3-33 である。それぞれが、益にあたる収
入と損にあたる支出を表している。この中の「経常移転」に関しては、一般政府内のやり
取りの記録であるから棚上げし、資本移転に関しても捨象する。すると、収入の方では、
社会保険料の受取と、税収および財産所得のみとなる。先にこの 3 勘定を見ていく。先
ず「社会負担（社会保険料）」が増えている。これは先述した通りであり、支出の「現金
社会給付」も同時に増加している。財産所得は収支ほぼ均衡している。
そうすると残りが、いわゆる税金である。税は、大まかに、法人と個人の所得税（直
接税）や財産税（固定資産税）を表す所得富税と、消費税（間接税）や関税等の生産輸入
税になるが、この合計額が名目値ではあるものの、徐々に減少して来ている。この税収の
中で、経済規模が関係するのは、直接税と間接税の双方である。つまり、経済規模が縮小
していったことを意味している。しかも、2度に亘る消費税のアップがあったにも関わら
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ず、合計してみると税収の落ち込みが大きいのである。財産税に関しても、資産の売却と
現金保有化傾向がストック分析の際に見られたように、減少する傾向が見えている。
図 3-32

一般政府の勘定科目別収入の推移
資本移転

経常移転

社会負担

所得富税

生産輸入税

財産所得

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

図 3-33

一般政府の勘定科目別支出の推移

総固定資本形成

資本移転

政府集合消費

現物社会給付

経常移転

財産所得

現金社会給付
あ給付

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成
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一方、支出の方で見れば、「現金社会給付」（所得移転）や「現物社会給付」（教育と扶
助医療）が大きくなり、「固定資産形成（固定資本減耗除く）」はなくなり、「政府集合消
費」（政府の一般的政策経費）が縮小してきている。つまり、政府の財政的な自由度がな
くなってきているという事である。では、今後はどのようにしたらよいかというと、一定
の給付が必要になる以上、税収を多くする方法しかなく、その方法としては、税率を上げ
るか、経済成長を加速させて経済規模を大きくするしか方法がない。もちろん、財政を緊
縮する方法もあるだろう。この方法には、過去に良いモデルが存在する。小泉内閣の時の
政策であり、財政均衡に近づける方策であり、先ずはそのモデルを踏襲しなければならな
いだろう。しかし、そのような方策にも限度がある事から、やはり、経済規模を拡大する
ことこそが、最大の解決策になるものと思われる。そして、内需拡大を図り経済の好循環
を得るためにも、個人の可処分所得を増やす様な方向性を持たなければならないと思われ
る。そこで次に次節にて、過去の労働と資本分配に関する分析を行う。
第 6 節 分配、代替の弾力性と TFP の長期的傾向
今までの、日本経済に関する分析は、主に、支出面からの GDP の分析であった。ここ
で、この章の最終節として GDP の生産要素への分配と、成長会計で計測される TFP に
関して分析する。この部分は、次章以降の分析が、過去 35 年間の日本経済データによる
パラメーターを使った生産関数による供給面を通じた長期分析となることから、直近 20
年間の傾向値との比較として、前提として議論しておくべき事項である。
図 3-34

資本・労働分配の推移

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成
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労働と資本の分配に関しては、いくつかの異なった概念が存在するが、ここでは分配面
の統計数値から、単純に労働分配率は「雇用者報酬/GDP」とし、資本分配率は「1－労
働分配率」とした 53。この概念で SNA を使って推移を見たのが、図 3-35 である。この図
では、念のために、営業余剰・混合所得と、固定資本減耗を分けて記載した。一見して、
労働分配率が減少の傾向にあることがわかる。一方で、資本の分配を営業余剰・混合所得
や固定資本減耗を含むものであると考えると、資本の分配率は、徐々に増加してきてい
る。この傾向を、消費者物価デフレーターにより実質化し、各年の百分比を見てみると、
雇用者所得の分配率は、この 20 年間で、約 10％低下している。先にみたように、可処分
所得の減少の大きな要因は、ここにあるといえる。
しかし何故、資本の分配率を増やす必要があったのだろうか。これは、家計の貯蓄率
の減少にも原因がある。経済の成長が停滞しパイ自体が伸びなくなると、企業と家計は異
なる動きをする。企業は従来と同じような収益の伸びを期待され、バブル経済の後遺症も
あり、またグローバル競争下での資金力を確保するため、資本への分配を多くした。家計
の分配は少なくなるが、それまでの効用を維持していくために家計は消費の占率を多くす
る。その結果、貯蓄は減少した。ところが、貯蓄は投資の原資であるので、家計貯蓄をあ
てに出来なくなった企業は、今度は自らで投資の財源を作るため、企業の貯蓄を積み上げ
ざるを得なくなった、という構図が描ける。経済成長があれば、パイ自体が拡大していく
ので、所得も伸びていくことから、将来へ向けた投資も旺盛になるのだが、成長が頓挫す
ると、犯人捜しのような悪循環が始まることになる。停滞する経済成長下での利害を調整
する舵取りは、極めてむつかしいものとなる。従って、縮む経済ではなく、拡大する経済
を目指さなければ活力は生まれず、分配率はますます利害関係を孕むものとなる事が予想
される。通常、長期の経済分析を行う場面では、短期的な需要の変化が供給面の構造に影
響を与え、長期的には供給面の構造変化を起こしながら生産関数の形を変えるので、調整
された結果として、供給サイドの生産関数が需要をも含んだ GDP になると想定すること
になる。したがって、生産関数の持つ意義は極めて大きくなる。一般的な分析には、使い
勝手の良いコブ・ダグラス生産関数が使われるが、残念ながら、当関数は、資本と労働の
弾力性（分配率）に関しては、生産要素の限界生産力が生産要素の価格を表すという限界
原理から、その比率（限界代替率）を求めて、その限界代替率が 1%変化したとき、要素
投入量が何%変化するのかという代替の弾力性に関しては、必ず 1 になるという性質を持
っている。同時に、全要素生産性(TFP)の成長率に関しても推定した過去の特定期間の平
均値となり、長期間に亘って特定の傾向値を持つ場合、その傾向値を平均値としてしか関
数に反映できないというデメリットを持つ。したがって、例えば代替の弾力性の場合、
「賃金がアップしたとき労働の投入量はどのように変化するのか」というような問題に
は、この生産関数では答えを得ることが出来ない。つまり、新古典派の想定する、等量曲

53 就業者数に自営業も含まれることから、混合所得も入れるべきとの議論もあるが、自営業の所得は含めない。
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線と価格線の接点で生産要素の価格と投入量は決定され、要素価格の変化に応じてその組
み合わせは無限に存在するという命題からすると、要素価格の変化率と要素投入量の変化
率は同じであるということになり、矛盾することになる。従って、本稿の様な長期シミュ
レーションの場合は、どのような生産関数を使うのかに関しての検討が必要になる。本稿
では、コブ・ダグラス型の生産関数を使う事を予定しているが、その場合ここで計測する
「代替の弾力性」が 1 という数値を適用する事が妥当であるのか。また、過去の特定の
期間での全要素生産性(TFP)の成長率が将来的にも一定とした場合、その前提が妥当であ
るのかという検証が必要になる。つまり、日本経済の過去に長期的に偏向する傾向値があ
るのか、あるとすれば将来的にも存在すると想定できるのかという検証となる。これは、
代替の弾力性の場合は、生産性の上昇に対して、資本と労働のどちらかに常に偏った傾向
値が将来に向かっても存在するのかという検証であり、全要素生産性(TFP)の場合にも、
過去の傾向からみて一方的に上昇したり、下降したりしていくような傾向値が存在してい
るのかという問題の検証となる。
そこでまず、代替の弾力性の傾向値から検証してみる。新古典派の理論は、例えば賃
金がアップすると、資本のコストが相対的に安くなるので、利潤を最大化する企業は、生
産要素として労働よりも相対的に安くなった資本を多く投入して生産していく方向に経営
の舵をとると説明される。この事を数式化すると以下のようになる。労働投入量を L と
し、資本投入量を K とする。労働単位コスト(賃金)を w とし、資本単位コスト(利子)を
r、GDP を Y とすると、

𝑌 = 𝐿𝑤+Kr

(3-5)

となり予算制約式となる。これは、GDPの資本と労働の分配の構造を表し、その分配の
比率は、
(3-6)

𝐿𝑤⁄𝐾𝑟 = (𝑤⁄𝑟) ∗ (𝐿⁄𝐾)

と表せる。この式から、分配率と要素価格や要素投入量の間には密接な関係があることが
わかる。当然、賃金 w の上昇は労働分配率を高める。しかし、このような場面では、企
業経営者は、投入量としてコストが相対的に安くなった資本を生産に多く投資する事を選
択する。よって、賃金 w が上がったからと言って、必ずしも分配の比率がアップする訳
ではない。つまり、要素価格の比率と要素量の比率のどちらの変化率のほうが大きいかと
いうことが、最終的には分配率の大きさを決定することになる。したがって、この率をチ
ェックしておく事は、マクロ経済の分析には欠く事ができないものとなっている。この変
化の比率が代替の弾力性であるが、この比率の変化は、記号 σ を使って下記の 3-7 式のよ
うに書ける。これは、ある生産が均衡している場合、生産関数における等量曲線と等費用
線（予算線）の接点での傾き(=w/r=価格比)と、等費用線の傾き(=K/L=w/r)は一致してい
るが、それらのいずれかの傾き(比)が変化するとき、相互にどの程度の変化が起こるかを
示している。しかも、等費用曲線と等量曲線の接点上では、rK+wL=0 が成立しなければ
ならないから、K を y 軸として書き換えると、K= -w/r*L。費用曲線の傾きは、K/L だか
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ら、K/L と w/r の変化率は、∂(K/L)と∂(w/r)であり、それぞれ K/L と w/r を分母にした変
化率が、σであるということである。また、

𝜎=

𝜕(𝐾⁄𝐿)/(𝐾⁄𝐿)
𝜕(𝑤⁄𝑟)/(𝑤⁄𝑟)

=

d ln x 1

dx
x

から、 d ln x 

dx
より、
x

𝜕ln(𝐾⁄𝐿)

(3-7)

𝜕𝑙𝑛𝑀𝑅𝑆

という最右式の形となる。但し、MRS= 限界代替率である。
通常このσ は、この数値を求めるために作られたCES関数を使って求めることにな
り、1とは限らない特定の数値をとることになるのだが 54、限界原理から生産性(Y/L)と賃
金(w)の関係に帰結するように微分展開していくと以下の式になる。したがって、簡便な
方策として、代替の弾力性は以下の式の各変数のデータから回帰分析して求めることがで
きる 55。
𝑌

𝑤

(3-8)

𝑙𝑛 (𝐿 ) = 𝑐 + 𝜎 𝑙𝑛( 𝑝 )
但し、c=定数項

である。

この式から明らかなように、結果的に左辺は労働生産性の変化を表し、右辺は賃金の
実質水準の変化を表している。つまり、代替の弾力性の値は、労働生産性と実質賃金の伸
びの関係に置き換えて算出する事ができるという事を意味している。よって、σ>1 なら
ば、賃金の伸び以上に労働生産性が伸びており、労働分配率は減少する。σ=1 ならば、賃
金上昇率と労働生産性上昇率は同じであり、労働分配率は従来と同じ、そして、σ<1 なら
ば、賃金上昇率が生産性上昇を上回っており、労働分配率は増加する。また、一般的に等
量曲線の曲率によっても、この変化率が変わってくることが知られている。つまり、曲率
か大きい（等量曲線のカーブが緩やか）と σ が大きく、曲率が小さいと σ も小さい。従
って σ は、この等量曲線の曲率も表す。今回はこの部分は分析しないが、日本は曲率 σ
が大きい事で知られている。このことは、2009 年の不況で判明したように、資本稼働を
低くせざるを得なくなり、資本の一部が遊休状態に入ると、もともとの雇用吸収力が大き
かったので、失業者(従来の L との差)が大きく発生することを意味する。
すでに、先の統計値で労働分配率が減少していることは分かっているのであるが、代
替の弾力性で検証してみた。1994 年からの 20 年間のこの関係を図にしたのが、図 3-36
である。この図中の回帰式の変数の係数が σ であり、代替の弾力性を表している。この
図から明らかなように、この 20 年間をみると、代替の弾力性の推移期間は 2 つ、もしく
は 3 つの期間に分けられることがわかる。全体の期間を通しての代替の弾力性は、
σ=2.296 であり平均的に資本の分配率が高いという結果が出ており、これは先の統計値と
も一致する。しかし、労働生産性と賃金上昇率との相関係数は 0.33 と低かった。

54 この導出過程については省略する 。
55 この導出過程に関しても省略する。
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図 3-35

代替の弾力性の推移

（出所）内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

一方、期間を 2003 年までとそれ以降とに分けると、相関係数は大きく改善する。前半の
相関係数は 0.88 となり、σ=3.186 で生産性の伸びに対して資本分配率が高く、後半の相
関係数は 0.70 で、σ=1.031 と実質賃金の上昇率は労働生産性とほぼ一致しており、労働
分配率は変化していない。つまり、1990 年代は 21 世紀を前にして、IT 投資等の影響も
あって労働生産性が伸びたが、生産性の伸びに対して賃金はそれほど伸びず労働分配率は
低かった。前半と後半をつなぐ 2002 年から 2005 年までの期間は、いわゆる就職氷河期
の時代であるが、労働生産性が伸びているにも関わらず、実質賃金は伸びるどころか大き
く減少した。しかし、それ以降の期間は、労働生産性と賃金の伸びが、ほぼ均衡しながら
推移している様子が伺える。このような関係は、経済環境や労使の力関係、労働組合の交
渉力や生産性の統計に関するリテラシー能力の差にも影響を受けていると推察されるが、
マクロの日本経済には、長期に亘って労使どちらか一方に偏るような傾向値は存在してい
ないといえる。つまり、長期的に見た場合、労働生産性上昇率と実質賃金の伸び率との関
係には、資本と労働のどちらかに偏る傾向は見られなかったという事になる。近年は、生
産性上昇率と賃金の伸び率の関係と読み替えられるσを、ほぼ 1 に持っていくような労
使の力関係なっていると考えられる。従って、代替の弾力性に関しては、長期的に明確な
傾向値が存在するとまでは言えず、近年の労使協調の姿勢から見ても、本稿が想定する長
期のシミュレーションにコブ・ダグラス型の生産関数を使う事は容認されるであろう。
最後に、第 1 章で述べた TFP(全要素生産性)成長率の推定に、コブ・ダグラス型の生産
関数からの残差部分の成長率を使う妥当性を確認しておく。この検証には、客観的な統計
値として、日本生産性本部が公表している、5 年毎の TFP 成長率の推移を使う。一般に
短期的には、毎年の TFP の弾力性が計測できる CES 型やトランスログ型の生産関数が
使われるが、本稿のような長期のシミュレーションでは、過去の特定期間中に明確な傾向
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値があることが確認できない場合、その期間の平均値を使うことが多い。よって、結果的
に過去の特定期間の TFP 上昇率の推移に、一定方向に向かう何らかの傾向がみられるの
か否かの検証が出来れば、本稿で使う生産関数は妥当なのか否かが確認できる。特定の傾
向値を持つ場合は、本稿で予定しているコブ・ダグラス型の生産関数は使えず、変更を考
える必要がある。TFP 成長率に関しては、5 年毎で集計している。日本生産性本部から
は毎年の統計も公表されているが、そのようにするのは、期間中にバブル崩壊や、アジア
危機、そしてリーマンショックや、東日本大震災等の影響による不況期が含まれているか
らである。このような危機の年には TFP が極端に低下し、その翌年に極端に上昇すると
いう変動が観測され、長期的な傾向を把握する場合、このような極端な事象による変動を
なるべく平準化し、長期的な傾向値として把握したいからである。日本生産性本部の公表
値に基づいて、1970 年以降 5 年毎の傾向値の推移を表したものが図 3-36 である。
この図からわかるように、過去 45 年間の 5 年毎の平均 TFP 成長率のピークは 1985 年
代にある。以降はピークとボトムを繰り返しながら波状的に変動している様子がうかがえ
る。1960 年代の高度成長期の 10 年間の平均 TFP 上昇率は 4.0％であるから、その上昇
率に比べると、各ピーク時点を比べても長期的に低下傾向にある事は否めない。しかし、
直近の 2010 年からの平均 TFP 上昇率は再度拡大の傾向を示しており、必ずしも低下と
いう一定方向に向かう明確な傾向にあるとまでは言えない。つまり、TFP 上昇率におい
ても波動的に変動するサイクルがある事が確認でき、長期的に低下の傾向はあるものの、
明確に一定の低下傾向を持つような動きはみられないという事になる。
図 3-36

1970 年以降の 5 年毎の TFP 上昇率の推移

(単位：%)

（出所）日本生産性本部「生産性データベース(JAMP)」から筆者作成 <https://www.jpc-net.jp/jamp/>

であれば、コブ・ダグラス型の生産関数をシミュレーションの中心に置こうという本稿の
計画は妥当であるといえ、その場合に問題になるのは、どのくらいの期間平均をとれば将
来の日本の推定に最適となるかという期間の長さの判定のみとなる。選択肢としては、予
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定する 1980 年からの 35 年の推定期間とするか、バブル崩壊後の 1994 年からの 20 年分
のデータが今後の日本の一般的な姿を現していると見なして推定するか、の二者択一と考
えて良い。なお、TFP の推定に関しては本稿のシミュレーションで使おうと考えている
推定方法と日本生産性本部の推定方法には若干の相違があるので留意が必要である。推定
に使われるのは、どちらの場合もコブ・ダグラス型の生産関数の想定であり、労働投入部
分に就業者数と平均労働時間数とを乗じて使う部分も同じである。異なるのは、生産性本
部の推定は国民経済計算等のデータから、間接的にコブ・ダグラス型の成長会計による方
法で TFP 上昇率を計算するが、本稿での推定は、期間のデータから直接的に TFP 上昇率
を推定していくことである。また、第 1 章で議論となると述べていた、TFP(全要素生産
性)成長率を、資本に付けて推定するのか、労働に付けて推定するのかの点でも相違があ
る。つまり、生産性本部の TFP 上昇率の計算では、ヒックス中立を基準とするが、本稿
ではハロッド中立を基準として予定している事である。これは、結果的には指数の付け方
の方法論的な問題であり、結局は同じことを、係数を変えて述べているにすぎないので、
問題とはならないであろう。さらに、生産性本部の推定では、資本ストックに「民間企業
資本ストック（取付けベース）」を使い、その資本ストックの稼働率を考慮しているが、
本稿では「国民経済計算」に基づく「固定資本ストック」を使い、長期的な推定のため、
固定資本ストックは需要に合わせて調整され過不足なく使われると考え、稼働率を 100％
とする点である。短期的な TFP を推定する場合には、生産性本部のように稼働率を加味
する方が正確に推定できることは言うまでもない。この結果、TFP 成長率の推定結果値
に若干の相違が発生する事が予想される。しかし、ここで検証したいのは TFP 成長率の
動きに特定の傾向値がみられるのかという事であったので、このような相違があっても検
証という意味では問題ないものと思われる。
図 3-37

製造工業の稼働率の推移

(単位:2010 年基準の指数)

（出所）経済産業省「鉱工業稼働率指数」から筆者作成
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では、日本生産性本部が使っている民間資本ストックの稼働率はどのように変化して
いるのであろうか。ここで、実際の民間資本ストックのうちの製造工業の稼働率を確認し
ておく。図 3-37 が、その変化を示している。ここから明らかなのは、日本経済の生産能
力である民間資本ストックのうちの製造工業の稼働率は、長期的には若干低下傾向にある
事がうかがえる。しかし、経済環境とも相俟って幾分かの変動も確認できる。明確に表れ
ているわけではではないが、このような稼働率の傾向は国内外の需要の減退によるもので
あり、長期的には資本ストックの減少となって反映されていく事になる。
一方、この日本生産性本部の推定では、製造業に加えてサービス業の活動も含めて推
定されているので、TFP 成長率の測定に関する信頼性は一層増していると思われるが、
製品の輸出に大きなウエイトを持つ我が国にとっては憂慮すべき傾向となっている。経済
産業省(2016)の通商白書では、人口減少による労働投入量の減少や、高齢化占率の上昇に
よる資本ストックの減少が予想される中、TFP 成長率を将来の日本の経済成長を支える
重要な柱として位置付けている。日本生産性本部の世界の経済成長率や TFP 成長率の水
準を見ると、直近の 20 年間の OECD 主要 19 か国では高学歴の就業者を揃えた韓国が、
労働投入量が減少しているにもかかわらず TFP 成長率では、2～3％台と常に首位か上位
を占めており、この要素が経済成長の柱となっている。一方で、米国の経済成長率も低下
してきているが、資本増加・労働投入・TFP 成長のバランスのとれた成長となってい
る。欧州の成長率も徐々に低下して来ており、従来、勢いのあったドイツも、直近では
TFP 成長率が伸び悩んでいる。このような状況の中で、政府の出している経済見通しで
は、学歴構造を韓国並みに上昇させたり、研究開発投資の推進策等の意図的な政策を行な
ったりしていけば、直近の TFP 成長率の上昇基調への転換を踏まえて、日本の TFP 成長
率は復活していけるという楽観的な見通しがあるようである。しかし、日本の TFP 水準
は、直近でこそ OECD 主要 19 か国中の上位を占めているが、1995 年から 2009 年まで
の実績では中間以下の実績であり低位であった。このような長期的な実績を踏まえると、
経済成長に向けて TFP 成長率という不安定な要素に過度に期待している様に思われ、少
なくとも、本稿のような長期のシミュレーションで、過去の中長期の期間平均値以上の
TFP 成長率を想定する事は不適切であると思われる。
以上、日本経済に関して、当論文のこれからの議論の中で影響を持ってくる部分に関
して概要を見てきた。総合的に言えることは、日本の経済状況は縮小していく傾向の中に
あるという事である。規模としての貯蓄や投資は減少している。この内、家計貯蓄の減少
は高齢者の預金の取り崩しの傾向もあるが、むしろ若年・中年労働層の可処分所得の減少
に原因がある。さらに、企業は設備投資するよりも、流動資産を保有する方向にある。ま
た、労働力の不足によって、民間企業の資本設備の除却は進んでいる。一方家計（個人企
業含む）は、その資産の多くを高齢世帯が所有しているが、その資産である店舗や住宅を
固定資産から流動資産へと売却によって移している。海外交易の規模は大きくなっている
が、貿易収支で稼ぐよりも、金融資産の生み出す利益を狙うようになっている。結果的
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に、経済規模は縮小しており、税収も減少の傾向を示し、赤字国債を発行しなくては、日
常的な政策経費にさえ事欠くようになってしまった。労働投入量の減少や、資本ストック
の減少が予想されるこれからの日本は、TFP 成長率の拡大に向け邁進する必要がある。
それには、先行研究の内閣府(2008)にもあったように、一定量の人口に支えられた TFP
の成長を生み出す能力を持った労働力の拡大や、労働生産性のアップが必要である。
以上、本稿で重要と思われる経済変数と理論に関して述べてきた。この章で説明した
特徴を持つ諸変数のパラメーター値を使った本格的な長期ショミュレーションは第 6 章
で行われるので、この章での説明は第 6 章の準備の章という位置づけになる。次章で
は、この章で妥当性が確かめられたコブ・ダグラス型の生産関数をベースにして、貯蓄と
投資、固定資本減耗と固定資本ストックという変数に限定した特定期間のパラメーター値
を使い、長期に亘って将来の GDP を簡易的にシミュレーションする。目的は、新古典派
の長期経済成長モデルを使った場合、日本は将来経済成長できるのかの確認にある。な
お、労働力は外生変数である将来の人口推移から内生的に導かれる。
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付論 1

SNA から、国民所得の 3 面等価を使って、I-S バランスを導く展開式

通常、単年ごとの GDP 統計において、財サービスの貿易収支は、輸出は海外からの需
要であり国内での供給に該当し、輸入は国内で消費される財なので（中間財は付加価値の
概念ではないので統計には反映しない。）、国内需要として計上される。しかし、経常収支
は、財とサービスの貿易収支だけで構成されるわけではなく、もう一つの要素である「所
得収支（純）」を含めて構成される。一方、この「所得収支」とは、海外資産から生み出
される利子配当等の収入であり、国内付加価値ではない為、国内総生産(GDP)には計上さ
れない。しかし、国内総所得(GNI)には計上され、これが、分配面からみる可処分所得の
原資となってくる。そこで、国全体の I-S バランスが意味するものを解明するために、先
ず、支出面から見た GDP と、分配面から見た GDP との関係を明確にする必要がある。
Y=GDP、CP=民間消費支出、IP=民間投資、SP=民間貯蓄、E=財サービス輸出、M=財サ
ービス輸入、CG=政府消費、IG=政府投資、SG=政府貯蓄、T=政府税収、IB=海外所得収
支とする。この場合、支出からみた国内総供給と総需要は次のようになる。
Y+M

=CP+IP+CG+IG+E

(国内需要)

(国内供給)

ここで、左辺は「国内総需要」であり、右辺は「国内総供給」である。これを、左辺
を「経常収支」にして組み替えるため、両辺に海外所得収支 IB を加えると、
E-M+IB
(経常収支)

= Y+IB
(GNI)

- (CP+IP+CG+IG)
- (民間消費+民間投資+政府消費+政府投資)

であるから、右辺は GDP に所得収支を加えた GNI から、消費 C と投資 I を差し引いた
ものとなる。通常 GDP は、Y=C+I であり、Y=C+S であるから、S=I となるのである
が、この式は、現実にはそのようにならないことを示している。分配面から 3 面等価を
考える場合には、GNI から始まることに注意が必要である。
ここで、「政府財政」の構成を考えると、政府の単年の収入は税収 T であり、政府の可処
分所得は税収 T-CG であるから、（社会移転費用部分もすべて税収に組み込むと考える。）
T-CG=SG
SG-IG=PB (基礎的財政収支の均衡：プライマリーバランス)
となり、上記をまとめると、
T-CG-IG=SG-IG=PB
となる。さらに、民間可処分所得から民間消費 CP を引いたものは、民間貯蓄 SP であ
り、これを前提にすると、先ほどの式は次のように分解される。
E-M+IB
(経常収支)

= Y+IB-T

- CP

(民間可処分所得)

-

IP

+

T- CG-IG

(基礎的財政収支)

(民間可処分所得-民間消費=民間貯蓄 SP)

(PB)

となり、政府可処分所得と民間可処分所得を導出したこの段階で、分配面からの流れが捕
捉された事を示している。
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ここで、経常収支を CB と置くと、
CB=
(経常収支)

SP-IP
(民間 IS バランス)

+

SG-IG

=

(政府 IS バランス)

S-I
(全体の IS バランス)

となり、経常収支は、国内の民間と政府の I-S バランスの合計であり、国内の資金余剰分
（過不足）に該当し、これが海外に流れる資金になり海外資産を作る原資となる事がわか
る。
これは、国民経済計算 SNA における、統合勘定の資金調達勘定に該当する事になる。
（この数値は、制度部門別に詳細にみることが可能であり、SNA の「制度部門別資本調
達勘定」に詳細が記載されているので、それぞれで分析が可能である。）つまり、総固定
資本形成+固定資本減耗+在庫変動を I とし、貯蓄+海外からの資本移転+統計上の不突合
を S と見なせば、「純貸出(+)/純借入(-)」が「I-S ギャップ」となる事になる。つまり、経
常収支の最終結果であり、黒字の場合、海外に投資される資金である。従って、政府から
発表される統計上の経常収支額は、日本の儲けではなく、それが海外に流れ出ている資金
であると解釈できる。これが、金融勘定の対外「純貸出(+)/純借入(-)（資金過不足）」と
なり、対外負債の変動と合算されて、対外資産の変動を作り出し、最終的に対外資産を増
減させる原資となる。実務上の留意点は、在庫変動や海外からの資本移転、統計上の不突
合に関しては、現段階では小さいので、I や S の誤差として処理できるが、大きくなった
場合は、単独の推定式を組む必要がある。
もちろん、その対外資産は海外で投資運用され、国内へ「所得収支 IB」となって還流
する。その分は、民間の可処分所得に反映されるので、結果的に消費されない部分は、民
間の S に統合されることになる。近年は、政府の IS バランスは、S も I とともに赤字で
あることから、民間 IS バランスがこの赤字分を吸収し、経常収支の総額を左右する事に
なる。従って、政府の IS バランスがこのままで、なお一層の増加が見込まれる場合に
は、民間の IS バランスがそれ以上に拡大しない限り、経常収支は赤字となっていく。こ
れは、2008 年のリーマンショックや、2011 年の東日本大震災で、民間の経済活動が打撃
を被るとたちまち経常収支が悪化している事からもわかる。つまり、政府の財政赤字額が
一定もしくは大きくなる場合、民間の経常収支は圧迫されて少なくなり、海外資産の取り
崩しや摩滅から、所得収支も減少していくであろうという事を意味しており、その意味で
民間の海外活動は重要である。
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付論 2

支出面の GDP と所得面の GDP の関係について

海外交易の把握に I-S バランスアプローチを使う理由について補足して説明していく。
支出面と所得面の GDP については、相互に変換していく事ができるので、付論 1 に続い
て、更に詳しく相互の関係を調べる。結果的には、勘定間の組み替えにすぎない。
但し、Y=GDP、CP=民間消費支出、IP=民間投資、SP=民間貯蓄、E=財サービス輸出、
M=財サービス輸入、CG=政府消費、IG=政府投資、SG=政府貯蓄、T=政府税収、IB=海
外所得収支、民間所得=RP（家計所得=RH、企業所得=RC）、固定資本減耗=DE（民間減
耗=DP、政府減耗=DG）とする。
この場合、所得からみた構造は、SNA に従って次のようになる。もともとの支出面か
ら見た式は、以下のようであった。（投資は総概念）
Y

=CP

+

CG

+

IP

+

IG

+

E

(民間+政府国内消費) (民間+政府国内投資)

－M

(輸出-輸入=貿易収支)

この式を、経常収支にするためには、所得収支を加える必要がある。
Y+IB

=CP

+

CG

+

IP

+

IG

+

E

－M

+

IB

(経常収支=CB)
この式に変換するために、下記の所得面からの式を変換していく。
Y+IB

= RH

+

RC

+

T

+

DP

+

DG

+

IB

(GNI)

(家計収入)(企業収入) (政府税収) (民間減耗)(政府減耗) (所得収支)

これを政府と民間 RP（=RH+RC） に振り分けると、
Y+IB

= (RP

+

IB

+ DP)

(GNI)

(民間国内収入) (海外所得収支) (民間減耗) (政府税収)
(民間総可処分所得

+(

)

T

+ DG)
(政府減耗)

(政府総可処分所得

(民間純可処分所得)

)

(政府純可処分所得)

ここから、民間の輸出収入分(=E)と、輸入支払い分(=M)と、海外所得収支(=IB)を外だし
して海外からの影響分とおく。その部分は、経常収支(CB)となるので、
Y+IB

= (RP-(E-M) + DP) + (

T + DG)

+(E-M)+

Y+IB

= (RP-(E-M) + DP) + (

T + DG)

+

IB

CB

(国内民間可処分所得)(政府可処分所得) +(経常収支)
可処分所得は、消費(CP,CG)と、貯蓄(SP,SG)から構成され、その貯蓄が粗概念として固
定資本減耗(DP,DG)を含むと考えると、
Y+IB

= CP

+

SP

+

CG

+

SG

+CB

(民間(=家計)消費)(民間粗貯蓄)(政府消費)(政府粗貯蓄)(経常収支)
可処分所得は、CP+SP=CP+IP であるので、SP-IP=0 の場合一致する。
ここから、SP、SG を、IP、IG に置き換えて、消費と投資別に整理すると、
Y+IB

=CP

+

CG

+

IP

+

IG

+

E

－M

+

IB

上式の双方から、IB を消去すると元の式に戻る。以上で証明は終了した。
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これは、付論 1 と全く反対の作業を行っているに過ぎない。つまり、上式の左辺から
消費部分を左項に移して控除すると貯蓄になるが、そこから投資を更に左項に移して控除
すると、既に述べているように経常収支 CB になる事を意味している。
Y+IB
Y+IB -

=CP

+

CG

(CP+CG)= IP+IG

SP+SG
(SP-IP) +

= IP+IG
(SG-IG) = S-I =

+

IP

+

CB

+

IG

+

CB

+ CB
CB

もちろん、閉鎖型のモデルを考える場合には、S-I=CB＝0 を想定するが、実際の統計
数値はそのような形にはなっていない。今後発生するであろう、グローバル化の波の中に
ある経済を考える場合、実際的なモデルにはある程度、海外部門との交易を反映させる必
要がある。そこで、第 6 章ではこの I-S ギャップアプローチを使うことにした。
この方法を使うことによって、日本国内における資金の流れが、経常収支を左右し企
業の海外活動にどのように影響するかを調べる事が可能になる。また、経常収支自体が国
内資金需要の過不足や、海外への投資という側面を持つ事に注目した。本稿では、長期的
な推定になる事から、長期的な貿易収支等の細かな動きについては、海外需要の変動や、
企業の海外進出行動の不明確さから、捕捉する事が難しいと考えている。一方で、国内資
金の流れは、様々な指標により推定する事がある程度可能である。そこで、このアプロー
チを使って、国内の資金の流れを使い、最終的に経常収支という全体の資金を統括する方
法で、海外との交易の推移を把握する事にしている。
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第4章
第1節

新古典派経済モデルから見る日本経済の将来
新古典派ソロー・スワンモデルについて

この章では、ソロー・スワンモデル(Solow-Swan Model)に代表される新古典派の経済
発展理論を用いて、日本経済が現状のまま推移した場合、どのような姿になるのかを、閉
鎖型経済モデルでシミュレーションし、実質 GDP の推移としてグラフによって分かりや
すく提示する事を目的としている 56。更に、今後とも持続的な経済成長を達成していくた
めには、日本経済にどのような条件が必要になるのかを検証し、その場合の将来像も併せ
て提示する。そこで、使用するモデルであるソロー・スワンモデルの理論を、第 1 節で
説明する。続いて第 2 節では、ソロー・スワンモデルにより導かれたベースシナリオに
基づく長期シミュレーションを行い、それを中心にしながら、今後の人口減少社会の中で
想定される様々な事例をパラメーター毎にシミュレーションし、その結果を提示する。最
後に第 3 節で、経済成長と就業者数との関係を解明しながら、女性や高齢者の就業率拡
大の余地を推定し、労働投入面からの課題を総括する。
日本の経済成長率は、明らかに 1991 年のバブル崩壊を以て変化した 57。以降現在まで
25 年以上に亘って低成長が続いている。しかし、これだけの期間が経過すると、もはや
日本経済が、バブルの後遺症やその対応策を誤った事による一時的な経済停滞期にあり、
現在は以前のような成長に戻る過程にあるとは言いがたい。むしろ、日本経済には成長を
阻む何らかの要因が存在しており、その原因が解決されない限り、現在のような経済状態
が常態となって今後も継続すると考える方が妥当である。そこで、当章では、新古典派の
長期成長理論に基づくモデルを作り、この原因を探り、打開策を考える。なお、第 3 節
以降の理論に基づく長期シミュレーションでは、理論モデルのパラメーターの頑健性も重
要な分析の要素になることから、1980 年から 2014 年まで 35 年間の実質値データを主に
使用する。なお、当章におけるモデルでは、経常収支が長期的にゼロとなる閉鎖経済型を
想定している。経常収支や海外投資も含めた、より現実的なシミュレーションとその詳細
な分析は、第 6 章で行われる。先ず、初めにソロー・スワンモデルの理論から説明す
る。新古典派ソローモデルによる経済成長シミュレーションで使う方程式は、以下の様な
6 本の連立差分(定差)方程式である。 58

Yt  K t1 ( At Lt )1
At  (1   ) At 1
Kt  (1   ) Kt 1  I t

(4-1)
(4-2)
(4-3)

56 その修正版であるラムゼーモデルに関しては、本稿では説明を省略する。
57 1991 年を日本経済の屈折点とする根拠については、前節の図 3-1 を参照。

・
・
58 Solow(1956)のオリジナル論文では、資本蓄積に K  dK dt と微分を使い、 K L＝r に変換の上、 r ＝sf (r )  (n  g )r が資

本蓄積式として導かれる。TFP はヒックス中立であり A に、 e gt を乗じ（ g は当稿の λ）、 s は純投資率を使っている
が、当稿ではハロッド中立を使い、粗投資率を使うので  を補足した。また、増加部分は離散型にして使っている

111

S t  sYt
I t  St
Lt  (1  n) Lt 1

(4-4)
(4-5)
(4-6)

但し 、Y は GDP、K は資本ストック(期末)、 A は TFP(全要素生産性)、 L は労働投入
量（就業者数 ×労働時間）、S は貯蓄、 I は投資、 t は時間(暦年)、λ は TFP 成長率、s は貯
蓄率、 δ は固定資本減耗率、 n は労働投入量増加率である。また、生産関数での TFP は
労働力につくハロッド中立を想定する。
このモデルは、前期の資本ストック K 0 と前期の労働投入量 L0 を初期外生変数とし、生
産関数と各パラメーターのコントロールの下、当期の GDP である Yt と資本ストック K t
が内生的に同時決定され、年ごとに遷移する動学モデルである。つまり、生産関数をモデ
ルの中心に置き、生産要素である労働投入量と、資本ストックを内生的に決定して、毎年
の GDP を求める事になる。TFP 成長率に関しては生産関数からの残差として求められ
る。労働投入量は、他の研究成果から得られる外生変数としての人口動態から、内生的に
決定される。また、資本ストックについては、GDP の分配を通しての蓄積が年ごとにル
ープして行われるモデルである。これは、式 4-3 で表される過程である。具体的な数値の
推定に入る前に、これらのパラメーターが、新古典派理論にどのように組み込まれている
かを簡単に説明する。
ソローモデルの理論的な枠組みは、労働投入量を外生変数として想定する場合、基本
的には、先の方程式中の(4-3)式で表される資本深化率の展開式で説明できる。先ず、生
~

産関数であるが簡便化の為に、生産性調整後労働投入 L  At Lt で両辺を除して生産性調整
後労働投入当たりの生産関数にして説明する。

yt  f (k t )

(4-7)
~

但し、 y t は生産性調整後労働投入当たり GDP、 Yt / L であり労働生産性である。 kt は生産
~

性調整後労働投入当たり資本ストック、 Kt / L であり資本装備率を意味す る。国内閉鎖経
済を想定するので、

Yt (需要)  Ct  I t Yt (供給)＝ C t  S t
但し、 C t =消費 S t =貯蓄 I t =投資である。

(4-8)

財市場の長期的需給一致を想定するので、(4-5)にもあるように、

I t  St

(4-9)

である 。
ここで、生産性調整後労働投入当たりの資本ストックの成長率を先のパラメーターで表す
と以下のようになる。 ( K t 1  K t ) / K t すなわち、資本ストックの増加率は、次の様にパラ
メーターと関数で書き替えられる。

( K t 1  K t ) / K t  I t / K t δK t / K t  S t / K t δK t / K t  ( S t / Yt ) * (Yt / K t ) δ

 s * (Yt / ALt ) * ( ALt / K t ) δ s * f (k t ) * ALt / K t δ
この式の、最右辺に現れる

ALt / K t は、 ALt / K t  ( K t / ALt ) 1  k t

( K t 1  K t ) / K t  s * f (k t ) / k t δ

(4-10)
1

 1 / kt

だから
(4-11)
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と書ける。これは、資本ストックの成長をパラメーターで表わしており、保障成長率と言
われる。
ところで、 n  ( Lt 1  Lt ) / Lt は、労働投入量増加率、   ( At 1  At ) / At は、技術進歩率であ
るから、

(k t 1  k t ) / k t  (( K t 1 / ALt 1 )  ( K t / ALt ) /( K t / Lt )
 ( K t 1  K t ) / K t  ( Lt 1  Lt ) / Lt  ( At 1  At ) / At  s * f (k t ) / k t   - n - 

(4-12)

となり、
(4-13)

(k t 1  k t ) / k t  sf (k t ) / k t    n  

従って、資本蓄積式は、次のようになる。

(k t 1  k t )  sf (k t )  (n     )k t
(4-14)
この式は、生産性調整後労働投入当りの資本ストックの深化であり、 sf (kt ) は、生産性調
整後労働投入当り貯蓄額（投資額）を表し、 (n     )k t は、生産性調整後労働投入当た
りの資本ストックを維持するのに必要な部分である。従って、資本ストックが深化するに
は、貯蓄（投資）がこの減算部分を上回らなければならない。よって、n, λ, δ は、生産
性調整後労働投入当たり資本ストック k t を維持する為の費用として次のように解釈でき
る。すなわち、n は投入労働量が増えればその分の設備を増やす投資が必要になり、 λ は
新技術の為の新規施設や研究投資が必要になり、 δ は減耗した分を補填しなければ既存の
施設は維持できないということである。つまり、生産性調整後労働投入量当たりの貯蓄額
（投資額）から、このコスト部分を差し引いた分だけ、資本ストック k t は伸びていくこ
とになる。ここで、上記の投資関数と費用を表す直線が交わる点を想定すると、

sf (k t )  (n     )k t
(4-15)
であり、 kt 1  kt は 0 となり kt は一定となる。この一致点が、新古典派の言う、「定常解」

(steady state solution)である。この点では、当然 yt 1  yt も 0 となる。さらに上式(4-15)
は、

f (k t )  ((n     ) / s )k t
(4-16)
とも書けるので、縦軸に f ( k t ) 、横軸を k t とする生産関数の図では、この点は、生産関数
f (kt ) と、直線 ((n     ) / s )k t との交点となり、(4-15)式交点の垂直上方に位置することに
なる。
また、定義式 k t 、 y t から、資本蓄積率を一般的な「労働投入当たりの伸び率」に書き
直すと、その伸び率は次のように分解できる。

kt  K t / At Lt

yt  Yt / At Lt

である。従って、

K t / Lt  At kt

Yt / Lt  At yt

であるから、労働一人当たり資本の伸びは、次のようになる。

((K t 1 / Lt 1 )  ( K t / Lt )) /( K t / Lt )  (( At 1k t 1 )  ( At k t )) /( At k t )
 ( At 1  At ) / At  (k t 1  k t ) / k t
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定常解では、 (k t 1  k t ) は「0」だから、

((K t 1 / Lt 1 )  ( K t / Lt )) /( K t / Lt )  

(4-17)

となる。同様に、労働一人当たり所得の伸びは、

((Yt 1 / Lt 1 )  (Yt / Lt )) /(Yt / Lt )  (( At 1 yt 1 )  ( At yt )) /( At yt )
 ( At 1  At ) / At  ( yt 1  yt ) / yt

(4-18)

定常解では、 ( yt 1  yt ) は「0」だから、

((Yt 1 / Lt 1 )  (Yt / Lt )) /(Yt / Lt )  

(4-19)

となる。つまり、定常解では、a) 労働一人当たり所得は、  すなわち、 ( At 1  At ) / At だ
けしか伸びていかない。b) 労働一人当たり所得の伸びは、労働一人当たり資本の伸び
と、技術進歩率に等しい、となり、この結論を使って、定常解での経済全体の資本ストッ
クの伸びを考えると、
(( K t 1 / Lt 1 )  ( K t / Lt )) /( K t / Lt )  ( K t 1  K t ) / K t  ( Lt 1  Lt ) / Lt  

なので、

( K t 1  K t ) / K t  ( Lt 1  Lt ) / Lt    n  

(4-20)

であり、同様に、経済全体での GDP の成長を考えると、
((Yt 1 / Lt 1 )  (Yt / Lt )) /(Yt / Lt )  (Yt 1  Yt ) / Yt  ( Lt 1  Lt ) / Lt  

なので、

(Yt 1  Yt ) / Yt  ( Lt 1  Lt ) / Lt    n  

(4-21)

となる。
以上から、経済の成長経路とは、経済成長率や資本ストック成長率が、 n   に収束し
ていくプロセスに他ならないという結論が導ける。この定常解到達以降の成長プロセス
は、均斉成長といわれる。また、成長は必ず定常解に収束する。何故なら、 sf (kt ) という
投資が、資本ストック維持に必要な (n     )k t という費用を上回るとき投資は継続され資
本ストックも増え生産(所得)も伸びるが、その維持費用が投資額を上回る時資本ストック
は減少し、それに基づく生産(所得)も縮小するため、結果的に、投資が費用に等しい定常
解で均衡するからである。
この費用関数としての直線から、いくつかの示唆を得ることができる。特に直線
(n     ) / s * k の傾きに関するものである。傾き (n     ) / s が、小さいほど一人当たり

資本 k が大きくなり、同時に一人当たり所得 y t も大きくなる。このことから、以下のよ
うな経済発展における政策的な示唆が得られる。
すなわち、
1) 一人当たり所得を伸ばすには、生産関数を大きくする事が必要であり、それには「技
術革新を推進する事」   が必要である。（定常解に到達しても、しなくても。）  を小
さくすれば

(n     ) / s は小さくなるが、生産関数自体が小さくなるので、そのよう

な施策は行うべきではない。
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2) 労働者一人当たり所得を伸ばすには、労働者増加率  n を小さくすることが必要であ
る。
（一般的には、人口増加率と言われるが、その持つ意味合いは大きく異なる事に注意）
3) 労働者一人当たり所得を伸ばすには、固定資本減耗率   を小さくすることが必要であ
る。
4) 労働者一人当たり所得を伸ばすには、貯蓄率  s を大きくすることが必要である。
新古典派の理論である、ソロー・スワンモデルは、このような定常解への到達と政策
的な示唆で、完了するわけではない。定常解（点）に到達した後は、どのようになってゆ
くのかについても議論している。
定常解に到達した後は、一人当たり資本が増えないので、一人当たり所得は増えない
状態が続く事になる。但し、先に述べたように、技術進歩率分だけ、所得は増えていくこ
とになる事にはなる。しかし、経済の目的は所得を拡大することではない。効用を高める
ことが最大の目的である。新古典派の理論は、所得に伴う消費が最も直接的に効用を高め
るという前提に立つ。よって、効率労働当たりの消費を最大化する条件を解く必要があ
る。そこで次に、定常解（状態）での「賃金と資本コスト」で構成される「効率労働当た
りの所得」と、その分配を考える必要がある。
既に、以下の方程式をこの理論の枠組みを説明する前提として置いた。

Yt  C t  I t

(4-8)

( K t 1  K t )  I t  K t

ここで、 c  効率労働当たり消費

(4-3)
と置くと、 y t  Yt / ALt は、以下の様に書き替えられ

る。

yt  Yt / ALt  (Ct  I t ) / ALt  Ct / ALt  I t / ALt  c  (( K t 1  K t )  K t ) / ALt
 ct  ( K t 1  K t ) / K t * K t / ALt  K t / ALt  ct  ( K t 1  K t ) / K t * k t  k t

(4-22)

 ct  (( K t 1  K t ) / K t   ) * k t
この段階は定常解の状態にあり、定常解では ( K t 1  K t ) / K t  n   が成立しているから、
(4-23)

y t  f ( k t )  ct  ( n     ) * k t

と書ける。

従って、 ct  f (k t )  (n     ) * k t の、 ct を最大にする k t を求める為に、 k t

で偏微分して 0 と置くと、
(4-24)

ct  f ( k t ) / k t  ( n     ) * k t  0

∴ f (k t )  n    

(4-25)

となる。
つまり、定常解（状態）において、労働者一人当たりの消費を最大にする条件は、生
産関数の微分係数（傾き）が、  n     となる点である。この点は、厳密に言えば
「定常解状態において、消費を最大にする時点」である。この点に到る経路は、新古典派

115

の「黄金律」と言われる。この点は、定常解（状態）における一人当たり所得 y を決定
し、その一人当たり消費 c は、一人当たり所得 y から、一人当たり貯蓄 s を引いたものに
なり、 s は、一人当たり資本コストに等しくなる。つまり、この値は、資本と労働との分
配率のうち資本の分配率  に等しくなる(資本の生産弾力性値)。これは、ソロー・スワン
モデルの基本方程式である、 I  sY  S から導出される。つまり、貯蓄率 s が  に一致す
る事になる。なぜなら、その分配率こそが労働と資本のどちらにも偏らない値（すなわ
ち、資本の分配率＝資本の生産に対する弾性値が生産関数で求められる値となる）とな
り、一人当たりの所得とそれにもとづく

c の値を最大にするからである。簡単に述べる

と、この貯蓄が投資となり、一人当たりの資本ストック k を永続的に維持する費用として
最低限使われなければ、所得 y が維持できない。だから、この最低限の費用さえ払ってお
けば、後は消費しても良いという事である。最低限の費用なので、当然残りの消費は最大
になる。現実には様々な理由で、この資本と労働の分配率が偏るケースが大半である。
以上が、新古典派のソロー・スワンモデルの理論的な枠組みとなる。上記で述べてき
たように、定常解での水準やそこに到る成長過程は、先に述べられた 4 つのパラメーター
の組み合わせで制御される事になる。しかし、推定に当たっては、具体的な数値でパラメ
ーターを決定しない限り、どこが定常解であるかを特定できない。そこで、何等かの期間
を決めて、その期間の平均でみるとか、先験的、実証的にパラメーターを決め、そのパラ
メーターが変化しないという前提で、定常解への到達時期や水準を求めることになる。そ
の水準が妥当であれば、そこから現在に立ち戻り長期的な政策を決定することになる。し
かし仮に、直近の平均値等を採って、今後のトレンドを上手く説明できても、その説明が
永久に有効である訳ではない。現実の経済は様々な要因に左右されながら変動するため、
数値の採り方や時期、パラメーターの想定方法等で定常解は変化するからである。この理
論で明らかなことは、唯一、経済成長率は資本ストック成長率と同じになり、長期的に

n   に収束するということだけである。従って、政策決定に当たっては、その時点で
想定できる複数の選択肢が必要となり、必ずしも単一ではない。それにもかかわらず、目
標の設定に、また、目標に向って経済が動いているかという検証に、この理論を利用する
事は有益である。何故なら、モデルの取扱いが比較的容易であるもかかわらず、目標に対
する経過時間毎の乖離状態を推定でき、政策を計量的に比較し検証する事を可能にするか
らである。
第2節

ソロー・スワンモデルによるシミュレーション

当節では、第 6 章において詳細な計量経済モデルを作るに先立って、そのモデルで使
用される理論的背景となるソロー・スワンモデルで日本経済の分析を行ない、人口減少に
よる就業者数の減少が、どのように経済成長に影響するのかを事前に検証する事を目的と
している。小規模モデルではあるが、人口減少と各パラメーターとの関係に関する簡易的
分析を行うことで、第 6 章での本格的モデルでの分析の視点を得ることを目的とする。
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2-1.使用するデータ
計算の基礎としたデータは次の通りである。数値データは内閣府の「2014 年度版国民
経済計算」の連鎖長期時系列表と「総務省統計局労働力調査長期時系列」から暦年の過去
35 年間(1980～2014 年)の日本経済のデータを使った。また、将来の労働投入量の基礎と
なる就業者数の推定に当たっては、国立社会保障人口問題研究所(以下、社人研)の「日本
の将来人口推計」(H24 年 1 月)から、2011 年から 2060 年までの生産年齢人口推移を使
っている。データ系列は、GDP、有形固定資本、総固定資本形成、労働投入量の４つで
ある。労働投入量は、就業者数推計と年間一人当たり労働時間を乗じている。データの期
間は、1980 年から 2014 年までの 35 年間の系列とし、ここから導出される、①資本分配
率  と TFP 成長率  、②固定資本減耗率  、③貯蓄(投資)率

s 、④労働投入増加率 n

をベースシナリオとし、2015 年からのシミュレーションの基準とする。
2-2.パラメーターの推定
(1) 生産関数、および資本分配率  、TFP 成長率  の推定
GDP 推定の要となる生産関数には、コブ・ダグラス型を使った。なお、一般的な OLS
推定では DW 値から系列相関が疑われる為、推定には系列相関を除く CO 法を適用した
59。また、TFP

の推定には  が 0 に近いとき、(2)式右辺 (1   ) を近似できる e  に変換して

推定している。結果は下記の通りである i。なお、AR(1)の係数(ρ)の t 値は誤差項の階差推
定値に基づく 60。

ln Yt  4.111  0.234 ln K t 1  (1  0.234 )( 0.014 t  ln Lt )  0.808 ( AR (1))
(5.90**)

(2.19*)

(6.94**)
adjR2  0.993

(4-26)

(8.70**)
DW=1.696

(N=33)

資本分配率  に関しては、今後、この生産関数により推定された固定値を使う。
TFP 成長率  に関しては、近年、内生的経済成長論により注目を浴びているパラメーター
である。一般には、技術進歩と言われているが、量的に計測できない資本装備に体化され
た技術進歩や、労働面で量的に把握できない要素、例えば、制度や教育、社会システム等
の人に体化された生産への貢献度をも意味している。つまり、TFP の水準はその社会の
蓄積された質的生産要素を表している。労働生産性は、TFP に労働当りの資本装備を乗
じたものであり、経済成長率は、この労働生産性上昇率と労働投入量増加率の合計とな
る。また、TFP 成長率は、率自体が生産関数に直接貢献する成長要因であり単なる残差
ではない。
先のコブ・ダグラス生産関数からは、労働に付く TFP の成長率に関して 1.42%という
数値が出ている。検証として、同じデータからトランスログ生産関数を推定すると、期間

59

系列相関とは、当期の攪乱項が前期の攪乱項と相関する事であり、不偏性は持つが一致性を持たない。当稿の推定は
超長期であるため、将来値の正確性を期すために、推定の要となる生産関数の推定に系列相関を除く CO 法を用いた。

60

推定式下カッコ内の数値は t 値を表し、**は 1%水準で有意、*は 5%水準で有意を表す。なお、当稿での推定は特に
指定しない限り OLS で行う。
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平均成長率はハロッド中立で 1.41％とほぼ同じであり、生産関数の算出法の誤差を考え
るとパラメーターとしてコブ・ダグラス生産関数からの数値は妥当と考えられる 61。
(2) 固定資本減耗率  の推定
ソローモデルの(5)式にあるこのパラメーターを決定するために、 K t と I t のデータ系列
からモデルを推定すると以下のようになる。t 値、決定係数共に満足できる結果であり、
この値をパラメーター値に使う。なお、下記の式は経済成長における各年の資本の増加を
表し、成長会計における資本増加率のベースである。

K t  I t  (1  0.073 ) K t 1

(4-27)

adjR  0.966 DW=0.755
2

(148.9**)

(N=35)

(3) 貯蓄率(投資率) s の推定
次に貯蓄率であるが、前述の資本深化式の投資を通じて経済成長に貢献することにな
る。また、ソローモデルでは粗投資を使い、長期的には粗投資が貯蓄にバランスして、
(4-5)式にある様に貯蓄率と投資率は一致する。さらに、投資には、民間と公的投資があ
り、金利にも左右されるので政策的要因でもある。一方で、現実的にはこの投資の部分
が、長期的な需給調整機能を持つ。つまり、財の供給側が需要(供給側の期待)に合わせて
供給調整を行うということである。近年は、企業貯蓄が増加し投資に対する家計貯蓄量に
よる制約が少なくなってきている。従って、推定に当たっては投資率の方が貯蓄率よりも
妥当となり、投資率を貯蓄率とみなして推定し、貯蓄率パラメーターを決定する。
以下の(4-28)式は、ソローモデルの(4-4)式を年単位で推定したものあるが、決定係数が
極端に低くなる。単年ベースでの推定は、需要期待の変化や金融や財政等の政策的なショ
ックが与えられる事から微妙に変動し、長期的に整合的であっても毎年の細かな動きは捕
捉できない。1 期ラグの自己相関モデルで推定すると決定係数も良好になるが、推定期間
の平均貯蓄率は 24.6%と(4-28)式とほぼ同じである 62。そこで、パラメーターには t 値も高
く有意である下記モデルによる貯蓄率を使う。

I t  0.241 Yt

(4-28)

adjR  0.298

(43.42**)

2

DW=0.048

(N=35)

(4) 労働投入増加率 n の推定
続いて労働力に関する(4-6)式の労働投入増加率 n についてみていく。 Lt は、就業者数
に、一人当たり労働時間を乗じたものであり、この労働投入量 Lt を前年に対する割合で
推定すると、毎年 0.153%の労働投入量の減少という結果になる。一方、1980 年以降の
就業者数の増加率は+0.36％となり、1997 年にピークを迎え、その後一貫して低下する
と推定されている生産年齢人口の動向を反映したものではない。一般に、就業者数の推定
61

ln Yt  100.9  32.1 ln K t  (1  32.1) ln Lt  (0.56)T  1 / 2(4.84) ln K t2  4.84 ln Lt ln K t  1 / 2(4.84) ln L2t  0.087 ln K t T

(-4.55**）(4.72**)

(-4.72**)

(-3.49**)

(-4.63**)

（-4.63**)

(-4.63**)

(3.59**)

(0.087) ln Lt T  1 / 2(0.002)T 2

(-3.59**)
62

(-3.48**)

It  0.969 It 1  0.401 Yt  0.398 Yt 1

adjR2  0.997

DW=1.229

(N=35)

adjR2  0.974

DW=1.643

(N=34)
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t 値は全て(**)

では、人口構成や景気変動、非正規労働の増加等による変動が加わるので推定が難しい
が、この過去値による推定は予測の基礎値としては妥当ではない為、モデルを修正する。
つまり、労働投入量の将来推定に関しては過去の傾向値に目を向けるのではなく、人口研
究の成果を活かして将来に目を向ける。使用するパラメーター値は、次節にて詳述する。
2-3 ベースシナリオ
先のモデルでの労働投入増加率は、1990 年代までの就業者数増加傾向に大きく影響さ
れていた。しかし、今後の日本の就業者数は、人口減少に伴い減少が継続していく。一般
に、生産年齢人口と就業数との間には長期的な相関が確認でき、就業者数は生産年齢人口
に長期的制約を受ける 63。そこで、国立社会保障人口問題研究所の発表している、2010
年から 2060 年までの生産年齢人口を、指数関数に 51 年間分回帰させ、その減少率を求
めると、推定値として以下のような結果を得る。

LPt  84498.66 * e

0.01227 t

(4-29)

adjR  0.985 DW=0.0293 (N=51)

(179.161**) (-55.349**)

2

但し、 LPt は生産年齢人口である。
就業者数制約から、この減少率-1.227%を、そのまま将来の就業者数の減少率とするの
が妥当であり、一人当たり労働時間減少率-0.57%に乗じて労働投入減少率を推定すると
-1.80％となる。そこで、このパラメーター値をモデル値として使う。
以上のパラメーターをベースシナリオとして生産関数にセットし GDP 推定シミュレー
ションを行った。なお、 推定区間は、定常解での水準比較の為、収束値にほぼ近似する
と考えられる 2120 年までの 105 年間とした。ベースとなるシナリオは、固定資本減耗 δ
は 7.3%、貯蓄率 s は 24.1%、労働投入増加率 n は-1.80%、TFP 成長率は 1.42%である。
表 4-1.
年

ベースシナリオの結果

GDP

兆円
2015
526.0
2030
524.8
2060
479.0
2090
427.3
（出所）筆者作成
2120
379.6

成長率%

0.530
-0.188
-0.361
-0.390
-0.396

就業者1人当たり
GDP
万円 成長率％
838.6 1.233
1,006.8 1.052
1,330.9 0.877
1,719.5 0.847
2,212.4 0.842

資本ストック
兆円 成長率％
1,451.1 1.598
1,652.9 0.406
1,639.2 -0.252
1,485.4 -0.369
1,323.6 -0.391

1人当たり
就業者数 労働時間数労働投入量
万人
時間
億時間 増加率％
6,273.1
1,752.1
1,099.0
-1.8
5,212.6
1,608.5
837.0
-1.8
3,599.2
1,355.7
485.5
-1.8
2,485.1
1,142.6
281.6
-1.8
1,715.9
963.0
163.4
-1.8

（推定結果から筆者作成）

結果は表 4-1 の様になった。ここで明らかな様に、日本の経済成長は長期的にマイナス
になり、実質 GDP は緩やかに低下していく。ここで注意しておきたいのは、当面の成長
に、影響する投資率の違いである。実際の 2015 年の投資率は、速報値で約 20%である
が、シミュレーションでは毎年 24%を想定している。この 4%の違いが、当面の成長率を
10 年間程押し上げるのに貢献している事に留意が必要である。
63

就業者数＝0.742 * 生産年齢人口

adjR2  0.400
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DW=0.053

(N=35)

係数 t=160.236**

2-4 シミュレーション
ベースシナリオでは日本経済の将来は悲観的であるという結果であった。そこで、パ
ラメーター  や s の大きさは長期的経済成長に影響しないのか。そうであれば、 や n
を、どれ位にすれば長期的な経済成長は達成できるのか。また、ベースシナリオでは過去
の傾向値が将来も変化しないと想定したが、人口や就業者数の減少に伴い、パラメーター
にはどのような変化が予想されるのか。この節では、この様な観点から将来の日本が直面
するシナリオを、直近 21 年間の傾向値も考慮に入れながら検討し、経済成長への影響を
グラフで量的に示す。最後に、これらの検討を踏まえて、日本の経済成長に向け最も妥当
と思われる政策シナリオを設定し政策的提言を行う。
(1) 固定資本減耗率シミュレーション
ベースケースでの固定資本減耗率は一定であった。しかし、1994 年以降の実際の固定
資本減耗をみると、1994 年は 86 兆の 7.14%であるが、1996 年の 6.9%を底に 2014 年に
は 103 兆の 7.24%へと緩やかに上昇している。よって、この傾向から減耗率が漸増する
シナリオを最初の変化シナリオ 1 として図 4-2 で示す。
ln  t  2.666  0.0027 t

(-497.61**)

(4-30)

adjR  0.626 DW=0.721

(5.87**)

2

(N=21)

固定資本減耗が増加する理由には、会計上の減価償却部分を除くと、大きく分けて２
つの事が考えられる。一つは、技術革新による新規設備導入に伴う除却の増加であり、も
う一つは廃業等による除却の増加である。固定資本減耗は、その定義から会計的な減価償
却を基にする部分と、積極的に廃棄される除却から構成されるが、SNA や民間企業資本
ストック統計では区分されておらず、同時に除却の理由別数値も掴めない。
経済産業省(2005)や経済産業研究所(2007)の研究によると、1980 年代に比べて 1990 年
代の固定資本減耗率の低下要因は、企業が設備のビンテージを伸ばした為であり、陳腐化
した設備の除却が遅れ、新技術を体化させる更新投資が少なかったからであると述べてい
る。つまり、固定資本減耗率の低下は、新技術のストックへの体化の遅れを表すというこ
とである。確かに、除却調査によると除却までの期間は、近年も含めて次第に長くなって
いる。しかし、不足だったかもしれないが全体的な民間資本ストックの除却は、この 20
年間で拡大しており、今後、一層の技術革新が進めば減耗率も更に増えることが予想でき
る 64。
もう一つの増加要因は廃業の増加に伴うものである。通常、固定資本減耗を構成する
民間企業の減価償却は、設備が稼働していても前倒しで経費処理されることから、事業継
続に向けた積極的な投資を促す効果を持つ。しかし、減耗後の設備が事業途中で放棄され
た場合、除却されるまでの期間、会計上購入額の一部が資産として残るだけで、当該設備

64

民間企業資本ストックに対する除却の割合は、1994 年 2.76%,2005 年 4.21%でピーク,2014 年 3.32%.分母は,取付ベー
ス。
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の稼働実態は不明となる。ここから、需要や労働力が減少する人口減少下では、放置され
たまま減耗にも反映しない資産が増え、資本ストックが稼働実態を示さなくなるのではと
の懸念が出てくる 65。これは、社会資本においても同様である。このような事業の廃止や
社会資本の劣化により機能していないストックが、今以上に正確に統計に反映されるなら
ば、固定資本減耗が急速に増える可能性は高い。人口減少下で、現在のインフラや固定資
本がそのまま維持されることはない。そこで、人口増加率と固定資本減耗率の関係をみる
と、以下の様な結果が得られ、この関係から得られる推定 GDP をシナリオ 2 として提示
する。

 t  7.196  0.655 phat

(4-31)

a d j R  0.495 DW=0.810

(276.7**) (-4.54**)

2

(N=21 )

但し、 phat は、人口増加率を表す。
両シナリオともに、将来減耗率が増大することに変わりがないが、その意味は大きく
異なる。将来に向かう期待が、積極的なのか消極的なのかという違いであるが、どちらの
傾向が強いのかは判断できない。
図 4-1

固定資本減耗率の違いによる GDP の推定

（単位：兆円）

(出所 シミュレーションより筆者作成

上記二つの変化シナリオの GDP 推移をベースシナリオと比較してみたのが、図 4-1 で
ある。実線で示しているベースシナリオの減耗率 7.3％を固定したものに比べて、徐々に
減耗率が高まる場合には、2120 年には当然 GDP は低くなる。固定資本減耗率は、資本
ストックの控除要因であるので、小さくなれば資本蓄積が進み成長率が高まる様に思える
が、一方で、技術進歩の体化が遅れると、グローバル競争での敗北が想定され、必ずしも
65 SNA の民間資本ストックの除却が、減価償却と除却を、除却時に一度に行う事から来る誤差とは異なる。

121

小さければ良いというものではない。また、参考値として図にも載せたが、仮に減価償却
部分が 6%であったとしても、一時的には成長しても、長期的には一定の期間が経過すれ
ばマイナス成長に戻り効果を失う。しかし、更に重要なのは、人口減少の進展は、短期的
にみても固定資本減耗率を拡大させる可能性があるということである。
(2) 貯蓄率シミュレーション
一般に、貯蓄は主として家計可処分所得から消費を除いた部分であり、その資金を投
資という企業を中心とした資金需要主体に供給することになっているが、最近のマクロ経
済をみると、家計貯蓄率が減少するにつれ、将来のファイナンス準備という面もあって企
業が貯蓄の主体になってきている。この傾向は、ストックにおいても同様であり、徐々に
企業の投資に対する貯蓄面での制約は薄くなりつつあり、同時に投資率は僅かずつ減少し
て来ている 66。この投資率の減少傾向を人口増加率との関係で推定してみると、(4-32)式
の様になり、密接な関係がある事がわかる。この時の GDP 推移をシナリオ 3 として示
す。

I t / Yt  0.218  0.158 * phat

(4-32)

adjR  0.835

(77.44**) (10.10**)

DW=0.940

2

(N= 21)

但し、 phat は、人口増加率を表す。
図 4-2

貯蓄(投資)率の違いによる GDP の推移

（単位：兆円）
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（出所）シミュレーションより筆者作成

また、現在の家計貯蓄率は、ライフサイクル理論にもあるように、高齢層による貯蓄
資産の取り崩しに直面しており、高齢層が増えると家計貯蓄率を含む総貯蓄率も減少す
る。家計貯蓄の投資に与える影響が薄らいでいるとはいえ、全ての企業に当て嵌まるわけ
ではない。そこで、高齢層のシェアの推移と投資(貯蓄)率の相関を検討する。2015 年か
66

ln(I t / Yt )  1.225  0.010 t

adjR2  0.625
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DW=0.125

(N= 35)

t 値は全て(**)

ら 2110 年までの 65 歳以上人口占率を導き、それに相関する投資率を推定した。この結
果に基づく GDP の推移をシナリオ 4 として提示する。

ln( I t / Yt )  3.766  0.0324 A g e d s h a r e

(4-33)

adjR  0.869 DW=1.058

(67.51**) (-11.55**)

2

(N= 21 )

但し、 Agedshare は、65 歳以上人口占率を表す。
図 4-2 は、実線がベースケースであり、貯蓄(投資)率には固定した 24%を想定してい
る。下の 2 本は、上が投資率を人口増加率との相関で求めたシナリオ 3 であり、下が高
齢者占率との相関で投資率を求めたシナリオ 4 である。いずれも似た動きをしている
が、人口との相関の場合の落ち込みが大きい。ここでも、投資率の参考数値として、かつ
ての日本で最も高かった 1991 年の投資率 30％になった場合を示したが、投資率だけを
大きくしても、長期的な成長に貢献する訳ではない。一方で、人口減少や高齢化は短期的
にも投資率を低めてしまう傾向を持つ事に留意が必要である。
(3) TFP 成長率シミュレーション
経済成長を成長会計で考えると、前述したように資本ストックの増加率が低下し、人
口減少による労働力の成長が危惧される中、TFP 成長率が大きな割合を持つようになっ
てきており、TFP の一層の成長に対する期待も大きい。しかし、最近の TFP の傾向につ
いて通商白書(2013.10-14)は、その成長率が徐々に減少してきており、2005 年から 2009
年の増加率平均値はマイナスになったと述べている 67。当稿の生産関数から推定された
TFP 成長率は 35 年間の平均成長率であり、年毎の成長率は掴めないが、生産要素の生産
弾力性を固定して各年の TFP 成長率を算出してみると、指摘通りに成長率は低下傾向に
ある。この傾向は JIP や JAMP のデータによっても確認できる 68。つまり、現在の傾向
を延長すると、TFP 成長率が徐々に低下して行く事が予想され、今後、日本が最も重視
しなければならない成長要素の見通しは暗い。TFP 成長率の低下は過去にもあり、これ
を企業経営側からみると容認できない影響を受ける事や、毎年新たな知見が積み上げられ
ている事から、低下傾向が長期に続く事はないと推察されるが、TFP は就業者に体化し
た生産に貢献する知識や能力の合計を含むことより、就業者数が減る場合、平均的能力を

67 通商白書の数値は、ヒックス中立値である。また、当稿において補足推定したトランスログ生産関数でも同様に、

2002 年の 1.92%をピークに下降が始まり、2014 年段階では TFP 成長率は 0.33%まで下がっている。この生産関数か
ら出てくる生産要素の弾力性を分析すると、90 年代の成長低迷は、資本の生産弾力性の低下要因が大きかったが、
2000 年代は、労働生産性に裏付けされる、労働側の生産弾力性の低下要因が大きくなっている。この原因は、1997 年
にピークを迎えた就業者数と、未熟練労働者の増加および熟練労働者の退職によるものが大きいと考えられる。さら
に、TFP の成長率と労働の生産弾力性には、極めて強い相関が見られる。
TFP 成長率=-0.109+1.594*労働の生産弾力性
(-3.97**) (46.31**)
DW=0.036
(N=35)
adjR2 =0.984
ここに介在する要因は労働生産性である。労働生産性は、TFP と資本装備率の乗算であり、労働生産性が高まれば労
働の生産弾力性も高まるが、生産性を高める要因は相関する TFP にあり、TFP を高める工夫が必要である事を示唆
している。
68 JIP は「日本産業生産性データベース」を表し、JAMP は「日本生産性本部データベース」を表す。
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恒常的に向上させる事が出来なければ、ありえないシナリオではない。つまり、就業者の
能力が同じままなら、投入量の減少は、TFP 成長率の低下を意味する 69。
図 4-3 TFP 成長率の変化による GDP の推移

（単位：兆円）
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（出所）シミュレーションより筆者作成

それを避けるためには、就業者数の低下を上回る能力向上に向けた継続的教育訓練が
必要になり、これには大きな負担が必要になる。そこで、最悪のシナリオとして、仮に
2015 年以降の TFP 成長率が、2000 年以降のコブ・ダグラス生産関数から求められる、
約 1.0%になる場合の成長の姿をシナリオ 5 として提示する。一方、バブル崩壊後の 1994
年以降の姿が今後の日本経済では一般的になるとの考え方もある事から、この間のコブ・
ダクラス生産関数から求められる、TFP 成長率 1.32%を使ったシナリオ 6 も提示する。
最後に、0％成長シナリオを参考として提示する。つまり、 n   が 0 に一致するとき成
長率が 0％になるシナリオである。
図 4-3 では、今後の TFP 成長率が 1%になるシナリオ 5 を破線(大)で示し、その上の実
線でベースの 1.42%の場合を示している。破線(小)のシナリオ 6 は TFP 成長率が 1994 年
以降の 1.32%水準となった場合である。TFP 成長率のわずかの相違が、成長に大きな影
響を持つ事がわかる。参考シナリオは、TFP 成長率が 1.8%となって、丁度総労働減少率
を相殺する場合であり、0%成長の達成を確認できる。ここから、改めて TFP 成長率と総
労働投入増加率とは、経済成長に関して補完関係にある事が確認できる。
この関係から、将来の経済成長を阻害する就業数減少分は、TFP 成長率が伸びる事で
補完できるという楽観論が生まれるのであるが、先に見た TFP 成長率の傾向を考慮する
と、この想定に過度の期待はできない。技術進歩による労働力補完の想定には、人に代替
する資本装備(ロボット等)が普及すれば、経済成長に多くの就業者は不要になり、従来通

69 TFP 成長率=-16.96+0.0029*就業者数

(-12.74**) (13.36**)

adjR2 =0.839
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DW=0.25

（N=35）

りの成長が維持できるという期待がある。確かに、特定分野での省力化は進むが、経済成
長が継続するかは疑問である。日本の経済成長に必要なものは国際競争での優位性であ
り、特定の分野で省力化が進んでも、その技術が普及し国際基準になれば競争優位性は失
われる。次の優位性を争う国際競争の舞台では、新たな分野で英知を結集させる労働需要
が発生することから、就業者数が少なくても良いと考えるのは早計である。つまり、新技
術の資本体化による経済成長効果は一時的なものであり、結局は、就業者に体化される他
国の追随を許さない仕組みを作る能力や技能、柔軟な適応能力の大きさに日本の競争力と
経済成長は依存する。
ここから TFP を成長させるには、技術開発とともに、生産性の高い産業への人の円滑
な移動や、就業者の持続的能力開発が重要になることがわかる。この様な能力開発には、
高等教育と長期的な企業内訓練が必要であるが、厚生労働省(2013)によると、現在、日本
企業が行なっている人材育成投資は希薄になっており、TFP 成長を潜在的に低下させて
いる。通商白書(2013)によると、日本の TFP 水準は、米国やドイツの水準に比べて約 6
割とかなり低い。
現在の様な人口減少社会は 90 年代から予測され、人口減少を TFP 成長によって補完
するべく、就業者の育成を重視する事は重要な国家的戦略であった。しかし先述の様に、
現在の企業の OJT 投資は減少の一途を辿っており、国の職業訓練プログラムへの公的支
出も、フランスやドイツ等の 1/10 であり国家的戦略とは言えない状態にある。また、国
の給付制度による就業者の自主的能力開発も、効果的であったとは言いがたい。このよう
な貧弱な人材育成への取り組みを踏まえると、労働投入量減少率の-1.80%を TFP 成長率
で補完するどころか、従来通りの TFP 水準の維持すら危惧され、今後の TFP 成長率は、
楽観的にみて 1994 年以降、約 1000 万人の非正規雇用が増える中で達成された TFP 成長
率 1.32%を、官民総力を挙げて維持していくというシナリオが限度かと思われる 70。
(4) 労働投入増加率シミュレーション
ベースケースの推定で使った就業者数は、2014 年の生産年齢人口に対する男女合計で
の就業率 73.4％が将来にわたって続く事を想定し、推計に出生死亡ともに中位値を使っ
た。そこで、変化シナリオ 7 として、出生死亡ともに高位の人口構成となる事例、すな
わち、就業者数増加率-1.04%の場合、および、女性活躍社会が実現し、女性の就業率が
2014 年の生産年齢人口に対する占率 64.7%から、男性並みの 81.9%になった場合のシナ
リオ 8 を別途提示する。なお、一人当たり就業時間数に関しては、今後とも非正規就業
者数の増加により減少が予想されるが、無制限に低下するとは考えにくく、仮に 2030 年
段階で低下が止まるシナリオ 9 も想定しベースシナリオと比較する。
図 4-4 は線が輻輳しているが、一番下の実線がベースケースで、労働投入量が-1.8%で
減少する場合であり、破線(大)が出生、死亡ともに高位であるシナリオ 7、破線(小)が、
女性の就業率が男性並みになった場合のシナリオ 8 であり、唯一、右肩上がりになって
70 1994 年 1000 万人、2015 年では 2000 万人。正規職員は、1994 年で 3800 万人、2015 年で 3350 万人である
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いる一点鎖線が、一人当たり就業時間数の減少が 2030 年段階で止まったシナリオ 9 であ
る。このグラフで明確な事は、ベースシナリオを含めて、出生死亡ともに高位になって
も、女性の就業率を男性並みに上げても、長期的な成長は保障されないということであ
る。唯一成長するのはシナリオ 9 の一人当たり労働時間数の減少が止まるケースであ
る。この成長を分解すると、2015 年から 2024 年までベースシナリオと同様、投資率
24%に支えられて若干成長した後、低下に転じるが、2030 年から一人当たり労働時間減
少率の-0.57%がなくなるので、労働投入減少率が-1.23%となり、平均 TFP 成長率 1.42%
と相殺されて、成長率がプラス 0.19%に転じていくという構図である。
図 4-4

労働投入量増加率の違いによる GDP の推移

（単位：兆円）
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(出所) シミュレーションより筆者作成

ここからの示唆は、ある水準で労働時間の減少を止め、労働投入量を確保しなければ
成長できないということである。しかし、現在の就業者数は 4 割が時間労働を主とする
非正規であり、今後も各産業で労働投入量確保の為に、非正規労働への動員圧力がかかる
ことを考慮すると、就業者数が増えても一人当たり労働時間は、その間かなり長期に亘っ
て減少し続けることが予想される。また、無理な労働時間減少策は、一部の就業者への労
働強化に繋がる負の側面も危惧される。
現在、盛んに女性の労働参加が喧伝されているが、既に中核となる人口層は 70%以上
の就業率であり、出産や育児との両立も求められ負担も大きくなっている。この為、今後
就業者数を持続的に増大させる余地は少ない。そこで、経済財政白書(2008)で述べられた
高齢層の再就業を促し、国内労働力だけで経済成長を達成する方策を検討してみる。この
層は、例え非正規就業であっても、移民労働力と異なり再教育コスト面からも効率的であ
る。対象となるのは、就業していない 75 歳以上の後期高齢者層を除き、就業率を持続的
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に上昇させる余地の大きい 65 歳以上 74 歳未満層である。2015 年現在の 65 歳以上高齢
者層の人口占率は約 25%の 3400 万人であるが、2060 年には、ほぼ同じ人口で 40%に達
し、極めて大きな経済的影響を持つ層になる。この層の 2015 年就業者占率は、約 22%の
740 万人であり、多くは健常であっても就業していない。その理由は、年金収入以上の労
働誘因が働かないからであり、雇用機会を積極的に作る政策が少ないからである。もし、
それらが適切に行なわれれば、健常な高齢層は収入を求めて就業すると思われる。しか
し、高齢者雇用の実施に当たっては、雇用する側のマインドを大きく変化させる必要があ
り、最終的に、定年制の廃止(自由定年制や嘱託制度)、雇用の流動化といった労働市場の
改革や、年功序列型賃金という日本的雇用慣行の撤廃、生産性に見合う報酬体系といった
労務制度面での改革が必要になる。
2-5. 政策シナリオのシミュレーション
前節までで検討した様に、1.42%という 1980 年から通算された TFP 成長率であって
も、いずれのシナリオでも長期的な経済成長を達成できなかった。総労働投入量の減少率
は-1.8%であったので、差は 0.38%であり 2014 年の就業者数に換算すると毎年約 24 万人
ずつの増加となるが、これがこれまでのシミュレーションで超えられなかった壁である。
しかし、今後の TFP 成長率を上記以上に想定する事は現実的ではない。そこで、今後想
定するシナリオでの TFP 成長率は、就業者の教育訓練を十分行うという前提で、1994 年
以降の 1.32%に設定する。勿論、TFP 成長率がこれより低下すれば、必要な就業者数は
さらに増える。
ここで、先の高齢者の就業を促進するシナリオをシナリオ 10 とし、今後 10 年間で、
就業率を、2015 年の 22%から 2026 年迄に 40%の 1460 万人に一気に引き上げることを
想定してみる。これが実現できると、この間の年間就業増加数は平均約 65 万人となり、
毎年の労働投入増加率は約 1.0%となり、労働投入は減少から増加へと反転する。一旦引
き上げられた労働投入量は、その後の就業者数の減少率が、想定 TFP 成長率を下回らな
い限り成長を持続させる。特に、65 歳以上 74 歳未満の高齢層は 2040 年まで増え続け、
就業数の維持は可能であり、経済成長を労働と需要面から下支えすることになる。つま
り、働ける高齢層に総労働時間を確保してもらい、増えた収入を消費してもらう事で総需
要を喚起してもらうという戦略である。しかし、この高齢者層も 2041 年以降徐々に減少
する為、出生率が現在のままならば、それ以降の成長には、不足していく労働力を国外の
移民労働によって補完する方法しかない。
一方、先の TFP 成長率の想定により、成長に許容される労働投入量 1.32%分が軽減さ
れ、労働投入減少率-1.8％との差である、0.48%分の約 30 万人分を毎年補完できれば成
長することも可能である。つまり、ある年から 30 万人の移民労働を受入れる場合のシナ
リオであり、仮に 2026 年から移民を受け入れるケースをシナリオ 11 として示す。ま
た、労働時間の減少は、多くの高齢者が非正規となることを考慮すると、雇用量が減少に
転じる 2041 年以降は止まることが想定され、その場合の事例をシナリオ 12 として示
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す。その上で、先の高齢者雇用のシナリオ 10 とシナリオ 12 を接続し、2041 年以降減少
する就業人口を、移民労働力で補完するシナリオを政策提言するシナリオとする。この場
合必要な移民労働者数は、2050 年に 10 万、2065 年で 15 万となり、以降 15 万前後で推
移する。既に見てきたように、固定資本減耗と貯蓄率は、長期的な成長に影響を及ぼさな
いのでベースシナリオ通りとすると、基礎数値と政策シナリオは以下のようになる。固定
資本減耗 δ は 7.3%、貯蓄率 s は 24.0%、総労働時間増加率 n は、1.80%、TFP 成長率 λ
は 1.32%である。想定するシナリオは、2026 年まで毎年高齢者の就業者数を 65 万人増
加させる。さらに、2041 年以降最大で 15 万前後の移民労働を受け入れる。但し、2041
年段階で労働時間短縮も止まると想定している。
図 4-5

政策シナリオでの GDP の推移

(単位：兆円)
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(出所) シミュレーションより筆者作成

図 4-5 のシナリオ 10 で示しているように、今後 10 年間で高齢層の 40%という雇用水
準を達成し維持することは量的に可能であるが、2026 年以降 2040 年までの期間は就業
率 40％を維持する為に、最大で 65-74 歳層の 70%程度の就業が必要となる。2040 年頃
までは高齢層の自然増加が続くので高齢層の 40％の就業率を維持すれば、労働投入量の
減少を止められるが、長期的に確保し続ける事は困難である。図上の点線で示した様に、
2041 年頃からこの層自体の減少が始まり GDP 水準は低下する。よって、2041 年以降
は、移民によって就業数を補填する政策シナリオに移行する必要がある。同時に、この段
階で労働時間の減少は止まると想定できるので、2041 年以降少しずつ増える移民労働者
の受入れは、最大で 15 万人程度になる。この規模は、2000 年台初めに経験した最大の
移民労働者受入れ 16 万人に匹敵する。この移民規模が累積すると、大きな社会変化とな
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ることから、国民の認知を得るとともに、グローバルな雇用基準を導入する労働市場や労
働法制の改革が併行して進められる必要がある。
2-6

まとめ

本稿で実証的にわかったことは、以下の通りである。①ソローモデルを使ったベース
シナリオでは、経済成長は達成できない。②長期的経済成長に必要な、労働投入量は大き
な減少が予測されており、この減少分を TFP 成長率で完全に補完することはできない。
③就業者数の減少は、TFP 成長率を低下させる要因ともなる。④大幅な経済成長低下を
防ぐためには、過去 21 年間平均の 1.32%の TFP 成長率の確保が必要である。⑤TFP 成
長率を維持するには、大規模な就業者の育成訓練体制の整備が必要となる。⑥短期的に必
要な就業数を確保するためには、女性の雇用促進より、高齢層の雇用に余地が大きく効果
的である。⑦長期的に、経済成長を達成するには、移民労働を受け入れなければならな
い。⑧固定資本減耗率や投資率は、人口推移と密接な関係があり、人口減少は資本蓄積面
で短期的にも経済成長を阻害する可能性があり、早急に対策に着手しなければならない。
以上の結果から、先に問題提起した経済企画庁(2002)のレポートにあった、日本の経済
成長は「女性と高齢者の就業率の改善で、…緩和できる。」とした補足は、部分的には有
効であったが、その効果は短期的であることがわかった。つまり、現在の女性の就業率は
70%以上に達し、出産や育児での負担もあって就業余地が小さくなっているが、65 歳以
上 75 歳未満の高齢者層の就業余地は大きく、この層を積極的に活用すれば一定の成長が
確保できる。しかし、2041 年以降の成長には、就業者数を補完する移民労働力の活用が
必要になるからである。
既に知られているように、世界人口は 2050 年には 90 億人に達するとされており、こ
の労働力を日本の経済発展に資する労働力として取り込む事は、重要な選択肢となる。一
方で、移民労働を受け入れる場合、世界基準と異なる労働法制や慣行、労働市場を改革し
て海外から見て魅力的なものにしなければならない。今でこそ先進国として、近隣アジア
諸国の範となっている日本ではあるが、新興国の発展に伴い、魅力的な国として雇用を吸
引できる期間はそれほど残されてはいない。
また、日本の経済成長には TFP 成長率が極めて大きな影響力を持つことがわかった。
そこで、就業者の育成には現在の様な民間研修のみに多くを依存するのではなく、人材育
成の為に既存の高等教育機関や職業訓練施設を改変して、多様な技能を習得し長期的に訓
練を行う施設が整備される必要がある。日本で TFP という時、技術革新がイメージさ
れ、その面に資源を投入し科学技術を推進することが重要とされているが、生産性に貢献
するのは先端科学技術のみではない。知識や制度を生産性へと変換する就業者個々の平均
的能力向上も重要である。この意味で、かつての日本的経営で行われていた、従業員を長
期的に育成し、多機能人材として育てる風土の復活が望まれる。
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第3節

就業者数と経済成長、労働参加率の改善可能性

前節では、生産関数を用いたシミュレーションを行い、日本の持続的な経済成長に
は、労働投入量と TFP の成長が重要であるが、就業者数に代表される労働投入量は、人
口減少という制約から、長期的に減少する傾向にあった。また、その減少率は、TFP の
成長率より小さくなければ、安定的な成長は望めなかった。一方で、想定する就業者数
は、就業者の中核を占めることになる 15～64 歳までの生産年齢人口の減少率 71に従って
減少していく事を前提とした。この減少率が同じであるという事は、生産年齢人口の約
74％程度の人数が毎年就業するという前提に立つことになる。そうであれば、図 4-6 に
あるような生産年齢人口と就業数の両曲線の差で示される、働いていない生産年齢人口
を、就業 100％に向けて徐々に誘導するか、高齢層を中心に増え続けている労働人口を就
業させれば、就業者数の増加率は大きくなるから、問題は解決すると思われがちである。
もちろん、この人口の中には学生や働けない高齢層、専業主婦等も含まれており、就業へ
のインセンティブが容易に行えるものでもなく、コストのかかる困難な政策となる。まし
てや、働く意思のない人を無理矢理に働かせるわけにもいかない。また、長期的にみると
現在の出生率では、人口という就業者の補給源自体が減っていくのだから、就業率 100％
に近づけたとしても絶対数が減少していく事に変りはない。この節ではこのような人と労
働の数の問題に関して、何故、先のシミュレーションで国内就業可能層の就業を前節のよ
うに想定したのかも含めて、いま少し深く分析していく。
図 4-6

就業者数と労働・生産年齢人口の推移

（出所）「総務省統計局労働力調査」により筆者作成

一般的に、生産要素における就業者の問題を取り扱う場合には、「数」と「質」の両面
から論じられる研究が多い。通常、労働の質は資本の蓄積になぞらえて、人的資本の蓄積
と言われる。この労働の「質」の問題に関しては次章にて詳細に分析し検討していくの

71 国立社会保障人口問題研究所による、死亡出生ともに中位の推定値に基づく減少率。
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で、この節では先ず、先のシミュレーションに関係する、労働の「数」の問題に関しての
み検討を加える。
更に、今後の日本の将来像を考察するにあたって重要な視点は、次第に大きくなった
高齢者人口占率は、団塊第二世代が高齢のピークとなる 2042 年で終わるのではなく、そ
れ以降も長期に亘って同じ占率が継続するという事である。ここで、2017 年の社人研の
発表している資料に基づく図 4-7 をみながら、その意味するところを考えてみる。
図 4-7

高齢者人口と人口占率の将来

（出所）国立社会保障人口問題研究者「日本の将来人口推計(2017)」より筆者作成

この図でわかるように、確かに高齢者人口のピークは 2041 年にあり、以降は急速に低
下する。しかし、高齢者人口占率は 38％強で、それ以降長期的に下降する傾向はない。
この事は、重要な示唆を与えている。つまり、高齢者人口の数は減ったとしても、生産年
齢人口の一人一人が支えなければならない高齢者人口数、すなわち扶養率は長期に亘って
変化しないのである。これは、若年世代が今後様々な場所で出会うであろう高齢者の割合
は長期的に変わらないという事であり、この高齢者層が長年にわたって 4 割近い人口占
率を持つのであるから、必然的に日本という国の社会システムが高齢者向きの社会へと変
化する事を意味する。もし、若年層の周りにいる高齢者層が、働かず年金生活者としての
み存在するなら、若年層にとっては閉塞感に満ちた社会に見えるに違いない。
3-1

長期的な就業者数の推定の妥当性

通常、人口の統計は年齢で区分され、15 歳以上の人口を労働可能人口としており、当
稿ではこれを労働人口と呼ぶ。この労働人口は、15 歳以上で「働く能力と意志のある人
として」の労働力人口と、15～64 歳までの生産年齢人口、および 65 歳以上の高齢人口
という概念に区分される。つまり、労働力人口は、15 歳以上で就業中の人（就業者数）
と、意志はあるが仕事が決まっていない完全失業者を足し合わせたものであり、残った
15 歳以上で労働力人口でない人は、非労働力人口と呼ばれる。この非労働力人口は、就

131

業者に扶養される形になるので、被扶養人口であり、学生、高齢者、専業主婦が該当す
る。15 歳未満は、義務教育以下の子供であり、扶養の対象でもあり、働けない年少人口
という概念になる。
日本の生産年齢人口のピークは、1990 年代の半ばにあり、同時に就業者も 1997 年に
ピークとなり、それ以降減少傾向にあることは周知のとおりである。それを示したのが先
の図 4-6 であるが、この図は、過去の人口の動態的統計であり、経済活動に参加した就業
者数の実績である。この就業者数には、正規・非正規の雇用者や自営業が含まれる。
この章で使う生産関数による 100 年程度の超長期シミュレーションを行う場合、就業
者数を想定するのに最も適す年齢層別の人口統計を探す必要がある。というのは、人口動
態の正確な推定には、膨大な作業が必要になり、個人で行なうには負荷が大きすぎるから
である。そこで、当稿では 5 年毎に社人研の発表する長期人口推定を有効な推定資料と
して使う。その資料の人口動態数値と就業者数を連動させることができれば、就業者数を
長期に推定する事が可能となる。このような超長期の就業者を想定するときの人口として
は、15 歳以上の労働人口か、15～64 歳までの生産年齢人口に対象が絞られる。15 歳以
上の労働人口と就業者数とを考えると、65 歳以上の高齢者が一定割合で増え続けていく
のであれば、高齢者も労働参加する事から長期推定にも使えるが、社人研の推定では、労
働人口は 2041 年まで拡大を続けた後、そこをピークに減少する。これは 65 歳以上の高
齢人口が、この点を境に減少に向かうからである。結果、長期的に一定の傾向を持つ値と
は異なる動きをする事になり、就業者数の相関推定には不安定となる。そこで、労働人口
を使うことは放棄し、生産年齢人口の動きと就業数とは相関するかを考察した。一般的に
は生産年齢人口と就業数の相関に関しては、図 4-8 の様に単純な相関を持っていない。
図 4-8

生産年齢人口と就業者数の相関

（出所）「総務省統計局労働力調査」により筆者作成

132

しかし、期間を区切って見てみると、低下する生産年齢人口に対して、就業者数の大
きさは、正と負の相関を繰り返している事がわかる。この理由は、生産年齢人口は、出生
率や死亡率と関係した人口動態に長期的に関連し、出生者が労働可能な人口となるには
20 年程度のラグが生じるが、就業者数は、その時々の経済状態で労働参加率が変化し
て、大きく変動するという独立した動きがあるからである。しかし、就業者数は人口動態
の制約を受け、経済状態との関連を持つのであれば、何らかの相関があるはずである。そ
こで、就業者数の中核となる生産年齢人口と、経済成長率の双方を考慮に入れた相関を考
えると、相互に明確な相関が確認できる。この過程を、就業者数と経済成長、および、就
業者数に生産年齢人口の変動という制約を加え、経済成長という要素で補完した場合の二
つの推定式から、その関連する構造を探ってみる。
過去 35 年間の労働力調査から就業者数をみてみると、以下のように経済成長率と前年
の就業者との間に明確な相関がある。
NLE  12.933 * YGRN  0.99967 * NLE (1)

(8.390**)

(4-34)

(1020.438**)

adjR  0.9874
2

DW=1.337

(N= 34)

但し、 NLE は、就業者数を表し、 YGRN は、名目経済成長率を表す。
名目経済成長率の変化は、明らかに就業者数の変動に影響するといえる。次に、生産年令
人口の変動を加味した就業者数と、経済成長率との関係を考慮する場合では、以下の様に
推定する事が可能で、こちらも明確な相関が確認できる。
NLE  0.5006 * NLE (1) * (1  POP1564 / POP1564 (1))  4.2155 * (YGRN  YGRN (1))

(835.1867**)

(4.384**)

adjR  0.9821
2

DW=0.8563

(4-35)

(N= 34)

但し、 NLE は就業者数、 YGRN は名目経済成長率、POP1564 は生産年齢人口を表す。
従って、好況の場合は、就業者数が伸び、不況の場合は、就業者数が縮んで調整されてい
る様子がわかる。よって、就業者数の推定に生産年齢人口の減少率を使う事は、容認され
るであろう。一方で、この 4-35 式を使うと本稿の様に統計的に生産年齢人口の減少が予
測できている場合、目標とする経済成長率を達成するには、どれだけの就業者数が必要に
なるのかを推定することもできる。その場合、人口による天井を設定していないので潜在
的な就業者数を求める事になり、その補給源である人口数以上になる場合があり注意が必
要である。例えば、現在政府が提唱している名目経済成長 2%という目標の場合、成長に
必要な就業者数を求める事ができる 72。この数値を、社人研が推定した労働人口や生産年
齢人口の見通しとともに描くと図 4-9 のようになる。このとき必要となる就業者数は、生
産年齢人口の今後の減少傾向を組み込んでいるにも関わらず、社人研が予測している生産
年齢人口を 2038 年段階で超過してしまい、将来的には労働人口さえも超える値となる。
政府の主導する 2%成長を達成するために必要な就業者数は、推定期間を通じておおむね
72 ちなみに、0％成長の場合は、2016 年の 6465 万人を起点にすると、就業者数だけの減少率は、0.4％でよい。
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6000 万人前後であり、この数値の持続的達成は将来の人口の推移図からみて無理である
事は明らかである。もちろん、この数値は労働側の側面からの推定値であり、厳密には毎
年の生産関数を通じて検証する必要があるが、推定の際の目安にはなると思われる。
図 4-9

人口見通しと名目 2%成長に必要な就業者数の推移

（出所）「総務省統計局労働力調査」と「日本の将来人口推計」からの推定結果より筆者作成

一方、社人研が推定している生産年齢人口の減少率を反映して、中核となる就業者数
を推定すると、生産年齢人口と同じ割合で就業者数が減少する図中の最下段線となる。従
って、今後の成長を確保するためには、この就業者数と必要とされる就業者数との差異を
どのように埋めていくかという方策を検討することになる。つまり、前節で検討した就業
者数の推定に生産年齢人口の減少率を使う方法は、別途、就業者周辺にいる労働予備軍の
補完的就業拡大策を考える必要があるが、妥当な方法であるといえる。この補完的就業者
とは、もちろん女性と高齢者を指しているが、図からも明らかなように、政府の唱える一
定程度の成長を持続させるためには、それだけでは人口の制約から不十分であり、いずれ
移民の導入という方策が不可欠なものになる事は明らかである。では、女性の労働参加率
の拡大と、高齢者の労働参加率の拡大にはどの程度の余地があるのかを次にみていく。
3-2

就業者数に対する、女性と高齢者層の労働参加率の改善の余地と効果

現在のように、人口の減少に伴い、長期的な就業者数の減少が見込める場合、短期的に
就業者数を増やし労働投入量の増加率が増えたとしても、長期的な減少傾向を克服できな
い限り、その増加率が政策の出発時点での増加率に戻った段階で、経済成長への効果はな
くなってしまう。これは、前節でみたとおりである。そこで、長期的な解決策としては、
政府の主導する、出生率 1.8 という目標が出てくるわけであるが、抜本的な解決策ではな
いが、短期的には、女性や高齢者の労働参加率の拡大も重要な政策手段である。しかし、
現在の日本のような急速な人口減少と高齢化は、緩慢な政策では対処できないものであ
り、国外から移民という永住を前提とした国民を受け入れるという手段も重要な政策とな
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りうる。その移民の規模の推定に入る前に、国内の専業主婦や高齢者の労働参加率アップ
によってどの程度の就業者数の拡大が見込めるのかに関して検討する。
最初に、就業者数は国内の主婦層を中心とした補完的就業人口でどの程度カバー可能
であるのかを考察する。よく言われるのが、女性の就業率を欧州並みに引き上げ、なおか
つＭ字カーブの状況を解消できれば、補完可能であるという説である。これは、現時点の
就業者数と未就業者数の動向からみて、この方策だけでは実現不可能であることは明らか
であるが、その根拠も含めて検証していく。実は、女性の労働参加は、近年急激に高まっ
てきたわけではなく、図 4-10 にあるように、かなり以前にも高まった時期があった。
図 4-10

女性の就業者数と労働参加率の推移

（出所）総務省統計局労働力調査から筆者作成

図 4-11

男性の就業者数と労働参加率の推移

（出所）総務省統計局労働力調査から筆者作成
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図では、労働参加率にかなりの変動がみられるが、これは先にみたように、経済環境の変
化によるものであり、女性の就業形態が非正規となりやすいことから、不況期の雇用調整
要員としての機能を果たしてきたことを示している。近年は就業者数の減少を懸念した政
府の主導もあり、再度、急激に高くなってきている。この様な動きは、図 4-11 にあるよ
うに一貫して低下傾向にある男性の労働参加率とは、大きな違いがある事が分かる。
図 4-12 男女別の就業者数と労働参加率（2014 年）

（出所）総務省統計局労働力調査から筆者作成

また、2014 年時点での、女性の年齢別の就業者状態は、図 4-12 のとおりであり、よく
言われた女性の結婚による M 字カーブは、ほとんど解消されてきた。また、就業者の中
核である年齢層では、既に労働人口の 70%を超えて就業しており、この層で就業率をア
ップさせることは数字の上では可能であるが、専業主婦層を無くす事を意味し、政府の育
児支援による出成率改善策とも相まって、女性層への負担が相当程度大きくなることが予
想される。出産は男性には担えないが、育児、家事、介護等の両性による分担が、新たな
社会慣習として徹底普及されない限り、女性にかかる社会的負担は重くなるのである。現
在の様な両性の役割分担の根本的変更には、相当期間の時間が必要になると思われる。
ちなみに、女性の労働参加数の上限は、生産年齢に対する労働参加率を現在の男性並
みの約 82%にまで高めた場合として求める事ができる。生産年齢人口をベースにする理
由は、労働人口をベースにした場合、高齢人口が 2042 年頃まで増え続け、高齢者占率の
増大により労働参加率を高く設定するほど、高齢者を過度に労働参加させる推定となるか
らである。また、想定する就業者数は、現時点の女性の生産年齢人口減少率であるマイナ
ス 0.0104（全体より若干低い）を使って、2015 年の女性の就業者数 2,474 万人を起点と
して将来値を推定できる。したがって、女性の生産年齢人口 82％ラインと、想定する就
業者数との差が就業可能な余地となり、図示すると図 4-13 のようになる。この余地は、
もともとの生産年齢人口自体が減少する事から、将来に向かうほど小さくなり、将来に向
かって大きな余地がある訳ではない。
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ここで、仮に 2045 年までに 30 年間かけて、現在の就業者数の生産年齢に対する就業
率 64.7％を 82％に引き上げる事を考えてみる。（目標年と目標就業率が決まれば、あと
は同じである。）
図 4-13

女性の就業拡大余地と効果

（出所）国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口」から筆者作成

矢印で示しているが、2045 年時点での格差は 475 万人であるので、30 年間で割ると
15.8 万人となる。目標通りに進捗すれば、この数が毎年の想定就業者数に累積して乗せ
られていく事になる。しかし、これは就業者数の底上げ効果にはなるが、全体の就業者数
が右肩下がりになる減少傾向を食い止める程の効果は持たない。つまり、それだけでは労
働投入面からの成長は期待できないのである。ましてや、専業主婦層を無くすという方向
は、受け入れられない可能性も多分にある。妥当な目標ラインは、2015 年の就業率
64.7％を 72％程度にまで持っていくというものであろう。その場合は、毎年の増加数は
6.8 万人になる。また図には記載していないが、今後の就業者数の中核となる生産年齢人
口の減少幅は、高齢人口占率を拡大させながらも減少していく労働人口の減少幅を上回っ
ており、短期的な女性の労働参加率の拡大に邁進しても、そのことが、必ずしも将来にわ
たっての就業者数の増大を担保するものではない 73。従って、この就業率の拡大も重要で
はあるが、むしろ出生率の改善というようなより長期的な政策の方が重要になる。
次に、高齢者層の就業余地はどのようになるであろうか。先に、高齢者層の就業実態
を図 4-14 で時系列的に把握する。高齢者の就業者数は、過去から長期にわたって着実に
伸びてきており 2016 年には 770 万人となった。また、全体の就業者数に占める占率も

73 女性の 2015 年から 2115 年までの、毎年の生産年齢人口の減少率は、-0.0112 であるが、労働人口の減少率は、

-0.0094 である。
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11.9%になっているが、直近の労働参加率（就業率）は上昇傾向にあるものの、時系列的
には、逆に下がって 22.3%になっている。
図 4-14

高齢者の就業者数推移

（出所）総務省統計局労働力調査から筆者作成

かつては、農業従事者が多かったことから高齢男性の就業率が 50%を上回っていたもの
と考えられる。また、景気動向とこの参加率とは一致して動く傾向があるようである。つ
まり、低成長期には低くなり、景気が上向くと高くなるという傾向がみられる。これは、
この層も女性層と同様に雇用調整機能を持っているといえる。また、この層でも、男性の
就業率は女性の就業率より常に高く、2016 年段階で、男性 30.9%、女性 15.8%である。
構成割合は、ほぼ男性 60%、女性 40%であり、この割合は 30 年以上安定している。
近年の就業者数の就業形態別の構成をみると、図 4-15 にあるように、非正規雇用の割
合が年々高くなってきており、一定数の自営業や役員は恒常的に就業している一方で、高
齢層の雇用は非正規を中心に増えている。2016 年の高齢者層の非正規職員は、高齢者雇
用の 39%、301 万人を占めている。高齢層に限らず現在の産業界からの非正規職員の拡
大の要請と、高齢層人口の一層の拡大および体力的な限界から考えると、今後とも非正規
労働を中心にして雇用が増えていくと推察される。
ここまでは、高齢者層のうちの就業者の分析に終始した。しかし、就業していない高
齢者を今後の就業の余地とするならば、どの程度のボリュームを持って推移しているので
あろうか。それを示したのが、図 4-16 である。非労働力人口とは、「働く意思を持た
ず、働いていない人」の事を指す。これを見ると、働いている人の占率が高齢者人口の約
22%であるので、当たり前だがいかに少ないかが実感できる。この働いていない高齢人口
が、年金生活者となっている事を考えると、日本経済が膨大な負債を抱えることになる原
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因がよくわかる。2016 年段階で、高齢者層は約 3446 万人であるが、既に述べた様に、
就業者は 770 万人である。
図 4-15

高齢層の就業形態別就業者数の推移

（出所）総務省統計局労働力調査から筆者作成

図 4-16

高齢者の就業・非就業別人口の推移

（出所）総務省統計局労働力調査から筆者作成

この非労働力人口の中で大きな割合を占めるのが女性層である。2016 年時点で、男性
1019 万人に対し、女性 1640 万人と、1.6 倍のウエイトを持っている。合計して 2659 万
人の人が、いわゆる純年金生活者となっているのである。この非労働力人口を就労へと誘
導する方策が、高齢人口自体が右肩上がりになっていることから、就業の余地という点か
らみると好ましい。
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図 4-17

高齢層の就労・非就労別人口構成の将来推移

（出所）国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口」から筆者作成

図 4-17 は、現在までの統計的な数値から推定できる、今後の高齢層の就労者と非就労
者の割合と規模を示している。体力的にも能力的にも健常な高齢者が増えている現在、高
齢層にも一定の社会的な役割を担ってもらう必要がある。しかし、体力面からみて 75 歳
以上の後期高齢者にまで就業を要請していくのは、既に就業している人々を除いて好まし
いものではない。また、この高齢人口も、2042 年を境に急速に減少していく事から、未
来永劫、就業者の余地をもつというわけではない。それでも、現在の高齢者就業率からみ
て雇用の余地が大きい期間が約 30 年以上にわたって続くので、徐々に就業率をアップさ
せながら、累積する就業者数がこの就業余地内の範囲であるのであれば、毎年の経済成長
に不足すると思われる就業者数を補完し続けていく事が可能となる。ちなみに、2015 年
における、65-74 歳層の追加で就業可能な人口は最大で 1149 万人であり、図にもあるよ
うに、その後一旦落ち込むが、2042 年に再度 1003 万人と二度目のピークを迎える。こ
れは、団塊の世代の第二世代人口がピークとなるためである。この 65-74 歳層の最大就
業率である 100%就業を継続していく場合、2015 年には 1906 万人の就業者数であり、
2042 年には 1882 万人の就業者数が潜在的にあることになる。この状態がさらに継続す
ると、図 4-18 に記載したように、高齢層の就業率はほぼ 40%前後に収束していく事がわ
かる。この最大就業率シナリオは、数値的には可能であるが、現実には、この年齢層ばか
りに過度な負担をかけるわけにはいかないであろう。従って、政策的な目標値は別途想定
されるにしても、現実的な目標値として、この年齢層の就業可能数の半数が就業したと考
えると、2015 年で 1331 万人、就業率 39%となり、2042 年に 1381 万人、就業率 35%と
なる。その後は、急速に落ち込んでいき、就業率は約 30%に収束するものと想定され
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る。では、このような推定の最終結果として、2016 年から高齢者層の人口がピークを迎
える 2042 年にかけて増加すると思われる就業者の規模はどのようになるのであろうか。
図 4-18

高齢非就労者が就労した場合の就業者数と率の推移

（出所）国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口」から筆者作成

政策的に、短期間で就業率を拡大するという場合のように、特定の年や期間が設定さ
れない限り、また、人口構成的に就業者の増加を阻む人口構成上の天井となる要因がない
限り、ある年の最終的な潜在就業者数と、起点での就業者数との差が就業余地の規模とな
る。この規模を 26 年間で分割した数値が、毎年の潜在的に可能な就業者増加数とみてよ
い。2015 年の高齢者層就業者数は 757 万人であり、2042 年の時点での 65-74 歳層の就
業余地人口全員が 100%労働参加する場合、この年代層の 2042 年の潜在就業者数は 1882
万人であるから、現行の就業率を伸ばした数値である 879 万人に対して増加規模で 1003
万人増える事になり、毎年の増加数は約 39 万人である。一方、現実には 100％労働参加
は無理であるから、就業余地人口の半分が追加で就業した場合を考えると、2042 年時点
での潜在就業者数は 1381 万人であるから、規模で 502 万人の増加となり、毎年の増加数
は 19.3 万人となる。図中の矢印の傾斜が増加率である。
以上により、女性と高齢者の就業者数の余地が算定できた。そこで、このような就業
者数の余地に基づき、女性と高齢者の就業が増加した場合のシナリオを作り、将来の
GDP に与える影響を第 6 章で本格的にシミュレーションすることにする。
先の節でも見たように、これからの急激な人口の落ち込みと、それに伴う就業者数の
落ち込みは、TFP 成長率を凌駕するようなマイナス水準であった。この就業者数の落ち
込みを阻止するために、女性の就業率の改善や、高齢者層の就業の促進が提唱されてき
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た。しかし、これらのいずれもが、短期的には効果があっても、長期的には効果を発揮し
なかった。もちろん、短期的な目標が設定され、それに向かって国内が一致して邁進する
事ができれば、その政策期間は成長が確保できる可能性があり、この両方の政策の効果的
組み合わせも考慮の対象ではある。しかし、中長期を視野に入れる場合、抜本的な解決策
ではなかった。双方の人口がともに減少していくからである。この、女性と高齢者の就業
促進という方策を比較すると、高齢者層の就業余地が大きく、中でも、就業できそうな
65-74 歳層の余地が大きい事から、短期的な政策としては効果があるという結論になっ
た。前節でも述べたように、ソローモデルで経済成長を 0%に導く毎年の就業者数の伸び
は、2014 年の就業者実績換算で、24 万人程度である。この水準を超える経済成長を、就
業者数の伸びで達成するには、更に大きな伸びが必要とされることは言うまでもない。そ
うなると、女性層や高齢者層の就業促進策として、相当のインセンティブが必要になって
くる。女性層の場合は、更なる育児支援の拡充であり、高額な賃金の提供であろうし、高
齢者層の場合は、八代(2009)でも言及されているような、年金を凌駕する賃金の提供とい
う事になる。これらのコストを算定する事はここでの主目的ではないので省くが、高齢者
の場合は現在の年金水準と比べて、雇用を誘発する相応の水準の賃金が必要になってくる
ことは避けられず、場合によっては、年金の一部の支給を行いながら、同時に社会保険料
も払って賃金を受け取るというような方策も、一般政府負担や企業負担を軽減するために
必要となるかもしれない。このような場合でも、現行の政府負担の大きさに比べれば、負
担はかなり軽減される。これらの制度的な仕組みの変更がない場合、次第にひっ迫してく
る労働力不足から、企業はその生産やサービスの拠点を、海外に移さざるを得なくなり、
国内産業の空洞化が一層進んでいくと予想される。つまり、就業者数を国内だけで賄うに
は、コスト面でかなりの困難が予想される。したがって、その解決策として、移民の無作
為な自由化ではなく、選択的受入れが政策として検討されるべきである。ましてや、国際
的な価格競争の中で、国内の低賃金単純労働者数が不足し、その不足分が現在進行中の国
内の低賃金非正規労働者の拡大へと振り替えられ、将来的に就業余地のある女性や高齢者
がこれらの単純労働者の代替要員として、非正規の低賃金労働にのみ動員されるという姿
になるのであれば、国内での就業者数を拡大するという方策は、就業誘因が働かない事か
らとん挫する可能性さえ生じる。そうなれば、経済成長も保証されなくなることは明らか
である。
では、新古典派モデルで想定した経済成長のもう一つの要素である TFP 成長率の拡大
という方策は、どの程度の成長の余地と効果を持つのであろうか。就業者という数を、効
率や労働の質の向上という側面から補っていく事が可能なのであろうか。もし、この
TFP の成長率を大きくする事ができれば、就業者数の確保策は不要であり、長期的な成
長は達成できる。次章では、これらの技術、労働の質という所に焦点を絞って分析を進め
ていく。
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第5章
第1節

労働力の質と技術進歩の分析
技術進歩と労働効率（労働生産性と資本装備率）

第 4 章までの分析で、労働投入量という就業者数と一人平均労働時間数の乗算値が経
済成長に大きく影響する事を見て来た。勿論、シミュレーションで使ったソローモデルは
オリジナルから姿を変え，現在では家計の効用から理論を見直すラムゼーモデルや、必ず
しも収束を前提としないモデル、TFP の成長に人的資本を重視する様々な内生的成長モ
デルへと発展してきている。当初のソローモデルが批判を受けていた問題点は、①技術進
歩の決定要因を説明していない。②低所得国での平均所得と成長率は拡散しており、絶対
的収束は存在していない。③観測される所得格差と物的資本量に対する理論上の物的資本
量の非現実性、の 3 点であったが、これらの問題を解決すべく理論は発展してきた。現
在では、かなりの部分で修正が加えられ現実的な妥当性が確認されてきている。またこれ
ら新しい成長理論も、均斉成長に到る経路ではソローモデルに準じているものが多い。本
稿の目的はこの成長経路を使って日本経済の将来を予測する事にあるので、シミュレーシ
ョンにこのソローモデルを使った。しかし、ソローモデルの応用範囲を拡張させる可能性
のある、TFP と人的資本の進化を重視する内生的成長論を無視する事はできない。そこ
でこの章では、TFP や人的資本の分析に焦点を当てる。
まず第 1 節で、TFP と人的資本や日本の経済成長との関係を考え、TFP の時系列的傾
向と労働生産性の分析を行う。次に第 2 節で、TFP と密接に関連する人的資本を探って
いる代表的な内生的成長論を説明する。次の第 3 節で、本稿で使う生産関数の形を決
め、人的資本の一部を表すと考えられる学歴別の賃金を使った人的資本係数を求め、その
分析を行う。最後に、その人的資本係数を使った場合の生産関数を推定し、日本の就業者
が学歴という資質を高めていった場合、将来の経済成長にどの程度の効果を与えるかを考
える。なお、実際のシミュレーションは、第 6 章で行われることになる。
一般に、TFP という技術進歩に関してはコブ・ダグラス型の様な生産関数から残差と
して求められるが、単なる残差ではなく、労働や資本と同様に、生産要素として認識すべ
き重要な要素であった。TFP の成長率は、経済成長の分析に使われる成長会計でも、そ
の係数の効果から重要であることがわかる。もちろん、短期的な成長には資本蓄積は重要
な要素であるが、ソローモデルでは、資本の限界生産力逓減によって、長期的には資本蓄
積の影響力が消え、投資、減耗、労働増加と技術進歩という 4 種類の資本コストと、限
界生産量が定常解で均衡し、以降は均斉成長が実現していく事になった。この均斉成長と
は、TFP 成長率と労働投入増加率の合計で成長する状態であり、各パラメーターが一定
の傾向値を持つ場合、この数値から導かれる定常解に収束するというものであった。パラ
メーターが傾向値を持つという事は、過去の特定期間の平均や傾向値をとって算出される
数値であり、この数値が変動すれば、定常解の到達時期や成長の経路・水準も変化する事
になる。実際の経済は必ずしも一定の傾向値で推移している訳ではなく変動し、期間の取
り方にも影響を受けるので一定ではない。従って、定常解点を厳密に特定する事はできな
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い。それにも関わらず、変動が一定の幅を持った傾向値を持つ場合、おおよその収束点の
推定は可能になる。そこで、上記のパラメーターを使って推定された特定時点の将来値が
好ましくない場合、政策という形で人為的にパラメーターを変化させ、好ましい方向へと
動かすことが可能になる。このような新古典派の理論に基づき、現在想定される日本経済
の状況を踏まえて長期的な経済成長を期待する場合、長期の労働投入量の減少が人口動態
の推定から確定されると、その傾向に最終的に対抗できる要素は、唯一 TFP 成長率であ
ることになる。この意味で TFP の分析は、現在の日本には欠かせない。
しかし、この生産関数から導出される TFP 成長率は、通常事後的に残差として計測さ
れる不確定要素であり、生産に関する資本と労働という量的に分類されない様々な質的要
素の集合体である TFP の変動であった。そこで、この数値を生産要素の一つとして政策
的目標値にまで昇華させる為には、この数値を達成するための構成要素が要因別に分解さ
れ、投入に対する効果を表す関数として把握されることが条件になる。ところが、この構
成要素の一種であると考えられる人的資本等の意味するものが、必ずしも明確に把握でき
ない事から、概念的には理解できても具体的な政策目標値としては有効なものとなってい
ない。この事が、TFP や人的資本を考察した内生的成長モデルを、政策的に応用する場
合の障害となっている。そこで長期成長に向けた政策目標としては、量的にその投入効果
が明確に把握できる労働投入量の確保という方策が不可欠なものとなり、前章までで女性
や高齢者層の就業者数拡大に向けた余地を探った。しかし残念ながら、どちらも長期的に
就業余力が減少する事から、国内労働力だけでは長期的な経済成長はできないという結論
になった。
一方で、人口減少とそれに伴う労働力の減少という問題は、需要面からも考える必要
がある。人口減少や人口構成の高齢化シフトは、人口減により消費者が減ると同時に、将
来に向けて家計が節約の方向に動くことから、国内総需要の一層の減少を招くと予想され
る。一方で貯蓄や資産を持った高齢層は、引退し就業による収入がなくなっても従前と同
様の消費行動をとる傾向がある事から、貯蓄等の資産は取り崩されて消費されていく。こ
のような変化は特に国内サービス業を始めとした産業構造に大きな影響を及ぼし、雇用構
造にも影響を与え続ける。つまり、国内の雇用の多くを吸収しているサービス業の縮小が
不可避となり、成長分野の就業者数不足と、衰退分野での雇用の流動化が同時かつ急激に
進行する。その結果、就業者と非就業者間の所得格差は拡大する。流動化された就業者の
全てが成長分野で必要とされ、再雇用されれば支障がないが、人口減少から、成長産業が
求める新規の就業者数は先細り、流動化した就業者は、多くが年齢や能力的な面での需給
不一致から労働市場から退出させられる。現在の日本的雇用慣行では、これが一般的であ
る。この状態が続くと恒常的に労働力が不足し、最終的に大規模な労働力不足となる。こ
れによって、特に中小企業では、本来継続可能な事業でも廃業へと追い込まれる可能性が
あり、産業は空洞化を続ける。労働力不足は、こうした需要面からも経済成長を阻害する
要因となっていく。このような減少傾向にある総需要を維持し、低下を緩和する意味から
も、高齢者雇用の推進や、適正規模の移民を受け入れる方策は不可避になると思われる。
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現在政府が主導して行っているインバウンドの活性化策は、需要の活性化に効果的である
が、観光客という短期移民の受入れに他ならない。しかし、観光客は内需を作り出したに
しても生産活動に従事しない事から、長期的には生産活動を担ってくれる労働移民が経済
効果という面で高い事は言うまでもない。
労働投入量の確保という面からの、移民や高齢者雇用に関連する諸制度の問題点、特
に中途採用労働市場における日本的雇用慣習の持つ弊害の分析や、この移民の受入れが経
済に与える影響の詳細に関しては、この後の第 6 章や第 7 章で詳しく分析する事になる
ので、この章では、①日本における人口減少を、TFP 成長率を構成する何らかの要素の
増大によってカバーできるのか。できるとすれば、その大きさと影響はどの程度なのか。
②移民を受け入れる場合は、どのような質を持った就業者を受け入れるべきかを明確にす
る。これらを、内生的成長理論に照らしながら分析する。もし TFP 成長率が、資本や就
業者に体化された技術や能力の拡大を表し、内生的に作り出されるものであるならば、そ
の要因となる要素をコントロールする事によって、質をコントロールする事が可能とな
り、量だけでなく質の側面からも経済成長を捉え、コントロールすることが可能になる。
この事は、現在、米国や英国が経験しているソローモデルの収束理論では把握できない、
収穫不変もしくは収穫逓増の原因を理論的に解明しようというものに他ならない。ここ
に、内生的経済成長理論を研究する意義が存在する。もし、TFP 成長率を何らかの人為
的手段や政策的に実行可能な手段で、人口減少率以上に高める事ができるのであれば、将
来の就業者を増やさなくても経済成長でき、移民の受け入れが必要であるという主張は弱
いものになる。しかし、果たしてそれは可能なのだろうか。
最近 TFP の成長による労働力代替効果を検討するうえで、大変興味深い研究成果が発
表された。2015 年 12 月に野村総合研究所が、オックスフォード大学との共同研究とし
て発表したものである。この研究報告によると、10～20 年以内に、大きな技術変化が発
生し、人工知能（AI）によって現在人間の行っている労働の 49％までが、置き換わる可
能性があるというものである。研究結果は、現在ある 603 の仕事の種類のうち、295 の
仕事が人工知能によって置き換わり、労働力が不要になるというものである。1990 年代
の IT 革命のときに起こった、企業の中間管理職の中抜き現象とよく似ているが、この研
究によると仕事の半分がなくなるとは言っても、経済活動が低迷していく訳ではない。従
来と同じ仕事を AI が自動的に休みなく行なう事から、価格は低下しても、付加価値部分
の量はこれまで通りか、それ以上に拡大するので国民経済にはマイナスの影響を与えな
い。もちろん、この研究で示されたような技術変化とは、ハロッド中立で労働増加的技術
変化であり、就業者数を代替する技術変化であると言える。このような技術変化は、何を
日本経済にもたらすのだろうか。労働力の不足が深刻化しつつある日本経済にとって福音
となりうるのであろうか。
仮にこのような省力化の技術変化が日本でのみおこり、その技術的優位性が長期にわ
たって保持されるのであれば、労働力コストは十分に引き下がり、国際交易面で劣勢に立
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たされていた従来型の国内産業であっても、価格面で諸外国に対抗する事ができる。理論
的には、日本の就業者数問題は、労働力に代替される TFP の上昇によって解決される事
になる。もちろん、仕事量の半分が無くなるからと言って、必ずしも就業者数が、おおよ
そ 20 年間で半減するという事を意味せず、むしろ同じ仕事でも余裕をもってできる部分
もある。しかし、このような技術変化がおこっても、それだけでは成長できない。何故な
ら、この技術革新によって生じた製品やサービスの価格優位性を、貿易を通じて国外の需
要拡大に結びつけ、想定される国内需要の減少を補完し、伸ばさなければならないからで
ある。ところが、上記の技術革新は日本だけで起きるのではなく、時間の長短の差はある
ものの世界的に同じ様に起こると考えられるので、開発初期の特許期間の段階を過ぎると
価格面の優位性は発生しない。つまり、技術的条件が同じになれば、その時点で優位性は
消える。このように、技術革新の利点は一般的に短期的なものに過ぎず非競合財である。
しかし、日本が成長するには、国際交易で競争力を持つ必要があるから、次の新たな技術
を開発して優位性を確保するか、研究開発以外の分野、例えばその技術を使った製品やサ
ービスの開発・販売・普及に資源を集中させる必要が出てくる。つまり、そのような業務
を担う能力を持った就業者が必ず必要となる。もちろん、技術を理解し、その製品の利点
を説明でき、交渉を行なえる能力を持つ就業者である必要がある。新技術を使った製品や
サービスは、陳列しているだけでは利益にはならず、世界的に需要されるようになる事が
必要であるからである。日本はこの世界的営業の部分が特に弱い。
このように、今日のグローバル世界では、特定の技術を永続的に保持する事はできな
い。特に先端分野は先進各国が鎬を削っており、国際特許も次々に申請されている分野で
もある。その結果、日本の特許を各国が買う場合もあるし、日本が優れた海外の特許を買
う場合もある。従って、長期に亘って技術の優位性が保持されることはなく、半導体産業
の例のように、収益に直結した技術はすぐに世界の標準的技術となってしまう。一旦世界
標準となった技術の下では、これらの技術を応用する分野で、価格と販売面での激しい競
争が行われることになる。もちろん、収益性のある産業分野では全て同様である。つま
り、上記のように技術開発が多くの仕事を奪ったとしても、その新技術を使った価格面で
の優位性は一時的であり、グローバル化の下、機械化できないあらゆる分野で、今以上に
人による競争が行われることから、それに対応した就業者や人材は求められ続ける。世界
が今後とも必要とする産業は、省力化により余剰となる労働力をこのグローバル競争の強
化に回すであろうし、不要となった産業に従事していた労働力は、この競争力を保持し強
化するために再雇用される可能性が高い。これらの結果、最終的な成長の条件とは、既存
の就業者が今後予想される様々な環境変化に対応できる普遍的能力を、どれだけ保持して
いるのか、そして、その就業者の平均的、普遍的能力を成長させるようなシステムを、ど
れだけその社会が持っているかという、人的資本の賦存量と育成体制の問題に帰着する。
就業者数の減少が確実に見通せるのであるから、当然あらゆる層の労働力を多能的な労働
力に育成し、労働者の能力の永続的な強化に力を入れなければならない。同時に、衰退産
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業で余剰となった就業者を、新たな技術を使う産業分野で育成しながら、なんとか使いこ
なさなければ、企業のこれからの成長は望めない。また、今日のグローバル化した世界経
済の中では、中国のような国家資本主義の国が出現し、国家的統制の下、国営企業等を通
じて、膨大な資本と人材を最新の設備投資や R＆D に投入してきている。このような状況
の中で、日本企業が技術開発や生産・販売面で対等な競争を行うには、同様の資源投入が
必要になり、もはや、企業が単独で優位性を保持し続ける事は難しくなっている。従っ
て、日本が守るべき成長分野では、人材の確保も含めて、国家や産業界全体を挙げての新
たな産業資本政策や人材獲得・育成戦略が不可欠のものとなってきている。
世界経済のグローバル化と、円高・デフレの中で、1990 年代の日本の大手製造業は最
大収益を目指して、生産の現地化のため海外拠点の整備を進め、多国籍企業として生産体
制の垂直、水平統合を進めた。同時に、国内における産業の空洞化を避けるために、収益
性の高い川上の R＆D と川下にあるメンテ・アフターサービスの分野を除いて、川中の製
造・組み立て工程を新興国に移す国際分業体制を組み、国内では収益性の高い分野に経営
資源を集中してきた。しかし、最近ではこの収益分野の人材もグローバル化の影響から、
人材の獲得競争が激化している。その結果、世界規模での従業員の配置転換や統合を伴う
最適人材の確保が要請され、この傾向は今後とも一層激しくなると予想されている。言う
までもなく、資源に乏しい日本が今後とも成長する方策は、国際交易を通じてのものであ
り、国際競争下での製造業やサービス業をも含めた高い優位性の保持にある。従って、人
口減少下の状態にあってもなお、日本は国内産業のうち輸出の拡大に向けて比較優位を持
つ産業や、収益性の高い分野へ人を集中的に配置していく必要がある。同時に、先の様な
労働節約型の技術革新が進行し、不要となる仕事に従事していた労働力が流動化する場
合、その余剰労働力が、必要とされる業種へ円滑に移動できるだけの能力を育てていく事
が不可欠になる。この事をマクロ的に考えると、先端技術を支える R&D の優位性も当然
重要な要素ではあるが、最終的には、労働者に体化された平均的資質の水準と総量が非常
に重要な要素となり、企業特殊的な能力は無論の事、就業者が世界共通の普遍的な能力を
豊富に持っている事が、国際競争での優位性を担保する基本的な条件になる。同時に就業
者に体化される平均的な能力が他国を寄せ付けない水準にまで、恒常的に成長を続けてい
く制度や仕組みがあれば、現在の日本が持つ技術面での優位性は長期的に担保されること
になる。また、産業構造の変化に柔軟に対応できる労働市場等の制度的な仕組みも、競争
の優劣を決める重要な要素となる事がわかる。
では、今後の成長の決め手となる人材の集合的能力を端的に示すと思われる日本の
TFP 成長率は、どのように変化してきているのであろうか。図 5-1 は、第 3 章で使った
図 3-36 を再掲したものである。長期的にみて低下傾向にあったが、近年は再上昇してき
ている事がわかる。では、就業者一人当たりの生産能力である労働生産性は、どのような
推移を辿ってきたのであろうか。図 5-2 は、一人当たりの労働生産性と、時間当たりの生
産性の推移を見たものである。一人当たりの生産性は、1991 年の段階で屈折がみられ、
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近年若干の低迷が生じているが、時系列的に一貫して伸びている。また、時間当たりの生
産性も順調に伸びてきており、労働生産性は高まっている事がわかる。
図 5-1

TFP 成長率の推移

(出所) 日本生産性本部「生産性データベース(JAMP)」から筆者作成 <https://www.jpc-net.jp/jamp/>

図 5-2

労働生産性の推移（一人当たり、時間当たり：実質）

(出所) 内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

しかし、世界的に見た場合のこの水準は決して高いものではない。労働生産性とは、
TFP に労働当たりの資本装備率を乗じたものであるから、就業者の資本装備率はどうな
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っているのか調べる必要がある 74。それが図 5-3 である。但し、この数値は、公共インフ
ラも含んだ就業者一人当たりの実質総固定資本ストックでみている事に注意が必要であ
る。数値は実質であるから、デフレの影響等も考慮されている。それで見ると、1980 年
以降順調に伸びてきた一人当たり固定資本ストックも、プライマリーバランスを重視した
政府の公共投資の抑制もあってか、2003 年頃に屈折点があり、以降一人当たり固定資本
ストックの蓄積の伸びは鈍化している。これは、第 3 章で見た様に最近の統計でも確認
でき、公的資本ストックは相変わらず現状維持であるが、民間設備ストックの伸びはやや
回復するも、住宅ストックの減少は著しく進んでいる 75。この部分の頭打ちが労働生産性
の成長に影響を与えている事は否めない。
図 5-3

就業者一人当たりの資本装備率の推移（実質）

(出所) 内閣府 SNA(平成 17 年基準) により筆者作成

以上、最近の TFP の動きに関して考察してみた。次に、この TFP と関連の深い人的資本
に関する研究である様々な内生的成長理論は、この人的資本をどのように考えて、どのよ
うに推定しようとしているのか、いくつかのモデルを紹介し説明しながら考えていく。
第2節

代表的な内生的成長論と技術進歩、人的資本

前節で TFP 成長率と人的資本、そして経済成長との関係に関して考察した。これは、
基本的にソローモデルで使われた生産関数の視点からの検討である。このモデルの中での
生産要素は、TFP、固定資本ストック、労働投入時間数であった。従って、経済成長率
は、各生産要素の生産弾力性である TFP 成長率と、資本ストック、労働投入の生産弾力
性（分配率）の合計値となる。しかし、TFP 自体は生産関数から出てくる残差として、
74


Y  AK  L1 の生産関数の場合、 Y L  A( K L) であるから、 y  Ak となる。

75 SNA 固定資本ストック速報

H29 年 6 月 29 日から
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投入と効果が明確でなく外生的に与えられるものであった。一方、内生的成長論とは、一
般的に技術進歩といわれる TFP は、資本や労働を投入して行われる生産過程と密接な相
関を持っており、内生的に生み出されるとする理論である。この節では、代表的な内生的
成長理論として、AK モデル、経験を通じた学習モデル、人的資本モデル、R&D モデル
を取り上げ、その意味するところを説明する 76。但し、消費に関する各モデルの説明に関
しては、当稿の意図する問題意識とは異なるので省略している。
2-1.

AK モデル

(Rebelo 1991)

AK モデルとは、生産要素と技術進歩は、独立した要素ではなく相互に関連するという
理論である。特徴としては、収穫逓減を前提としない。就業者の技術や知識量は資本の量
的蓄積過程、特に投資と密接に相関し、経済成長はこの知識量という TFP と蓄積資本に
依存する。よって、資本が増加し続ける限り、成長は拡大を続けるとするものである。こ
の理論を簡単に説明すると、次のようになる。
想定するのは、ハロッド中立的な生産関数であり、その生産関数にはコブ・ダグラス
型が想定される。

Yt  At K t (e t Lt )1
ここでの e

t

(5-1)

は技術進歩率であるが、これが労働につくことによって、労働のみの効率を

向上させるという意味で、労働増大的(labor-augmenting)である。そこで定数項 A を Lt
とともにカッコ内に入れると、生産関数は、労働効率の成長を持った労働投入量として次
のように書ける。
1

Yt  K t ( At1 e t Lt )1

(5-2)

1

ここでの At1 e t は労働効率の成長を意味する。この労働効率の成長を E t と置き換え、
その E t を資本蓄積過程で形成された知識や技術の総計で、新技術の投資を通じて資本ス
トックの大きさと一定の比例関係があると仮定する。それを式で表すと、

Et  aK t
と書き直せる。 a は E t と K t の比例関係を規定する係数である。
これを(5-2)式に代入すると、

Yt  K t (aK t Lt )1
となり、両辺を Lt で除して一人当たりに書き換えると、以下のようになる。

yt  k t a1 K t
ここで、 a

1

1

を A とし、 K t  k t Lt を代入すると

yt  k t Ak t1 L1t  (aL)1 k t  AL1 k t

(5-3)

76 片山尚平(1999 年)「内生的成長モデルの理論構造」の分類を参照した。
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となる。ここで、縦軸が yt で横軸が k t である生産関数の図式を想定する。すると、

AL1 部分 が労働効率に労働投入量を乗じた特定の定数であると考えると、 y t は k t の指
数関数ではなく、単に比例関係にある直線となる。つまり、一人当たり生産物は技術投資
を通じて人に体化された労働効率と労働投入量を乗じた定数に、期間の経過により逓減し
ない一人当たり資本を乗じたものであり、これが AK 理論となる。
この理論が示唆するものは重要である。この理論に基づくと、 y t を伸ばすには

L が大

きい方が良いという事になり、 k t はいくらでも大きくなることを意味する。すなわち、
L t が伸びれば直線の傾斜が大きくなり、傾斜の低いときに比べて成長が加速する。ま

た、5-3 式の両辺を k t で割った、 yt / k t は資本効率を表すので、 L t が大きいほど生産効
率が上がるという事になる。従って、就業者数の量は技術進歩の速さや大きさという点か
ら確保しておくべき要素となる。つまり、労働者の能力（知識や技術）は資本蓄積過程
（生産過程）の中で、労働者に体化された資質であるから、この体化された労働者の数が
多ければ多いほど経済成長は高まることを意味する。ここでのポイントは、 E t という労
働効率が、 K t という資本ストックと、係数  で比例関係にあるという事にある。しか

し、この理論は、資本ストックの蓄積過程でのみ技術や知識が増加すると想定しており、
一人当たり資本が大きいほど獲得知識量も多いことになる。ところが、第 2 章でも見た
ように、TFP 成長率は労働投入とも大きな相関があるという先行研究もあった。式には
労働投入量も残る事から影響は残されるが、労働効率部分には影響を与えていないし、残
差に現れる効率的労働係数は無視されている。また、このモデルは、米国や英国の現在の
成長をうまく説明するが、当初は小さな資本蓄積からしか出発できない発展途上国は、資
本蓄積が余程速くならない限り、決して先進国に追いつけない事になる。実際には、比較
的短期間でキャッチアップしている国もある。よって、モデルは全てを説明しきれていな
いのではないかという疑問が残る。
2-2.

Jones モデル(1998)77

このモデルも AK モデル同様に、5-5 式の様なコブ・ダグラス型生産関数を使う。この
モデルの特徴は、労働投入 Lt に二つの係数が付くことである。一つは、ハロッド中立的
な労働効率の成長であり、もう一つは、教育を受けた期間の人的資本の成長である。この
人的資本を導入する部分に特徴がある。生産関数では以下のようになる。

Yt  K t ( Ae t He u Lt )1
(5-4)
この e に付く指数の と は、その数値が 0 に近似するとき、連続型を離散型に変換す
る事ができるので離散型にして説明する。なお、A は労働効率であり、H は教育により
作られる人的資本、  は労働効率の成長率、  は人的資本の成長率であり、 tとu は期間
を表している。期間 t は通年であるが、 u は教育を受けた期間である。

77 これ以降の理論の説明には、片山(2001)の「人的資本と経済成長」での説明を引用している。
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Ae t  A(1   ) t  At
Heu  H (1   ) u  H u

(5-5)
(5-6)

と は、それぞれ成長率の定数である。つまり、労働投入量は、労働効率の成長と人的
資本の成長を反映した、労働効率と人的資本の係数倍の大きさを持つという事を意味して
おり、当然 tとu が伸びるに伴い大きくなっていく。
5-5 式の両辺を、カッコ内の労働効率と人的資本により拡張された労働者数で割ると、ソ
ローモデルの効率的労働当たりの式と同じものになる。

y t  k t

(5-7)

この時の定常解では、以下の式が成立している。

syt  (n     )k t
これを k t について解き、5-8 式に入れると、

yt  (s /(n     )) / 1

(5-8)
(5-9)

であるから、この式を通常の「労働者一人当たり」に直すために、5-6 式と 5-7 式を両辺
にかけると一人当たりになり、定常状態での一人当たり所得 y t* を求められる。

yt*  (s /(n     )) / 1 * At H u
但し、 At  A(1   ) t 、 H u  H (1   ) u である。

(5-10)

従って、一人当たり所得は、  と  によって伸びる事になる。 H u が定数であるなら
ば、ソローモデルと同様に、  で伸びる事になる。
このモデルは、教育による人的資本を除いた様々な要素を含む残差を、A の労働効率とい
う部分に反映している。また、就業者の教育を受けた期間により人的資本 H が拡大し、
教育を受けていない就業者より能率が拡大するという経験則をうまく反映している。また
このモデルを使った国家間の成長の収束を実証する場合、条件付きで収束が確認できるよ
うである。
2-3. Mankiw, Romer, Weil のモデル(1992)
このモデルは、以下の様な生産関数を想定する。
(5-11)
Yt  Kt H t ( ALt )1 
但し、 Lt は労働者数、 H t は熟練労働が提供する人的資本量、 A は技術水準で労働の
効率性を表す。ここで、 H に関しては、分配が必要であることを示している事に注意が
必要である。また、 A に表章される労働効率は、以下の関数である。

At  A(1  g ) t
さらに、資本の蓄積と、人的資本の蓄積は、単純化のために減耗を捨象すると、以下のよ
うになる。

K t  K t 1  sk Yt
H t  H t 1  s hYt

(5-12)

(5-13)
さらに、労働者数の増加率を n 、技術進歩率を g とすると、効率的労働者当たりの生産
関数と、物的資本と人的資本の蓄積式は以下のようになる。
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yt  kt ht



(5-14)








kt  kt 1  sk kt ht  (n  g )kt

(5-15)

(5-16)
ht  ht 1  sh kt ht  (n  g )ht
ここで、定常状態を考え、 k と h が伸びていかないと想定すると、 k と h は定常解で
一致し、同時に y も特定される。従って、均斉成長経路上での労働者一人当たり所得水準
は、

At yt  At k  h 

(5-17)
となり、所得水準は A の成長率である g で伸びていく事になる。もっとも、この段階
で、 s k が伸びる場合、 s h は伸びないので定常解点が異なってくる。そこで、このモデ
ルは一時的に新たな均衡の実現に向けて、 k と h が成長し拡大していく事を許容すると
いうモデルであることにも注意が必要である。またこのモデルによると、ソローモデルの
持っていた、所得格差を生む非現実的な資本ストックや貯蓄率等の想定は緩和され、妥当
性を持つ事が報告されている。
2-4.

R.Barro 等のモデル

上記の様な人的資本導入モデルは、単一の生産関数で表されるものとしては、バロー等
の以下の様なモデルに集約されていく事になった。つまり、投入要素として資本ストック

K 、人的資本 H 、生の労働力 L を使った生産関数である。

Y  AK  H  ( Le g )t1 
(5-18)
但し、 g は外生的に与えられる労働増大的な技術進歩率であり、  は物的資本のシェ
ア、  は人的資本のシェア、 Le は効率的労働を表す。また、 L は (1  n) で増加するも
gt

t

のと想定されている。
gt

この式の両辺を Le で割ると、以下の様な一人当たりの生産関数が得られる。

y  Ak  h 

(5-19)

この式を使って、企業の利潤最大化、限界生産物のレンタル価格への一致、家計の賃金か
ら得られる限界効用の最大化が解かれる構造となっている。このモデルによると、資本シ
ェア    が高ければ、収束スピードが経験値と整合的と報告されている。
2-5.

2 つの生産関数を持つ R&D モデル

このモデルは、Rommer の 1986 年の論文に端を発すると言われている。簡単に説明す
ると、就業者を通常の物的財を生産する就業者と、R&D を行う就業者という 2 つのグル
ープに分けて、通常の生産関数と R&D の TFP に与える貢献を生み出す生産関数の 2 つ
の生産関数から生産を考えるという構図になっている。今日、多くの大企業が直面してい
る技術開発にかける膨大な資源の投入の事を考えると、現実に即した考え方として受け入
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れられているが、実証面での妥当性に関しては疑問が提示されているようである。生産関
数の仕組みは以下のとおりである 78。但し、資本ストックは単純化のため省略している。

Y  AL1y

(5-20)

但し、 Y  産出量

A  技術知識

L y  産出物生産のための労働投入である。

ここでの技術知識は、非競合財であるが、 L は競合財である事に注意が必要である。もう
.
一つの生産関数は、技術知識の生産を表し、
・

A  z Aa L

・

である。但し、 A ＝A の時間変化

(5-21)

ｚ ＝知識技術の生産性係数

La  知識技術生産へ労

働投入数を表す。
これは、知識技術の増加は、既存の知識技術量と知識の生産に投入される労働量に依存す
る事を示しており、 A の指数が 1 であることから単調増加関数であり、収穫不変の関数
である。労働投入に関しては、

L  L y  L

L  lL
である。但し、 L は総労働量であり、 l は知識技術開発に投入される労働の割合である。
労働投入を物的生産と知的生産に明確に区別しているのが特徴であるが、知的生産に分配
される量が大きくなると、 A 部分も大きくなるという構造であり、 A 部分を全て知識技術
開発部門で説明できるという構造である。産業構造的には理解できる部分があるが、通常
の労働者の賦存されている学歴や能力の自主的な開発、それに伴う労働効率の上昇等に関
しては、考慮しなくて良いのか等の疑問が残る。
2-6.

ラーニング・バイ・ドウイングと技術のスピルオーバー 79

上記のローマーモデルを契機に、生産関数は一つであるが、投資を物的資本と人的資本
に分けて、物的減耗はもとより人的資本の減耗（技能劣化、リタイヤや死亡）まで考慮に
入れながら両資本の蓄積過程を考えるモデルや、人的資本の生産関数に物的資本の固定資
本ストックの一定割合を使うといった、生産の二部門モデルも考案されるようになってい
る。これらはいずれも、収穫逓減性をもたらさないようにするには、どのようにしていく
べきかに関して工夫されたモデルであり、日本を含めて先進諸国が、これからの成長を考
える上で重要な研究であるといってよい。
内生的成長論でしばしば耳にするのが、ラーニング・バイ・ドウイングと技術のスピ
ルオーバーである。文字通り生産過程で学ぶことであり、開発された技術が拡散する事で
あるが、今少し掘り下げてみる。Arrow(1962)に始まるとされる、知識が生産を補完する
という考え方は、物的資本の増加を試みる企業が、効率的に生産するための方法を学習す
るというところから生まれている。それに伴って投資がおこなわれるので、ラーニング・
バイ・インベストメントとも言われる。従って、ラーニング・バイ・ドウイングとは、企
78 この部分の説明には、片山(2008)「知識と成長」を使った。
79 この項の説明には、大住訳、バロー・マーティン「内生的経済成長論」(2006)を要約して使った。
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業の資本ストックの増加によって、それに相応する知識ストック A の上昇がもたらされ
る。つまり、知識と生産性の上昇は投資と生産活動を通じて発生するという考え方であ
る。これには多くの実証研究があり、本稿でも AK 理論の部分で触れた。技術のスピルオ
ーバーに関して重要な点は、パテント等で保護されない限り、各企業の知識は他のどの企
業でも無料で利用できる公共財であるという事である。一般的には、スピルオーバーとは
賢い人々との交流を意味しているが本来は異なる。以上の事から、 A とは K の関数であ
るという事になるが、これらは、人的資本と本当に関係しないのであろうか。実は、この
2 つが達成されると収穫逓減の命題は消える。従って規模の経済が発生する。しかし、こ
のモデルでは完全競争による収穫逓減の命題と矛盾する。この規模の効果を除去する一つ
の方法が、 A は K ではなく、経済における労働者一人当たりの平均資本 K/L にあると主
張する事である。Lucas は、ラーニング・バイ・ドウイングと技術のスピルオーバーが人
的資本に関連するとした。ここに、各生産者は人的資本の総量もさることながら、経済に
おける人的資本の平均水準が利益を生むという考え方が出てくることになる。
以上の歴史的経過からみると、内生的成長論は未だ完成されておらず、様々な実証研
究が展開されているようである。結果的にみて、物的資本と人的資本の双方から TFP は
影響を受けている事は確かである。完全に解明されているわけではないが、双方の一部の
要素が TFP に影響している事も間違いないようである。一つの生産関数で各要素の効果
が測定できる生産関数が無いのであれば、どのような効果の分析を目的とするのかによっ
て、生産関数の種類を使い分けるのがよさそうである。
2-7. 人的資本モデルの実証分析への応用
以上、代表的な人的資本モデルを取り上げて説明を試みた。ソローもその講演録で語
っているが、各種の内生的成長論は結果的にソローモデルの修正的拡張版であるといって
も過言ではない 80。ソローモデルは、均斉成長に到るまでの過程を単純なパラメーターの
組み合わせで上手く説明する。一方、均斉成長経路での説明は、人的資本をベースにする
内生的成長論の方が詳しい。それは、均斉成長経路では、技術成長力といわれる TFP の
成長率でしか労働者一人当たりの所得が伸びていかないと、ソローモデルで語られている
からである。理論的に誤りがなければ、固定資本ストックの成長が逓減傾向にあり人口が
伸びていない先進各国は、経済成長力の伸び悩みを経験しつつあることから、この分野へ
の研究を深めていったのも理解できる。技術進歩の持つ意味の解明とその要因の強化こそ
が今後の成長を担保する。既に見てきたもの以外にも多くのモデルがあるが、基本的な構
造は同じである。つまり、TFP を完全に解読して要因を分解し、各要素を関数化する事
に成功している研究はない。あくまでも、TFP を構成するであろうと思われる一部の要
素を取り上げ、その効果を、生産関数を通して実証してみるという内容である。結局、
TFP を構成する要因の全体像は解明できていないのである。

80 ソロー(2000)「成長理論」福岡訳
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Hall and Jones(1999)にもあるように、「諸国間の所得格差は、なぜ発生するのか。」
という疑問は、開発経済学の持つ根本的な研究課題である。非常に多くのクロスセクショ
ン分析がそこにはあるが、本稿の目的は、「日本の経済成長に、海外からの移民が必要
か。」を検証する事にある。ソローモデルが語る様に資本の拡大による成長効果は一時的
なものであるが、均斉成長での一人当たり資本ストックの水準を決定する要素であり、将
来の国民の生活水準を決定づける要因でもある事から決して無視してよいものではない。
しかし、成長のない経済とは、活力や勤労意欲を削いでしまう経済に他ならず、マイナス
成長の経済は次第に格差の大きい社会を作る事さえ懸念される。長期的な成長の要件と
は、労働力の投入と TFP の成長にあるとすれば、日本の労働投入量の将来見通しに照ら
して、TFP 成長率が大きな役割を持つ。そこで、本稿でも比較的取り扱いが簡単で収穫
逓減と逓増の双方の特徴を持つジョーンズモデルの生産関数を使いながら、必要な修正を
加えたうえで TFP の効果を探っていく。
では、実証分析で必要になる TFP の構成要素である人的資本とは何なのだろうか。概
念的に理解できても、人的資本とは一体何を指しているのだろうか。例えばジョーンズモ
デルは、TFP を労働に付くものと想定しており、人的資本が教育年数によって一定の定
数で成長する事を想定したが、元々の人的資本部分はどうやって測り、効率的労働部分と
はどのように区別されるのであろうか。また、何が効率的労働を作るものなのであろう
か。本来、TFP とは生産関数からの残差であるから、全ての要因を解明する事はおそら
く無理である。しかし、この TFP をうまく表象する変数を求めなければ、実際の実証分
析はできない。このように、人的資本を上手く表象すると思われる変数を探す必要があ
り、これが人的資本の代理変数といわれるものになる。
先行研究をみると、名古屋大学の卒業生で、現在経済産業研究所に所属している小西
(2003)の論文では、経済成長に影響を与える人的資本としては、学歴を人的資本の代理変
数とすべきだと主張しており、33 都道府県のデータからその経済成長を、 Y  AK  L H 
の生産関数を使い成長会計の手法を使って固定年間の成長階差で分析している。結果とし
ては、高校卒業以上・大学卒業以上の人口占率が、有意に経済成長に影響を与えていると
言うものであった。また最近では、富士通総研経済研究所の楊(2016)81が、以下の推定式
と国連が提供している教育の収益率を使って、賃金の現在価値から直接的な人的資本の計
測を 10 年毎に時系列的に行っており、TFP の推移を賃金という代理変数を使って数量的
に把握した注目すべき研究結果である。
t

H  e edu* * Pop( 15) *  r * e t dt

(5-22)

t 0

但し、 H は人的資本、edu は教育を受けた平均年数、 ρ は人的資本の収益率(0.085/
年)、 t は予想残存勤務年数、 r は平均年間雇用者賃金、δ は割引率、である。

81 富士通総研経済研究所

楊旺(2016)「人的資本の計測とその示唆」
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この式では、1970 年以降 10 年毎に上記の数値を調査し、定年までの残存期間に予定
される賃金の合計を現在価値に割り引いて集計するというものであり、各時点での人口の
推移、教育期間の変化等を反映したものになっている。それによると、人的資本は、
1970 年の 2,290 兆から 2000 年の 18,300 兆まで伸びたが、2010 年には 17,000 兆まで減
少している。さらに川口(2011) 82は、ミンサー型の賃金関数を使って日本の労働市場の分
析を行っている。ミンサー型の賃金関数とは、以下のような式で表される。
(5-23)
ln(wage)   0  1edu   2 exp 3 exp2  u
但し、 wage は賃金率、 edu は教育年数、exp は潜在経験年数、u は観察不能な決定要
因である。つまり、賃金の格差は教育年数と経験年数でよく説明できるとするものであ
る。これは、世界各国の賃金分布をよく説明する事で知られており、日本では各国に比べ
て経験年数が長く、この事が企業への定着を進め、企業特殊的な技能の蓄積を促進し、技
術進歩に貢献してきたとする研究も多数存在する。
他にも人的資本に関する研究は多々あり、森川(2013)の生産性研究に関する論文をサー
ベイした研究 83等に詳しい。本稿でも人的資本を表象する代理変数は、学歴であると想定
して人的資本を測定していく。その場合、本稿が想定するのはハロッド中立的なジョーン
ズモデルである。目的は、過去の労働人口の学歴別就業者統計から、将来にわたる変化の
傾向を調べ、今後ともそのトレンドが続いていった場合、将来の就業者人口の減少をどの
程度バックアップできるのかを計測する事にある。また、その傾向がなかった場合と比べ
て、経済成長効果はどの程度あるのかを知ることにある。現在日本では、学歴別に賃金の
格差がある事は広く受け入れられており、これは目に見えてこない生産性や能力による貢
献面に関して人的資源の違いがあるからに他ならない。
第3節
3-1.

人的資本の計測と分析

方法論

前節までで述べたように、人的資本を計測する方法としては、代理変数として様々な
ものが考案されているが、日本や世界各国においても学歴による賃金の差は能力や生産性
の差を表すものとして一般的に受け入れられている。様々な異論もあるが、このような学
歴別賃金が長期に亘り労働市場を通じて形成されてきたものであることを考えると、この
学歴による賃金格差というものが人的資本の差の一部を表していると言っても良いようで
ある。ミンサーによると、さらに、経験年数の差というものが挙げられているが、日本に
おいては、時系列的統計に大きな勤務年数の差はみられない。これは、言うまでもなく日
本的経営の産物である。本稿では、世界と日本との差を比較する事が目的ではないので、
日本における人的資本の差は学歴別の賃金に表象されていると考えてもよさそうである。

82 RIETI 川口大司(2011)「ミンサー型賃金関数の日本の労働市場への応用」2011
83 RIETI 森川正之(2013)「RIETI の生産性研究について」2013 P-010
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J-026

そこで、本稿では人的資本の代理変数として学歴別の賃金を使う事にし、この章の分
析及び次章で想定する生産関数を次のように設定する。前節のジョーンズモデルとの差
t

は、 H u ではなく Hu t とした点である。つまり、一般的には e で表されてきた TFP 成長
t

率を、 e 部分と TFP 成長率の一部を構成する Hu という人的資本部分に分離しているこ
とになる。なお、 Hu t は別途定義される。


Yt  AK t (e t Hut Lat hot )1

(5-24)

但し、 Y は GDP、 A は定数、Hu は学歴別人的資本指数(2015 年の高卒賃金を 1 とし
た賃金指数に学歴別シェアを乗じたもの)、La は就業者数、 ho は投入労働時間、λ は
TFP 成長率、 t はタイムトレンドである。
本稿で想定する生産関数に使われる人的資本指数とは、就業者総数に一人当たり労働投
入時間を乗じた総労働投入時間数 Laho に付く人的資本指数 Hu の部分である。この部分
は労働量を拡張(または、縮小)させると思われる、各年の男女を合計した平均的な学歴別
の人的資本を表す指数である必要がある。また、当然であるが就業者の総数と学歴別の構
成人員の内訳合計とが整合的である必要がある。既に述べたように、今回この人的資本指
数には毎年の学歴別の平均賃金（男女合計）を代理変数として使う。この場合、推定期間
の年ごとの就業者の学歴別人員構成が分かれば、ある年のある学歴の賃金を基準とした学
歴別の賃金指数と学歴別就業者数シェアを乗じた数値、すなわち Hu t がその年の人的資本
指数として年ごとの人的資本の違いや成長を表わすことになる。この場合、各年の物価水
準の影響を排除するために、名目で表示される統計値をデフレーターで実質に変換する。
しかし、このように賃金を人的資本の代理変数とする場合、そこにはいくつかの前提が
ある事に留意が必要である。賃金を代理変数にするということは、就業者個々人の持つ学
歴という人的資本が高くなればなるほど、その人的資本に対する市場価値としての実質賃
金が上昇するということであり、学歴別の実質賃金の平均値が高くなるという事は、その
学歴が持つ人的資本に対する価値を市場が高く評価しているという事でもあり、学歴の持
つ質の上昇と考えてもよい。それとは逆に、就業者全体の平均実質賃金が引き上がるとい
うことは人的資本も同様に上昇していると見なせることも意味する。また、就業者の内訳
として実質賃金の低い層を多く雇用すれば、賃金を人的資本の代理変数とした以上、全体
としての人的資本指数は低くなり、賃金の高い層を多く雇用すれば人的資本指数は高くな
るという関係がある事でもある。これは、就業者がどのような学歴層から構成されている
のかという人的資本の構造上の変化であるとみなせる。これらのことは、労働の生産弾力
性（労働の分配率）と TFP 成長率とは密接な関係にあることを示唆しており、TFP の成
長に労働への分配である賃金の総量が少なからず影響しているという事を意味することに
なる。このように考えると、実質賃金を、TFP の一部を表す人的資本の代理変数とする
ことの妥当性とともに、TFP を高めるにはやはり金銭的なインセンティブも必要になる
のではないかと推察させる結果となっている。
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実際の賃金の統計値については、毎年の賃金構造基本統計調査から学歴別の平均賃金
を使い、就業者数の学歴別内訳については就業構造基本調査時系列第 3 表から教育別有
業者人口シェアを使って算出した。有業者は、フルタイムの一般労働者と短時間労働者で
構成されているが、各々の学歴別内訳がない事から一次アプローチとして学歴構成は同じ
と想定した。むろん、現時点での学歴構成はフルタイムである一般労働者の方が高いと考
えられるが、今後就業者が不足していく中で、女性や高齢者の短時間労働者を拡大してい
く必要があるとすれば、高い学歴属性を持った就業者も増えてくると推察され、長期的に
は一般労働者と短時間労働者との学歴構成上の差異は徐々に縮まってくると考えられる。
一方、後で述べる様に、就業者の卒業時の学歴構成は統計的にみて毎年高度化してきてお
り、同時に学歴を問われない短時間労働者のシェアも年々拡大傾向にある。その事によ
り、結果的には、現時点までの学歴構造の高度化による賃金上昇（人的資本指数の上昇）
と、賃金の非常に低い短時間労働者の毎年の拡大による人的資本の劣化の傾向のどちらの
傾向が強いのかを確認する作業手順となる。なお、学歴別平均賃金統計値はフルタイムを
前提とする一般労働者のみの数値であり、短時間労働者は含まれない。つまり、賃金統計
は、一般労働者の人的資本を表わす指数となるので、短時間労働者の賃金は、学歴とは無
関係の、各年の平均時間給と 1 ケ月当たりの平均労働時間数をベースに算出しており、
この数値の指数が短時間労働者の人的資本を表す指数となると想定している。
就業者総数の統計については、労働力調査長期時系列統計における就業者数を使い、
一般労働者と短期労働者はその内訳数から分割集計される。また、長期の賃金の時系列デ
ータを使う場合、そのデータは実質化することによって学歴の持つ年代ごとの質的な価値
の差も反映される。さらに、1990 年代後半以降のグローバル化へのうねりの中、経営側
が労働側に賃金抑制を要請するような動きもあったが、日本の労働組合は労働生産性に応
じた賃金が実現されるように経営側に働きかけるというチェック機能を失っておらず、妥
当な賃金水準が構成されたと想定している。学歴別の賃金は、賃金構造基本統計調査から
所定内賃金を使って指数化しており、賞与や残業代等は含んでいない。これは、一時的な
賃金アップ分ではない、いわゆるベアベースが市場原理に基づく人的資本を最もよく表し
ていると考えたためである。さらに、就業構造基本調査の統計値の欠落部分は、前後の統
計値から平均伸縮率を使って埋め合わせた。短時間労働者は、パートやアルバイト労働の
ことである。また、役員や自営業、非正規となる契約・派遣、嘱託等に関しては一般労働
者の学歴構成と同じと見なした。
以上により、前掲の Hu 部分を定義式化すると次のようになる。
5

Hu t   (laborshareit * wageindexit )

(5-25)

i 1

但し、 i は学歴区分であり、1=義務教育 2=高校卒 3=高専短大卒 4=大学卒 5=短時間労
働を表し、 laborshare は毎年の学歴区分別のシェア、wageindex は、2015 年の高卒賃金
を 1 とした場合の実質賃金指数であり、 t は 1980 年から 2015 年の年を表す。
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以上の定義から就業者の年次ごとの、①学歴別の構造(シェア)と、②学歴別の賃金指
数、および、以上を乗じた③人的資本指数を、先の各種データを加工して算出した。この
③人的資本指数は、その年の就業者全体の平均的な人的資本を表わす指数となる。その指
数の推移を図示すると、図 5-4 のようになる。図中の上の実線折れ線は、下部の学歴別の
各折れ線で代表される人的資本指数を集計した合計の推移線となっている。この図を見て
みると、高卒学歴者の人的資本指数は近年横ばいになっているが、大卒者の人的資本指数
が全体の水準を押し上げている事がわかる。
図 5-4

賃金を代理変数とした「人的資本指数」の推移

(出所)「就業構造基本調査」および「賃金構造基本調査」より筆者作成

上記の図でもわかるように、就業者の学歴別の賃金を代理変数とした質の変化と、そ
の構造的な変化である学歴別シェアを乗じた人的資本指数は、1980 年の 0.625 から 2015
年の 0.937 まで順調に伸びてきている。その伸び率は、35 年間の平均でみると毎年
0.88%（約 0.9%）となっている。一方、この人的資本係数は 5-25 式にもあるように、①
学歴別構成シェアの変化と、②学歴別賃金指数の変化に分解できる。それぞれが、就業者
の構造シェア変化による効果と、学歴別の質の変化による効果を表す。その効果を見るた
めには、賃金指数をある年で固定したり、シェアをある年で固定したりすることで各年の
人的資本係数を推定して集計し、その各々の各年の人的資本係数の推移をみればよい。こ
こでの分析ではこの固定年を 2015 年とし、基準となる賃金を 2015 年時点での高卒者の
賃金としている。このような基準で計算値を準備し、人的資本係数を学歴構造と賃金によ
る学歴の質とに分解してみた場合、どのようなことがいえるのかを次項で分析する。
3-2.

人的資本指数の分解と分析

図 5-5 は、2015 年の学歴別賃金指数を固定して 1980 年から 2014 年までの学歴別就業
者シェアに乗じて合計したもの（学歴別就業構造の変化が、各年の人的資本指数に与えた
影響を反映）と、2015 年の学歴別就業者シェアを固定して各年の賃金指数に乗じて合計

160

したもの（学歴別の質の変化が、人的資本指数に与えた影響を反映）と、先の図 5-4 の最
上段の折れ線で説明された実質賃金による人的資本指数の変化、すなわち、人的資本の構
造的変化との 3 つを比較してみたものである。この図は、中心にある実線で示された人
的資本指数の推移に、構造変化と質の変化がどのように影響したかを示している。各々の
平均の変化率をみると、人的資本指数の変化率は平均で約 0.9％であり、その内訳として
は、構造変化が約-0.1％であり質の向上が約 1％あったことがわかる。つまり、学歴別の
就業構造シェアの変化は、質の向上という変化を阻害する要因であったという事である。
図 5-5

学歴別構造と質の向上が人的資本指数に与えた効果

(出所)「就業構造基本調査」および「賃金構造基本調査」より筆者作成

では、学歴別就業者シェア指数は何故低下しているのだろうか。その原因を見たのが図
5-6 である。
図 5-6

就業者の学歴別構造（シェア）の推移（単位：%）

(出所)「就業構造基本調査」および「賃金構造基本調査」より筆者作成
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図は学歴別の賃金を反映させたフルタイムの一般労働計と、学歴を問わない短時間労働
者の占率を中心に構成されている。二つの合計値が 100％となる。点線や破線で示してい
るのが、一般労働者計の内訳としての学歴別の占率の推移である。図から明らかなよう
に、短時間労働者の割合が近年急増しており、フルタイムの一般的労働者が低下してきて
いる様子がわかる。ちなみに、1980 年に約 10％程度であった短時間労働者は、2015 年
では約 24％にまで上昇した。ここから明らかなことは、学歴を問われない低賃金の労働
者の増加が学歴別の人的資本構造に影響を与えているという事である。一方で、質をあら
わす賃金指数は上昇しているが、どのような要因で伸びているのだろうか。学歴別にみた
賃金指数が学歴別の人的資本の質の向上を表しているのであるが、市場は、どの学歴を最
も評価してきたのであろうか。図 5-7 がそれを示している。
図 5-7

就業者の学歴別の賃金指数（質）の推移

(出所)「就業構造基本調査」および「賃金構造基本調査」より筆者作成

図 5-8

就業者の本来の学歴別シェアの変化

(出所)「就業構造基本調査」および「賃金構造基本調査」より筆者作成
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学歴による人的資本の向上は大学卒の場合が一番大きく、2015 年には 1980 年当時の
1.8 倍となっており、全体を牽引している。全体では 1.6 倍であるから、1980 年の就業
者全体の教育水準による人的資本の平均的価値に対して、2015 年のそれは 1.6 倍の平均
的価値があると市場から評価を受けるに至ったという事である。
図 5-7 では、賃金水準が人的資本を表していると考えているため、賃金水準の違いを基
準にして振り分けたために短時間労働者も含めているが、単純に就業者の卒業資格という
観点からのみで就業者をみてみる。すると、図 5-8 のようになるが、ここから分かるよう
に個々人や親の学歴志向もあって日本の就業者の学歴構造は大卒者を中心として大きく向
上している。つまり、就業者の持つ学歴という人的資本構造は毎年高度化してきているの
であるが、就業者中の学歴によって賃金に差がつかない短時間労働者の増加によって人的
資本上昇の効果が減殺されているという事である。この事は、先に述べた様に賃金を人的
資本の代理変数とした時点で可能性として推測できたが、改めて統計的に明確になったと
言える。より明確にするために、この就業者の構成を就業者が本来持っている学歴で振り
分け、その学歴に見合った賃金を受け取ると考えて（短時間労働者の占率を考えないで）
指数化して、先の人的資本指数と比較すると図 5-9 のようになる。
図 5-9

短時間労働者なしの場合の就業者の人的資本指数の推移

(出所)「就業構造基本調査」および「賃金構造基本調査」より筆者作成

この図中の上の実線が持つ意味は、短時間労働者が存在しないと想定し、本来の就業
者の持つ学歴（就業者の卒業学歴）に対応した賃金が支払われたとした場合の人的資本指
数の推移である。実際には学歴を問われない短時間労働者が存在するので下の実線になる
が、この両実線のギャップは、短時間労働者が増加したことにより、その層で働く就業者
の本来持っている学歴（卒業資格）や能力には関係のない低賃金が支払われたことによる
人的資本と考える事ができる。日本は昔から学歴の持つ効用を重んじてきた。そのような
学歴志向による就業者の高度化が図られてきたにもかかわらず、産業界からの要請もあっ
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て、学歴不問の低賃金の短時間労働者の需要が増加している事から、本来あった学歴構造
向上の効果が減殺され、人的資本指数として反映されていないことを示している。
つまり、現在の日本では、学歴にふさわしくない低賃金の短時間労働者が増える事に
よって、平均の人的資本が構造的に劣化してきているのである。これは、短時間労働者で
はない非正規職員にも同様の事が言える。しかし、だからといって人的資本を向上させる
ために全就業者を正規または非正規のフルタイムの一般労働者にすべきだと主張するのは
短絡的である。今後は、女性や高齢者の雇用が増えていくと考えられ、その場合、育児や
家事、体力的な問題からフルタイム勤務が困難になる事も想定できるからであり、産業界
からも飲食小売等のサービス業等でそのような短時間労働者への需要が一定程度あるから
である。しかも、IT や AI 等の技術革新が進むことによって、従来短時間労働では無理だ
と思われていた労働であっても、現在ではその効率性から従来と同様の水準の仕事量であ
れば短時間で行うことが可能になってきているからである。そこで今後は、政府の「働き
方改革」を進めるにあたっても、時間あたりの労働に焦点を当て、たとえ短時間労働であ
っても、一般労働者と同様の学歴に応じた時間労働の金銭的価値を高めていくような労務
管理上の誘因に工夫がなければ、女性や高齢者等の中の能力のある高学歴の人的資本を有
効に使う事はできない。つまり、時間給をベースにした同一労働同一賃金の実現が必要に
なってきているのである。
ここで、人的資本の TFP に与える効果を説明するために、短時間労働者や短時間労働
者を除く一般の非正規労働者が学歴という人的資本にふさわしい賃金を受け取る場合を想
定してみる。つまり、図 5-9 の上の実線になった場合の、TFP の総量を算出するという
事である。その場合の人的資本は就業構造の変化による減少分である 0.1％が消えること
になるので、人的資本 Hu の増加は 1％となる。第 4 章のソローモデルで見た様に、就業
者数は毎年約 1％で低下し、労働時間数も毎年 0.6％ずつ低下しているのであるから 5-24
式で想定した生産関数の laho 部分は約-1.6％となり先の人的資本 Hu 部分の 1％と相殺さ
れて、 Hulaho部分が-0.6％成長となる事になる。この部分が、5-25 式の生産関数の残差
部分の成長率である  部分で相殺されれば、人的資本を含めた TFP はプラスにもマイナ
スにもならず 0％で維持されることになる。人的資本を除く部分の TFP 成長率が 0.6％よ
り大きければ全体の TFP は成長し、小さければ全体の TFP 成長率は低下していく。後の
生産関数の推定のところで詳しく述べるが、実はこの残差部分の成長率は 0.6％である。
従って、就業者を正規・非正規の区別なく人的資本を表す能力にふさわしい賃金で雇用で
きるのであれば、TFP 成長率は低下せず現状のままで固定されることになる。ところ
が、この人的資本の構造変化部分が、実際には-0.1％であり、人的資本指数 Hu は 0.9％
であるので TFP 成長率はわずかずつ低下していく事になる。もちろん、人的資本指数の
質の部分の市場評価上昇率が 1％よりも大きくなれば、構造変化部分を補完し、一層の
TFP 成長率を達成する事ができる。この人的資本係数の質上昇が 1％の場合の経済成長
に与える効果を推定する具体的なシミュレーションは、次章で行われることになる。
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上記のことは、学歴別賃金という人的資本の代理変数に大きな意味を与える。つま
り、非正規労働であっても学歴にふさわしい賃金を与えなければ、全体の TFP が伸びて
いかないということであり、市場が学歴別の賃金に対して大きな評価を与えるならば、全
体の TFP も伸びていくという事を意味している。また、TFP を高めたいのであれば、高
学歴者はもとより技術革新に貢献した研究者や技術者の研究成果に対しても、賃金等に反
映させる何らかのインセンティブが必要であることも示唆している。そのような労働誘因
の工夫がなければ、人的資本の劣化が今後も発生すると考えられる。現在のように将来の
労働力が大きく不足すると推定されている日本では、人的資本を有効に効率的に使ってい
く事が、成長のための重要な課題である。したがって、単に就業者の学歴向上に向けた取
り組みだけでは不足であり、短時間労働者や非正規労働者の増加という構造的な問題や、
日本的な横並び型の報酬体系ではないインセンティブを加えた賃金体系に関しても検討す
る必要があると思われる。もちろん、今後とも就業者の学歴構造の高度化を図らなくても
良いわけではない。将来に向けては就業者全員に大学卒業やそれ以上のキャリアを持たせ
るように政策が運営される必要性があり、現在政府が行おうとしている「大学までの学費
無料化」もその一環であると見なせる。もし、この就業者の学歴向上に向けた努力が無く
なると、当然将来の人的資本を含めた TFP の減少が予見される事になるからであり、先
の図 5-8 でも直近数年の就業者の学歴構造（卒業資格）は、横ばい状態にあり将来が危惧
される傾向値を示している。
さらに、少し先の将来のことを見据えると、今後 IT や AI が一層進歩しそれらの機器
の操作法さえ習得していれば、特別な知識やスキルは今までの様な仕事をする上では必要
なくなるといった事態も想定され、現在行われている一般的な仕事は単純化され短時間労
働者でも可能になる。その場合、現在の経営側の要請とも相俟って、ますます低賃金の短
時間労働者が増加していくと考えられる。その様な状態が継続すると、通常業務に学歴は
不要であり一部の正規職員のみが技術開発や経営に従事するだけで十分といった風潮にな
りかねない。当然、所得格差は広がる。このような風潮が蔓延すると、常に先進的で人類
の役に立つような技術革新や様々な改善を行い、そのような物やサービスを商品化して諸
外国に輸出しなければ経済発展できない宿命にある日本にとっては致命的な風潮となる。
これらの技術開発や諸外国への広範な商品販売を下支えするには、結果的に基礎的かつ応
用的な知識を体化した数多くの高学歴就業者が必要になるからである。もちろんその場合
には、短時間労働者であっても、高学歴者の量が多ければ多いほど日本の発展には寄与す
る事になる。そこから、将来の日本の経済成長にとっては、例え短時間労働者であって
も、今後必要とされる高学歴を志向する風土を失わせないような制度やインセンティブを
与える工夫が必要になるのである。
ここまでの統計値では、就業者数という全労働者を見てきたが、自営業を除く雇用者
数を、正規と非正規という概念で区別してその推移を概観すると、図 5-10 のような構成
割合の推移になる。この傾向からもわかるように、近年は非正規労働者が非常に多くなっ
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てきており、その中でも、今までの統計値にもあったように短時間労働者も増えてきてい
る。企業の行っている一般的な仕事の付与の仕方は、非正規職員にできる仕事は非正規職
員に任せるという姿勢であるが、短時間労働者の需要はどちらかというと単純な肉体労働
にあり、その場所に人がいる事が必要という場合が多い。従って、政策的な問題として雇
用制度等の検討を行う場合には、この層を分けて検討していく事が必要になる。一般的な
議論では、正規と非正規の問題として取り上げられるが、非正規の中の区別があいまいな
場合が多い。短時間労働とそれを除く非正規職員とは異なる概念である。先の人的資本の
算出に当たっては、短時間労働者の占率だけを取り上げて人的資本の構造を検討したが、
今後はこの短時間労働者を除く非正規労働者の占率と賃金指数をみていく必要性もある。
しかし、現在のところそのような詳細な統計は存在していない。
図 5-10

雇用者の正規・非正規・短時間労働の推移（万人）

(出所)「就業構造基本調査」および「賃金構造基本調査」より筆者作成

いずれにせよ、正規・非正規という区別は日本特有の区分であって、世界的にみると
差別を助長するような制度に見えることが多い。つまり、日本に働きに来る諸外国人から
みると、あまり魅力的な制度とは思われないという事になるであろう。これらの点を踏ま
えると、人材の有効活用という点と世界的な雇用慣行とのずれという点から、「同一労働
同一賃金」を保証するような、正社員も含めた、能力に応じた時間給をベースとする労務
管理制度へと、日本の労働慣習を抜本的に見直すことが必要になると思われる。
第 4 節.

生産関数の推定と将来の傾向

前節までで、本稿で想定する生産関数の形と、投入する総時間労働に付く人的資本指数
を推定した。また、その人的資本指数は構造的成長要因と質的成長要因に分解でき、その
傾向値は現在の日本の制度的な背景を含めて良く説明していた。これらの分析は、当然、
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今後の人的資本指数の推定に応用できるものとなる。しかし、先ず特定した生産関数への
当てはまりの良さを確認しておく必要がある。
先の人的資本指数を使って、先の 5-24 式を推定すると以下のような結果が得られる。
この推定でも第 4 章同様に CO 法を使っている。

Log (GDP) = 4.067+0.279*Log (ASET (-1)) + (1-0.279)*(0.0056*time +Log (HuLaho))
(6.908**) (3.241**)
(2.779**)
+0.820*AR (1)

(5-26)

(8.476**)

adjR2  0.994

DW  1.787

但し、Hulaho は、人的資本を考慮した総労働投入時間数である。
結果は、パラメーターが全て 1％以内で有意であり、修正相関係数も 0.994 と良好であっ
た。しかも、人的資本を除く TFP 成長率部分が 0.0056 と極めて小さい事から、人的資
本指数である Hu 部分が全体の TFP 成長率の相当部分を説明している事がわかる。ここ
で、第 4 章のソローモデルを改めて再掲すると以下のようであるが、この式は Hu 部分を
1 にした推計式であると見なせる。

Log (GDP) = 4.111+0.234*Log (ASET (-1)) + (1-0.234)*(0.0141*time +Log (Laho))
(5.90**) (2.19*)
(6.94**)
+0.808*AR (1)

(5-27)

(8.70**)

adjR2 

0.993

DW  1.696

但し、Laho は、総労働投入時間数である。
この 2 式の比較からわかる事は、学歴別賃金を代理変数として人的資本係数を求めて推
定した場合、単に人的資本指数を 1 と想定した従来の場合より、GDP という生産を上手
く説明するという事であり、従来の生産関数から導かれる TFP 部分の半分以上は、新た
な生産関数に組み込まれた人的資本指数で説明できるという事を意味する。その値は、
0.0141-0.0056＝0.0085 であったという事である。これは、占率で言うと従来の TFP 部
分の約 6 割（57％）を占める。しかし、残念ながら 6 割に過ぎず残りの 4 割部分は依然
として未解明のまま残るが、この部分は資本構造の変化、すなわち生産用機械や装置の高
度化(質)と、産業毎の資本構成(シェア)の変化が影響しているものと推察される。但し、
本稿ではこの資本構造の変化に関する詳細な分析は行わず、次章のシミュレーションで
も、過去の傾向がそのまま継続するものと想定している事に留意されたい。
一方この人的資本指数は、 Hu 部分を Laho という労働投入量に乗ずることから、当然
ながら、先の人的資本指数の成長率であった 0.0088 という数値にほぼ近似する。仮に、
この数値を推定の誤差により 0.9％で一致していると見なすと、先の人的資本の構造変化
要因と学歴の持つ質の変化要因に分解できることになる。数値に直すと構造変化部分が、
-0.1％であり、学歴の持つ質の賃金という金銭的評価向上分が 1.0％であったということ
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になる。従って、逆にいえば、TFP を成長させるためには、学歴構造を一層高める事と
市場における学歴の持つ金銭的価値を高めていく事が出来れば、全てではないが 6 割近
い部分に関して TFP を高める事が可能になる事を意味している。
この事は、政策的には国民の学歴構造をより高めるためのインセンティブとして、現
在の学歴別統計の上限となっている大卒だけでなく、より上位の学歴である大学院卒（修
士・博士）の給与モデルを提示したり、仕事の内容にもよるが高度人材の短時間労働を推
進するために、産業界に学歴別の時間給をモデルとして提示したりするだけでも、一定の
学歴構造押上げの効果が期待できるものと思われる。少なくとも、今後の日本経済を発展
させるには、世界基準に準じたより高度な人材を広く育成し、平均的な人的資本係数を拡
大させる方策が必要になる。このように考えると、先に見たような短時間労働者の拡大に
よる学歴構造のマイナスの影響は解消しなければならない。また、4 章でみたように、女
性や高齢者の就業を促進していく中で、今後増えるに違いない高学歴の女性や高齢の就労
者を、労働力不足という理由で無理に低賃金の短時間労働に押し込む様なことになって
は、折角身に着けている学歴も活かせず、人的資本指数の向上に貢献しない。ましてや、
就業誘因が働かない事から、就業しないことも選択肢となり、不足していく就業者を拡大
するという計画は成就しない。このことはコスト要因ではあるが、貴重な人材を無駄にし
ないためにも必要な費用である。
ここまでは、過去の傾向値から推定される生産関数に関して述べてきた。今後は、こ
の生産関数を使った次章でのシミュレーションになるが、その前に、この過去の人的資本
指数から導かれる将来値の推定に関する方法を検討しておきたい。次章で使われる生産関
数にどのような方法を使うかで、ベースケースを始めとするシミュレーションが異なるも
のになるからである。もちろん、生産関数の形は既に決まっており、毎年の資本部分であ
る K は連立方程式体系から内生的に決まり、 Laho 部分は過去の人口統計等から外生的に
与えられるので、問題は Hu 部分をどのように推定するのかという点になる。
通常、この人的資本指数を使った生産関数から将来の GDP を推定する場合には、前節
で検討した様に将来の人的資本指数を推定する必要がある。人的資本指数は 5-25 式で分
解したように、毎年の学歴別のシェア構造と毎年の学歴別実質賃金をもとにして推定され
るので、それらの「将来値」の推定ができれば 2015 年を基準とした人的資本指数が算出
できることになる。そこで、次章の長期推定である連立方程式体系モデルの中では、価格
の均衡は成立しており、学歴別実質賃金の伸びは過去平均と同様と考えて「外生的」に与
える事にする。また、各年の就業者の学歴別シェアも過去の傾向値から、そのシェアを将
来に延長して集計し合計を 100％に圧縮して求める事にする。このようにして求められる
人的資本係数 Hu を生産関数に組み込み、シミュレーションのベースケースとする。
次章でのベースケースは以上のような前提で行うが、人的資本指数が変化する場合の
シミュレーションでは、人的資本の質つまり賃金の推定に関しては、市場による価格調整
は完了していると考える事から、学歴別の所定内賃金の成長が過去の成長と同じであると
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いう前提での推定であり動かしがたい。そこで、その賃金指数に乗じる学歴別のシェアを
変化させていく場合のシミュレーションを行なうことになる。この場合、ベースケースで
外生的に与えられる総投入労働時間の減少率は、-0.0162 であり（就業者数-0.0105、労
働時間数-0.0057）、生産関数で求められる人的資本を除く TFP 成長率は 0.006 の固定で
あったので、人的資本指数が 0.0102 以上あればソローモデルでみてきたように長期的に
経済成長すると予想できる。就業者の質の上昇率である実質賃金の上昇率は、先に述べた
様に各学歴賃金共に 0.01 で伸び、就業者の質の加重平均指数は確実に伸びる事から、後
は就業者の学歴別シェアがどのように変化していくかが成長の大きさを決めるポイントと
なる。そこで、シミュレーションでは、この学歴別就業構成シェアを政策的に上昇させる
事が出来た場合のケースを推定する。これには、二つの方法が考えられる。ひとつには、
短期労働者の占率をある時点で固定し、一般労働の学歴別のシェアを大卒 100％になるよ
うに時間をかけて持っていく推定であり、もうひとつは、短期労働者の占率の増加傾向も
踏まえながら、一般労働の方の学歴別の構成が大卒 100％に向けて向上していく場合であ
る。次章では、この二つのシナリオに基づいてシミュレーションする事にする。
図 5-11

人的資本指数成長率の推移

(出所)「就業構造基本調査」および「賃金構造基本調査」より筆者作成

ここで、この人的資本指数と冒頭の TFP 成長率との比較を考えてみる。すると、就業
者の人的資本指数が毎年拡大してきているにもかかわらず、何故、冒頭の TFP 成長率
は、図 5-1 の推移でみた様に長期的な低下傾向にあるのかという疑問がわく。ここでみた
人的資本指数は、TFP 成長率の 6 割程度しか説明していないが、図 5-11 に見られるよう
に人的資本指数の成長率の推移がその一部を説明している。過去からの傾向値をみると、
人的資本指数の成長率は平均では伸びるのだが、毎年の伸び率は徐々に低下している。ま
た、2000 年代に入って図 5-3 にあるように資本装備率が横ばいの傾向にあることから、
全体として、長期的に TFP 成長率が低下してきているのではないかと推測される。
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以上の事から、現時点では、日本社会における人的資本の低下が徐々に進んでいる事
がわかった。その大きな原因は、かつて人々の知識や技能の蓄積を重視し推進させること
を評価する日本的な精神風土が、維持されなくなっていることにあるのではないかと思わ
れる。従って、今後は単に学歴別の賃金だけではなく、既存の就業者に対する OJT 研修
や資格取得の支援等を推進し、インセンティブを与えたり、特許や革新的技術開発等の貢
献度の大きい成果に対して相応の報酬を与えたりする事も TFP 成長率の拡大に繋がる。
これにより利益を得るのは、企業のみではなく国家でもある。従って、企業特殊的知識や
技能だけでなく、国際競争下で優位性を保持できる、幅広く応用可能な知識や技能を伸ば
すような官民挙げての取り組みが必要になる。上記の結果から、他にもいくつかの事がわ
かる。一つは、日本の経済成長に必要な TFP は就業者の持つ学歴という属性の総量に依
存する。従って、TFP の成長率を高めるには、高い学歴を持つ就業者の量が必要であ
る。二つ目は、就業者の持つ学歴の量は、TFP 成長率の一部を説明しているに過ぎず、
他に説明されていない部分が存在する。この部分は、次のシミュレーションでは、過去の
傾向値のまま推移するとしている。しかし厳密にいえば、この構成要素として、資本の質
や産業別の構成比、この構成を考える場合に必要になる、世界的に普及している非競合財
としての技術の割合等が考えられる。この部分の研究も今後は必要である。
ここで、先に述べた就業者の中の短時間低賃金労働者の拡大から、移民受け入れの是
非を検討しておきたい。既に何度も述べてきたように、日本の経済成長には人的資本指数
を高めていかねばならないが、就業者の学歴が高度化した社会構造を志向していく場合で
あっても、どんなに省力化の技術が発展したとしても、図 5-10 にある短時間労働者が雇
用者の 24％まで拡大してきたように、一定規模の低賃金単純労働者が社会階層の一部分
として必要であることは否めない。その視点で見ると、必要とされる労働力を経済情勢に
合わせて柔軟に供給できるような豊富な労働力人口が必要であることは言うまでもない。
この豊富な労働力の供給先に、人口が拡大している海外の労働力も考慮に入れようとする
考えが、一般的な国際労働移動の自由化政策である。この場合の労働力には、主に景気変
動に沿うような短期的な低賃金単純労働者の受入れが意図されるものが多いが、長期的労
働を目的とする海外移民の方を積極的に受け入れようという主張もある。本稿はこの後者
の形態を推薦するのであるが、これらの移民政策に対して、政府は過去から再三にわたっ
て、国内単純労働者の賃金を低下させるという理由で反対してきている 84。しかし、移民
の受入れに関して、高度人材のみを受け入れる政策を継続することは、必ずしもネイティ
ブの日本人にとって好ましいものではない。何故なら、そのことによって、能力のあるネ
イティブの日本人が、本来目的としていた職業や雇用形態で採用されずに、やむなく非正
規雇用や短時間労働へと押しやられ、人的資本指数の劣化を加速する側面もあるからであ
る。しかも、政府の移民規制にも関わらず、国内では一定規模の低賃金単純労働者が必要
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とされ、現時点でなおも増え続け、2115 年には 4 割を超えると推定されている。このこ
とは、国際価格競争の中での人件費圧縮の動きは、移民を受け入れても受け入れなくて
も、国際交易の進展を通じて国内にも及び、低賃金労働者の拡大は避けられない事を示し
ている。つまり、現状は、国際労働移動を自由化し低賃金労働者を受け入れた場合と、結
果的には何ら変わらないのである。異なるのは、その低賃金労働を担う主体が日本人だけ
なのか、移民労働者も含めてのものなのかという事であり、資本の海外移転により国内産
業が空洞化したか否かであり、将来の人口減により就業者数が不足するのか、否かであ
る。移民を受入れても、受け入れなくても要素価格の均等化が進むのであれば、人口減少
から経済成長が懸念される日本にとっては、移民を受け入れた方が有利である。さらに今
後、一層の技術革新により、従来型の一般労働であれば短時間労働者でも行える環境が整
ってくると、低賃金労働者に対する一層の需要が発生すると思われる。このことを踏まえ
ると、高度な学歴や技能を持つ外国人労働者のみが増えると、それにより学歴の低い日本
人だけでなく、平均的学歴の日本人までが低賃金労働者として雇用されることになる。従
って、国際的で公正な社会形成のためには、特定の学歴層だけを移民として受け入れるの
ではなく、全ての社会階層で日本人と同じように仕事を応分に分担してもらう必要があ
る。つまり、移民を受け入れる場合は、現在の日本人の平均的学歴水準と同じような構造
を持つように、また、日本人の苦手な分野に就労してもらい、ネイティブの日本人と補完
的な関係となる様に、移民の受入れ量をコントロールする必要がある。そのようにコント
ロールされてこそ、ネイティブの日本人と外国人との学歴別人口の社会階層が平等化さ
れ、社会的な不公正を招かない方策となるからである。
さらに、上記の移民に関連した国際分業体制について考えてみる。今までの歴史がそ
うであったように、労働集約的な産業分野での国際価格競争では、価格に日本での物価水
準を考慮した賃金を組み込む必要があるので、一定程度の品質が保証されるなら途上国と
同じような低賃金で働く大量の就業者が確保されない限り、もはや日本で生産する企業に
勝ち目はない。このような労働集約的産業が残る術は、大量普及型・大量消費型の商品の
製造ではなく、高品質な製品や美術・文化等の伝統的付加価値を持つ商品に特化する戦略
であり、特殊な耐久性や精緻性を必要とする製品、特別な安全性・耐久性等が必要とされ
る商品等の特殊な機能と特徴を持つ商品群への特化である。これらは、特殊なマーケット
を必要とする分野であり、例え高額であっても特定の分野での需要は高い。一方、海外に
製造拠点を展開していった産業では、国際価格競争下での世界的な低価格製造体制の整備
は一層進んでいくと考えられ、既にこの分野で生じてしまった国内の空洞化は、もはや移
民の自由化が進んだとしても取り戻す事はできない。今後とも移民を受け入れる事でメリ
ットのある分野とは、既に海外進出した産業の製造工程以外の部分である R&D や海外営
業・アフターサービスの分野であり、これから国際的な価格競争に晒される可能性のある
産業や、一定の国内需要に対応し、ネイティブの日本人を補完するサービス業等になる。
一般的に、高度人材として移民が承認されているのは、R&D 分野の人材であるが、これ
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からの日本が必要としているのは、そのような人材だけではない事に注意が必要である。
もちろん、これらの分野で多くの移民労働者を受け入れるには、国内の経済成長の良循環
が継続する事が不可欠である。また、長期移民層を含む日本人就業者には、今まで以上に
高度で多能的な人材へと育成し、賃金を増やし国内での人的資本指数を伸ばすような政策
が必要とされると思われる。
以上を総合すると、これからの日本経済の成長には、高学歴の属性を持つ就業者の数
が必要であり、将来の就業者となる年少人口の学歴をアップする事はもちろんのこと、前
章で追加的な就業者と想定した高齢者や女性であっても、例えそれが非正規職員や時間労
働者であったとしても、質の高い属性を持つ人を就業者として取り込むべきであり、移民
層にも日本人と同様の学歴構成となるような属性が求められるという事である。特に移民
層に関しては、大規模な移民を受け入れる場合、人的資本の平均的な質を確保する意味か
らも、少なくとも平均した場合には日本人と同等の高校卒業程度の学歴が求められる。こ
れは、「どのような人を日本国民として受け入れるか。」という、受け入れ国家側の主権で
あり学歴による差別ではない。よく言われるが、産業界が必要としている労働力は単純労
働者であり、そのような仕事を担う移民を増やせば良いといった主張は、短期間の景気循
環に伴う出稼ぎ労働者として受け入れる場合には取りえても、家族を含めて移住する移民
労働者として受け入れる場合には、必ずしも長期的に日本の経済成長に貢献する訳ではな
い。一方で、高度人材のみを受け入れるといった現在の様な制度も、経済的に必要な単純
労働者の量の確保を無視している。今後の短時間労働者は、現状のまま推移すると 2115
年には就業者の 4 割を超えるとされていることから、長期的に考えると、むしろ、日本
の平均的な人材を低賃金の短時間労働へと追いやるものになる。産業界が必要としている
以上、海外から移民してくる単純労働者を確保する事は、日本の人材を無駄使いしないた
めにも必要なのである。つまり結果的に、日本の学歴別の社会階層に近似したバランスの
良い移民の層の受入れが必要になるのである。
次章では、今までの簡単なシミュレーションを一つの指針として、この章で推定され
た生産関数を使って、やや精緻な連立方程式を使った日本経済モデルでシミュレーション
を行う。次章で検討されるのは、海外部門を含めたより現実的なシミュレーションであ
る。
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第6章
第1節

制度部門別

シミュレーション分析

量的シミュレーションモデルの構造と意義

前章までで、簡単な新古典派モデルにより、長期的な将来の日本経済の姿を描いてき
た。また、学歴別の賃金と構造が人的資本の質を代表する代理変数であると見做して、内
生的成長モデルにより現状をベースにする場合、労働投入量の減少は人的資本の拡大で補
う事はかなり難しく、短時間労働者の増加によってむしろ人的資本の劣化をも引き起こす
事がわかった。経済全体での人的資本の質の確保には教育の高度化が必要になるが、それ
だけでは不十分であり、短時間労働者を含む就業者の構成自体を学歴別の時間給を中心と
する構造へと抜本的に変更しなければ、今後予想される就業者数の低下を補完するには不
足する事を示した。ましてや、近年の人的資本を含む総 TFP は長期的に低下傾向にあ
り、モデルで使った過去平均の TFP 水準でさえも確保できるか危ぶまれる段階にきてい
る。従って、今後日本が経済成長していくためには、出生率拡大への取組と共に、就業者
への教育訓練の実施、特に一人当たりにかける OJT 訓練の時間と質、未就業者への一層
の高学歴化、高技能化への誘導と採用の促進といった、数と質の両面での持続的向上策が
重要になる。このような学校教育を超える企業内での従業員教育の必要性は、かつての日
本的経営の中で重視されたことである。かつての日本的経営は、学校教育という基礎的資
質の向上に加えて、企業内での従業員の実践的教育に力を注いでいたのである。また、移
民を受け入れる場合には TFP 水準を決めると考えられる日本の平均的な学歴水準を落と
さない様に、可能な限りネイティブと同じ平均的学歴を持つ移民労働力を受け入れ、就業
者数の量的確保と同時に、質の確保も重要になる。一方で、これから将来に向かっては、
若年人口数が極端に減少する事から、若年層の個々の能力を伸ばし多能型に育成すること
も必要になってくる。各企業は、限られた人材で今後激化する国際競争の舞台での優位性
を確保しなければならなくなるからである。従って、貴重な若年層の労働力に能力格差を
作ってはならず、低所得層の子弟に対する教育や学歴取得については政府や産業界の支援
が不可欠になってくる。同時に、大竹(2009.258)でも述べられている様に、人口が減少す
る世代への所得を含めた各種のメリットの増加による過度の過保護化を避けるために、若
年層人口の一定規模の確保による国内諸分野での競争状態の保持も、グローバル化の時代
を迎えた日本が国際的な競争に勝ち残るために必要な要件となると思われる。
この章では、今まで、国全体の経済で捉えて来た諸数値を、家計、企業、政府という
制度部門に分離して、各々の部門を連立方程式でモデル化し、各分野別に捉えられる将来
の姿を長期的にシミュレーションする事を目的としている。通常、これらは一国のマクロ
経済モデルや、マクロ経済と財政や社会保障ブロック等に分離して分析されているが、本
稿では、家計と企業、政府部門を分離して分析する。これは、家計部門の厚生水準の推移
や政府の社会保障やプライマリーバランスの推移を確認したいためである。現在、先進国
においては、人口減少が継続する場合、国内資本ストックの減少は徐々に進行する事か
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ら、当面の就業者一人当たりの所得水準は増加すると思われている。この事から、今後の
総所得や富を分散させる移民の受入れには、否定的な主張が出てくる。しかし一方で、今
後就業者が税や社会保険料という形で扶養しなければならない高齢人口も増える事によ
り、一人当たり生産所得も相当部分が希釈化され、直線的に厚生が増加するとは言えな
い。また、マンキュー等のクロスカントリー分析でも、人口減少下にある先進国では必ず
しも長期的に一人当たりの所得が伸びていくという現象は見られず、むしろ、GDP の収
穫逓減と資本ストックの減少により、超長期的には一人当たり所得は低減していくという
実証例も存在する 85。一方、第 4 章で行われた検討は、海外部門を持たない閉鎖経済を前
提としていた。しかし、現実には国際交易が存在しており、日本は世界最大の債権国であ
る。それらの影響も当然あるはずであり、より現実的に検討を加える場合には、開放経済
下のモデルで検討すべきである。そこで、人口減少下の日本では、それらの影響も踏まえ
た上で、どのような将来の厚生水準が描けるのかを検証する。現在までに、内生的成長理
論である AK モデルに代表されるような、GDP の動態的収穫逓増を実現しているのは
USA と UK のみである。この原因には、国際交易の拡大とともに、自由な移民労働力の
受入れによる需給両面を支える人口の持続的な成長が寄与している面もあるように思われ
る。この章での分析は、このようないくつかのケースを組み合わせてみた場合の日本経済
の分析である。
本稿の様に、人口減少は経済成長を阻害するので、それを補完する移民を受け入れる
べきであると主張すると、何故、移民排斥運動が先進各国で起こるのかという疑問が出て
くる。政治や宗教的な理由を除いては、主に移民の受け入れからくる自国民の賃金目減り
や失業のリスク等に対する反発であると思われる。これらの反応に対しては、経済学は要
素価格均等化原理から次のように説明する。すなわち、市場のグローバル化を受け入れる
以上、それによって拡大する交易を通じて要素価格が均等化していく事には抗えず、移民
を受け入れなくてもいずれ起こる現象であるというようにである。つまり、交易が世界規
模で大規模に起こる以上、先進国では、途上国と同じような製品を作る産業の従業員の賃
金の目減りは、移民がなくとも発生するという事である。したがって、移民を受け入れる
事による損失を述べるだけではなく、その利点も比較検討する必要があるのである。ま
た、世界各国がグローバル化を受け入れた以上、理論的には、先進各国はかつての繁栄を
相対的に喪失させていき、新興国が繁栄へとキャッチアップしていく事から、結果として
世界の諸国民の厚生水準は上昇するが、先進各国は旧来の優位性を誇示できなくなる。こ
れは、途上国のσコンバージェンスであり、先進国のβコンバージェンスといわれるもの
である。同時に、この理論から導かれる結果に対して、先進国は手をこまねいているので
はなく、対抗しうる国を挙げての政策をとらなければ帰結する事態は予測できる。成長率
の鈍化と、国民厚生の劣化である。つまり、自国の産業構造を国民厚生の維持拡大に向け

85 大住邦訳(2006)『内生的成長理論』から
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てどのように変えていくかという、長期的で明確なビジョンを持ち着実に実行する事が求
められている。そして最終的な優位性の確保と長期的発展には、前章で見たように、質の
高い知識技能を身に着けた就業者の総数と、そのような国民をいかに育てていけるかが非
常に重要な要素となる。
我が国は、近隣中国の目ざましい発展に倣って、国家資本主義的経済体制を目指すこ
とはできないし、USA や UK、EU が向かう可能性のある移民排斥の道もとるべきではな
い。これらの国々の移民排斥運動に共通している事は、ネイティブが希望を持って生活の
向上に邁進できる人生を失う事に対する恐れであり、決して孤立や利己主義を目指すもの
ではない。移民排斥運動は、産業構造が変化する事による再雇用策や、それによりおこる
格差の是正策を含めた国家の目指すべき方向に関して、国民への説明や説得が不足してい
た結果である。これは、いわゆる民主主義のコストである。既にグローバルな情報化社会
となった現代では、各国の国民の暮らしぶりが瞬時に情報となって世界中に流れることか
ら、もはや、一国だけが孤立した経済体制を維持する事は到底できない。その実行は国民
の致命的な厚生水準の劣化を意味し、国の存立を揺るがす。従って、今後の日本の経済的
選択は、自由貿易の一層の拡大による東アジアや環太平洋経済圏の確立や、相互協力体制
の構築、明確な国家ビジョンの確立、各国の就業者との交流の促進、そして人材を獲得し
育てる事のできる魅力的な制度等が重要な政策になるのではないだろうか。
1-1

モデルの構造と推定方法 86

この章で行う様な連立方程式を使ったマクロ分析は、これまでの研究では、技術的に
短期、中期、長期の分析が行われてきている。短期とは、ケインズ経済学の言う「財市場
の不均衡は数量的調整である稼働率等の調整によって行なわれるものであり、供給側の短
期的価格調整はマークアップ等による価格の下方硬直性の為行われない。」とするもので
ある。短期的状態が継続して初めて価格調整が行われ、中期的に財や賃金の価格、貯蓄や
投資の金利が決まる。これらを前提として、長期的な経済では、需給は均衡済であるとい
う仮定の下、供給側の生産要素の量と技術進歩がその経済規模の大きさを決めるという構
造になる。つまり、中期的な不均衡である経済変動では総需要が大きな影響力を持ち、
様々な消費量を通じて数量等の調整を供給側に要求する。この変化が繰り返されて物価や
賃金の価格が調整され、それが貯蓄や投資そして金利にも影響して均衡が成立する。その
ような調整の結果が、長期的に集計的資本ストックや就業者数に影響して常に需要される
供給を作り出すという前提である。この経済変動の構図は、当稿では、需要や労働の主体
である外生的に与えられた人口の変動に左右される事は言うまでもなく、蓄積された資本
の大きさや、生産能力に大きな影響力を持つ技術水準の推移にも影響を受ける。本稿は長
期分析を行う事を主眼としているので、基本的に上記の供給側の生産要素を使う生産関数
がモデルの中心となって来る。ベースとしての生産関数には、第 5 章で使った人的資本

86 モデルの「構造図」に関しては、付論 3 に記載。
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を盛り込んだものと同じコブ・ダグラス型を使う。よって、この GDP 推定は、毎年計算
される労働力と固定資本ストック、人的資本指数および技術水準を使っての連続的推定と
なる。これは、人的資本指数を除くと 4 章で使った一国全体の新古典派モデルでとった
手法である。しかし、この章での分析は、家計、企業、政府あるいは民間と政府といった
制度部門ごとのシミュレーションであるので、方法論的には集計的に行ってきた推定を、
改めて部門毎に分解して推定することなる。統計的には SNA で記述される分配過程をそ
れぞれのパラメーター値は将来的に変更がないという前提で忠実になぞって、バランス項
目ごとにその間の変動と、各制度分野間における数値の流れを推定する事になる。この過
程は最終的に消費、国内投資、海外への資金流出もしくは投資に相当する経常収支という
需要面の大きさの推定に他ならず、需要面の推定は過去のパラメーター値に基づく将来の
推定値であることから、当初の供給側である生産関数からの国民総生産や、海外所得を含
めた国民総所得の数値との誤差が発生する。この誤差の修正方法に関しては本稿では次の
ような調整を行う。SNA で表章されている数値は、当初の分配、一次、二次、可処分、
調整可処分、貯蓄、IS バランスと、制度部門別の各所得の変動が起こる度に節目が設け
られている。このバランス間の変動要因は、財産所得、直接税、現金による社会保障移
転、現物による社会移転、消費、投資である。つまり、SNA で表章される各バランス時
点での制度部門別の数値とは、各バランス間の変動要因が、どのように国民総所得の構成
に影響したかを表したものである。各バランス項目において供給側は一定であるから、需
要側の誤差の修正に関しては、その節目ごとに制度部門の構成数値を供給側に合わせる様
に調整する事が考えられる。たとえば、推定された各部門の構成比を供給側に合わせると
か、ある制度部門の推定を犠牲にして、供給側の全体数値から引き算するとかである。し
かし、バランス毎にこの調整を行うと非常に煩雑になり、引き算によりある部門の数値を
犠牲にする事も不自然である。そこで通常、どこかのバランスの時点で不突合も含めて 1
年分の誤差がまとめて調整される。本稿ではこの部分の調整は、バランス項目の最終段階
である I-S バランスの時点で行う。その理由は、各バランスの段階で調整を行わず制度部
門ごとに連続して推定を行った場合、各制度部門別の推定の誤差は各変動過程を経て、国
内投資が終了して残った I-S の部分に掃き寄せられることになるからである。一方で、経
常収支とは国民総所得(GNI)から、需要項目である消費と投資を引いたものである。よっ
て、実際に経常収支部分を確定させる数値としては、生産関数からの GDP に所得収支を
加えた GNI から、最終需要である消費合計（家計、政府）と総投資合計（家計、企業、
政府）を差し引くことで行なう。従って、当モデルの分配の最終過程で掃き出されてくる
経常収支に該当する数値と、確定させる経常収支とは一致しない。この差が誤差であり、
そうする事によって毎年の国内需給はバランスする構造となる。
また、各バランス間の流れと変動要因の推定方法である推定方程式（構造方程式）の
組み立てに関しては次の様に行う。一般的に考えられる構造方程式の立式方法には、3 つ
の手法が考えられる。1 つ目は、各バランスの前後間の制度部門別の数値を線形の関数で
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結んで、単純に過去の数値の流れをそのままなぞって立式する方法である。この方法で
は、変動要因は無視され、過去の傾向値だけがパラメーターに反映される。しかし、決定
係数は低くなる。2 つ目は、変動の要因に着目して、何故その変動が起こるのかに関して
独立した要因を探していく方法である。この要因が解明され高い確率で立式と推定ができ
れば流れに沿った推定は必要なく、後のバランスの数値は、前のバランス数値とこの変動
要因の推定式によって求められる数値で加減される定義式となる。通常、この変動要因の
100％解明は難しい。しかし、当然決定係数は高くなる。3 つ目の方法は、これらの 2 つ
を組み合わせて、数値の流れを反映しつつも変動要因も考慮して、構造方程式を立式する
方法である。本稿では、基本的に 3 つ目の手法をとるが、一部で 2 番目の手法も取り入
れている。このような方法で注意しなければならない事は、たとえ決定係数が高くても、
長期的に推定した場合、必ずしもその推定系列が正しくない場合があるという事である。
例えば、実質民間投資の推定において、0.950 前後の決定係数を持つ構造方程式はいくつ
か存在している。しかし、その一つを推定すると、100 年後に民間投資がマイナスとなる
様な事例も発生する。これは、明らかな間違いであるので、別の立式を試さなければなら
ない。妥当と思われる数列を求める為に、この過程は試行錯誤となる。それでも立式の相
違による将来推定数値の差異は発生する。結果的に、どの式を妥当な推定結果として採用
するかは、研究者に委ねられることになる。将来の推定であるので、将来のある時点にお
いて、経営者や国民がどのような決断を行うかに関しては、現時点では想像でしかないか
らである。また、この様な長期的な推定を行う場合は、将来になればなるほど誤差が大き
くなる。従って、本稿のモデルにおいても、考え方によって大きな差異が発生する事が予
想される。特に投資推定式においては、考え方次第で大きな差異が発生する。本稿のモデ
ルは過去の日本経済の辿った投資行動の経過を忠実になぞったものであり、その方向性を
延長したものに過ぎず、今後の方向性を盛り込んだものではないからである。本稿の目的
は日本の将来像を精緻に描くことではなく、あくまで就業者数の量的な推移の差異がある
場合、日本の GDP の規模にどの程度の影響を与えるかの推定であって、おおまかな傾向
値を示すに過ぎないという事に留意が必要である。なお、人口推移の予測に基づく、就業
者数の減少、女性や高齢者就業者数の増加等に関しては、「国立社会保障人口問題研究
所」からのデータにより作られる。就業者数の推定に関する関数は、外生変数の説明の項
で推定の方法に関して触れる。さらに、TFP の一部分を占めるであろう、労働の質を考
慮した場合の事例に関しては、別途項を設けてシミュレーションする。また、シミュレー
ションの中では、移民を大規模に受け入れる場合も想定しているが、現在の移民層は大部
分が若年層であり、高齢層の移民はほとんどいない事から、第一世代の移民者は就職や賃
金、職歴については日本人と同じ様に生活し、同じ条件で職に就くものと仮定する。
この部門別方程式モデルを作るに際して特に注意すべきは、集計的な新古典派モデル
の中で、唯一修正済決定係数が低く出てきた投資の部分である。先の第 4 章では、投資
は長期的には貯蓄と一致する事を前提としていた。しかし、現実には相当の期間にわたっ
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てギャップが存在している。この差は、第 3 章のアブソーブション・アプローチで見た
様に、結果的に国全体の「貯蓄-投資」差額は海外投資となり経常収支に一致する。これ
により、先の新古典派モデルで使用した様な、投資と貯蓄の一致を前提とした仮定の置き
方は行わず、投資の原資として貯蓄は総枠としての制約ではあるが、民間投資は国内と海
外とに振り分けられると想定する。固定資本形成としての国内投資が、民間の設備、住宅
投資や、政府の公共投資に振り分けられるとき、どのような要因が働くかに関しては、単
純に貯蓄からの影響だけではなく、先に述べた様に部分的に独立した要因が作用して決定
されると想定し、可能な限り人口や消費の規模と連動させる。このように変動要因を貯蓄
バランスから部分的に独立させることで、部門別の消費や投資の動きを、人口減少下の日
本経済の動態的推移に連動させて把握する事が可能になる。この部分の推定が終わると、
最終結果として政府と民間を合算した国全体の I-S のギャップを把握する事ができる。こ
の I-S ギャップは、国内で使われずに余剰となっている所得であり、これが海外に流れる
資金、すなわち経常収支（海外投資）となる。通常、この経常収支は長期的には収支均衡
に向けて収束していくものと仮定されるが、本稿ではモデルで推定する期間内で収束して
均衡状態になる事は想定していない。あくまでも過去の傾向値に基づき、現状のままの動
きが継続するという想定で、国際交易部分の数値の推定が行われる。また、政府投資にお
いては、厳しい財政のもとであっても国土保全等の観点から一定程度の政策的投資が必要
と考え、貯蓄の制約を逸脱した額を設定し外生変数とした。具体的には過去 10 年間の平
均の実質政府投資額が、将来的に継続して投資される額であると想定している。結果的
に、このモデルの中心的課題は、翌年の国内生産力を支える期末の「固定資本ストック」
と、海外資産を作る投資を如何にうまく捉えるかという問題に集約される。しかも、その
投資が、国内の過去の傾向値を反映したパラメーターの制約の下で、どれほどの国内投資
の規模になるのか、また、国内で余剰となる資金として海外投資（経常収支）にどれ程振
り分けられるのかを把握する事にある。同時に、それらが国内と国外に分かれてどのよう
に循環するのかという構造を把握する事に他ならない。一方で、このモデルでの国内投資
では「粗」投資を使って推定しているので、その投資に含まれる減耗が、投資された後に
どのようになっていくのかという過程も探る必要がある。そこで減耗には当期の投資の傾
向値も加味した。以上のような推定過程は結果的に「資本蓄積過程」の推定に他ならず、
翌期の生産関数に使う当期末の資本ストックの推定でもある。
これらを前提とすると、分配面からのマクロ経済の主要なフローの構造を作ることが
できる。すなわち、①前期の資本ストックと当期の就業者数である、先決内生変数を用い
て、生産関数より当期の GDP を算出する。その数値を名目値の GDPN に変換する。②
数値を各部門に振り分ける。推定式の左辺を構成するのは、SNA からとられた統計値で
あり・雇用者報酬・混合所得・営業余剰・間接税等と、制度部門別の固定資本減耗であ
る。右辺は、その構成を説明する方程式である。③次に、各部門の一次バランスを作る。
説明変数として、当初の分配に変動部分の所得収支等を使って部門別の GNI を推定す
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る。政府部門は、当初バランスと純財産収支から推定される。財産収支は別途推定され
る。④部門別の二次バランスを作る。説明変数として、主に一次バランスと前年数値を使
う。政府部門は、税金の別途推定による定義式となる。⑤次に、部門別の調整可処分所得
を作る。説明変数として、二次バランスと前年数値、65 歳以上人口を使う。政府部門
は、社会移転総額を別途推定して、二次バランスに合計する定義式となる。⑥家計と政府
の消費を求める。家計は一人当たり実質可処分所得と実質消費前年値を主な説明変数とし
て作られる。政府は前年実績と、65 歳以上人口が説明変数となる。⑦制度別の貯蓄は、
定義式として決まる。⑧民間と政府の投資を推定する。民間投資は、消費の規模と経済成
長率に影響を受け、需給両面からも影響を受けるが、基本的に貯蓄に依存する。政府は貯
蓄に大きな制約を受けず裁量的であり外生的に決まると想定する。⑨政府と民間の固定資
本減耗を推定する。両部門ともに、説明変数として前年数値と投資の影響を受ける。投資
は、技術革新による除却を促進している。⑩各部門の当期投資と当期固定資本減耗を、前
期末の資本ストックに反映させ、当期末の資本ストックを推定する資本蓄積関数を作る。
⑪各部門で推定される資本ストックを合計して、次期の一国の資本ストックとする。⑫生
産関数に、推定された来期の就業者数と当期末の資本ストックを代入し翌期の GDP を求
める。⑬資金調達後の民間と政府の I-S バランスの合算値である経常収支を、GNI から
国内需要である総消費と総投資を控除する事によって求める。⑭その経常収支を海外純資
産に合算させる。⑮海外純資産から生み出される所得収支を算出し、翌年の GDP に合算
して GNI とする。以上の手順を繰り返すことで、長期的な推定が可能になる。
GDP に関しては実質値で推定されるため、SNA で表章されている名目値との整合性を
図るために、GDP デフレーターを用いる。このデフレーターは、2014 年の日本の諸デフ
レーターとの価格比を一定にして毎年 1％ずつ上昇するように外生的に作られる。名目値
は、実質経済成長率に、国内諸インフレ率を反映したものである。他の諸デフレーターも
同様に 2014 年の価格比を一定に保つために、毎年 1％ずつ上昇する外生変数である。
また、海外投資を含む海外部門から、国内に還流する所得収支を推定するにあたって
は、国内経済を表す「SNA」データから、海外資産や海外からの所得収支の内訳や純増
加量の日本円ベースでの名目値が把握できる構造になっている。後の推計の項目で改めて
詳細に述べていくが、名目値での海外純資産と所得収支は、為替レートの相違による海外
純資産の評価替えの影響によりかなりの変動が予想され修正が必要となる。しかし、それ
にもかかわらず過去値の円ベースでの経常収支から海外純資産、海外純資産から所得収支
という一連の動きは統計的に極めて安定している事から、そのままの推定関数を使用し
た。なお、海外からの所得収支のデータで注意しなければならない事は、この所得収支の
データの中には、邦人が外国政府や企業から受け取る報酬と、外国人に支払う報酬との差
額も含まれているという事である。近年は、この差のプラスの数値も大きくなってきつつ
ある。所得収支の中では特別に区別していないが、企業の受け取る所得差とともに、個人
の受取る報酬差の合計も所得収支となる。将来この項目が、大きくなるという事は、企業
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が外国での活動で得る所得に加えて、個人が外国に出稼ぎに行って得る所得も増えていく
可能性があるという事である。
先に述べたように、SNA で公表される国内経済や政府税収に関しては、物価上昇も含
んだ名目値で測られるが、国全体の経済の実態を知るためには、物価上昇率を除いた実績
値で見ることが妥当である。従って、日本経済モデルを作り分析結果を提示するに当たっ
ては、国内の政府部門消費および国民厚生に関する家計消費と、部門別の投資に関しては
全て実質値で換算し推定する。当モデルのような、海外投資による海外からの純所得を取
り込むモデルを作る事は、今日極めて重要になってきた。その理由は、言うまでもなくそ
の海外純所得収入の規模が、図 6-1 で示したように無視できないほどに大きくなっている
為であり、今後とも EPA による国際交易や企業の垂直水平統合が進み、海外投資が継続
する限りその傾向が強まることが想定されるからである。
図 6-1.

経常収支とその内訳の最近の推移（名目値）

（出所）財務省

1-2

国際収支状況から筆者作成

外生変数について

生産関数には、資本蓄積過程の主要項目を構成する方程式のパラメーターを推定するた
めの変数は、4 章と同じく 1980 年から 2014 年までの SNA による実質値を使って推定し
ている。可能な限り内生的に変数が連鎖するモデルとしたが、政策的な効果を見るために
いくつかの外生変数を設けている。最新の人口統計(2017 年版)を反映する為の人口に関
する 6 つの外生変数、就業者数を推定する男女別と高齢者別の労働参加率の 3 つの外生
変数、人的資本を推定するための学歴別賃金と学歴別シェアの 10 個の外生変数と就業者
実質賃金であるが、それらを除くと、以下の 6 つが外生変数である。1 つは消費税率であ
り、これは、2019 年から 10％へと引き上げられることになっているが、現在までに 2 度
見送られている事から 8％のままとした。2 つ目は価格項目であり、GDP デフレータ

180

ー、政府投資・民間投資デフレーター、消費者物価指数であるが、これらは 2014 年時点
での価格比が一定となるように毎年 1％ずつ上昇するものと想定した。また同時に、就業
者の賃金に関しては実質賃金が過去 1%で伸びてきているので、その傾向を反映して名目
賃金も同様の 1%で上昇するものと想定している。この上昇率が他の価格デフレーターを
押し上げるので各デフレーターの 1%という上昇率とは整合的である。なお、輸入価格の
影響は為替レート等と相殺されて長期的には影響しないと想定している。3 つ目の政府の
補助金に関しては、その額が小さい事および直近では 3 兆前後と安定している事から、
長期的にも 3 兆に落ち着くと考えて一定値をとる外生変数とした。4 つ目の一人当たりの
労働時間数であるが、世界全体が労働時間数の減少傾向にある事、日本の場合はヨーロッ
パ各国に比べて現時点でも労働時間数が多い事、非正規労働者数が年々増えている事、
AI 等の技術革新が進むことによって労働時間数も減少の傾向に向かう事等を踏まえて、
従来通りの減少率が今後も継続するものと考えてベースケースの数値を作った。なお、日
本の成長に向けては、労働者数の確保に加えて総労働時間数を確保する事が極めて重要に
なる事から、シミュレーションのバリエーションとして別途どの程度の成長への貢献度が
あるかを提示する。5 つ目の政府投資であるが、内生変数化することも可能であるが、過
去の傾向値を使うと極端に低下する事も想定され、そのままで推定する事は政府の責任を
放棄する事につながるので外生変数化した。この外生変数に使う数値は、先にも述べた様
に過去 10 年間の平均政府投資額であり、厳しい財政の中でも削ることなく予算化された
この数値が、将来に向けて最低でも維持され投資される必要がある量であると推定される
からである。6 つ目は、海外純資産を算出する場合の、為替レートの変化等に伴う調整値
である。過去の傾向を踏まえて整合的と思われる数値を設定した。
人口に関して付言すると、総人口、15 歳以上人口、65 歳以上人口、生産年齢人口の 4
つの人口推移を、2012 年と 2017 年に社人研が発表している資料からとっている。加工
して使用される項目は、就業者数の推定に使用した生産年齢人口の減少率である。減少率
について 4 章では 2012 年の数値を使っている為、後述冒頭での 4 章のソローモデルとの
比較では最新分の減少率に置き換えて使用し、それ以降の推定や分析にも最新の減少率を
使っている。なお、2017 年に発表された最新の生産年齢人口減少率は、-0.01049 であ
る。2012 年発表の減少率は、-0.01227 であった。2017 年の減少率は、2012 年発表の
「出生死亡ともに高位」の推定値とほぼ近似している。
以上に基づき別添の方程式リストと合わせてベースケースを設定している。推定結果に
関しては、家計と企業からなる民間と政府の各バランス勘定に明らかな異常値は観測され
なかった。可処分所得、消費、貯蓄、投資等の一連の項目の各年推定値の流れは良好であ
り、モデルの GDP に対するファイナルテストでの平均平方誤差率(RAMSE 率)も 0.0227
である事から、当モデルは過去の傾向をうまく捕捉していると思われる。なお、推定ソフ
トとしては Eviews を使った。
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第2節
2-1

シミュレーションの手順とモデルの推定式の説明

シミュレーションの手順

日本経済モデルを組むにあたっては、3 つの事前作業が必要になる。1 つ目はモデルの
設計図であり、2 つ目は変数の略号と出所、単位等を整理したリストであり、3 つ目に変
数毎の将来推定を行うに当たり使った方程式のリストである。全て章末の付論で示してい
るが、方程式に関してはバランスの段階毎の過去値を上手く説明するように、様々な変数
を組み合わせてパラメーターを推定する事になる。もちろん、本稿では各方程式の推定に
使う説明変数の選定にあたっては、決定係数を毀損しない範囲で、人口や就業者数を極力
各所で使うように工夫している。それらの方程式を恒等式で連鎖させる事によって、生産
関数に投入する要素、特に翌年の資本ストックを推定していく。方程式は 90 本であるの
で、紙幅の都合上全部を説明できないが、これらの方程式の中で定義式を含めた代表的な
推定方程式を、後程具体的に説明することにする。
当モデルは基本的に、過去の傾向値をパラメーターとして求め、そのパラメーター群
が日本の経済実態を捉えているという前提で、将来の日本経済の一般的な姿を描くために
作られている。特に、少子高齢化を迎えている日本において、移民労働を受け入れる事を
提言するためには、移民労働を認めた場合の経済成長に与える効果を、具体的な数値に基
づいて比較しながら説明する必要がある。そのために、最初にシミュレーションするベー
スケースでは、現状のままの状態が継続した場合の日本の将来像を、資本蓄積過程から導
かれる結果に重点を置いて説明し、経済成長率と国民厚生の変遷を確認する。続いて行わ
れる変化シナリオ別のシミュレーションでは、本論の冒頭で示したように経済成長に貢献
すると言われている 6 つの方策を順次シミュレーションし、結果としての GDP の推移を
示す。それぞれのシミュレーションでもベースケース同様の分析が可能であるが、焦点を
GDP の成長と財政に与える結果という点に絞っている。なお、労働時間数の変化や女性
や高齢者労働を推進する場合の毎年の就業者数の拡大等に関しては、想定可能な任意の政
策目標年を設定してシミュレーションしている。移民労働を受け入れた場合のシミュレー
ションは、移民の規模別に社人研から人口構成変化の長期推定が出されているので、それ
に基づいて推定する。以上から、本稿におけるシミュレーションの特徴は、労働投入量と
人的資本の質の変化に重点を置いた分析となる。従って、資本蓄積過程に関しては、極力
内生変数化しており自動的に算定できるように工夫した。また本稿は、短期的な変動を詳
細に推定するものではなく、あくまで日本の将来という長期的で大まかな傾向値に沿った
姿を描くことを目的とするため、算定に多くの特別な関数を設定せず、所得分配の流れが
自然につながるように留意した。そのため、多くの変数に関して無視している部分も多く
あることに注意されたい。以上が、本稿でのシミュレーションの手順である。
2-2

内生変数の推定式の説明

このシミュレーションで使われる 90 本の構造方程式は、内生変数の推定式と定義式で
構成されている。これらの方程式は、付論 1 に「方程式リスト」としてまとめてある。
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推定式は、生産関数を含めて 34 本であり、定義式が 56 本である。ここから、付論 3 に
ある「モデルの構造図」に沿って主要な方程式を上の方から説明していく。
定義式の内の 4 本は(57-60)、就業者数(NLE)を算出するために使われ、その算出の根
拠となる人口・生産年齢人口・高齢人口統計と労働参加率は、外生変数である。同時に、
平均労働時間数(HO)も外生変数である。これらを乗じて、労働投入量(LAHO)が求められ
る。また、10 本の定義式(78-87)が人的資本指数(HU)の算出に使われ、その根拠となる学
歴別就業者数と学歴別賃金も、外生変数である。各年の就業者数と学歴別就業者数の合計
は一致する。以上により、労働投入指数(HULAHO)が算出される(2-3)。毎年の平均賃金
(WAGE)は、雇用者報酬を雇用者数で除した数値である。この平均賃金は、過去の傾向値
と第 5 章の人的資本指数の説明と整合的であるように、2015 年以降、毎年 1%ずつ上昇
していく外生変数として定義される。本稿は、長期モデルであるので生産関数が中心に据
えられるが、今述べたように労働投入部分は外生変数を根拠として使っている。よって、
生産関数を通じた計算で必要とされる残りの生産要素は、資本部分のみとなる。技術の成
長部分(λ)は、過去の推定値から求められたパラメーターを使う。従って、本稿における
これ以降の主要な推定式は、当年の GDP 算出で使われる生産関数に投入される前年末の
資本(K)が、毎年どのように蓄積されるのかを、連立方程式モデルを使って内生的に推定
しているに過ぎない。本稿で使用する生産関数(1)に関しては、前章において詳細に説明
しているので省略する。生産関数で計算された GDP は、過去の分配過程における SNA
の統計値が名目値であるため、先ず名目値に換算された上で、家計と企業、政府別の制度
部門に分配される。なお、上記および以下の項目と変数略号の横のカッコ内の番号は、説
明の利便性から方程式リストに記載している番号を記載している。また、本稿では就業者
数やその源泉である人口(高齢人口等)を明示的に取り扱いたいので、以下のモデルでは可
能な限り、就業者数や高齢人口の部分を推定式に直接盛り込むように工夫した。従って、
一般的な経済モデルの推定式とは異なっている面が多々ある。その代わり、過去の傾向を
反映する修正相関係数の値が低くならないように工夫している点に留意されたい。
① 家計所得分配

INIH (33)

家計所得の分配とは、SNA の統計上最初に出てくる GDP が家計部門の所得として分
類された統計値の事である。家計部門の統計値は、雇用者報酬、混合所得、家計固定資本
減耗の合計値である。これらの集計数値を左辺において、右辺の説明変数でその構成を推
定する。なお、混合所得を受ける自営業者等については、一旦、雇用者に準じた報酬を受
け取ると想定する。そこで就業者全体の報酬は、便宜的に雇用者の平均賃金に就業者数を
乗じて求め(34)、家計所得への分配は、この就業者全体の報酬の回帰式となるように工夫
した。なお、推定で使う雇用者の平均賃金(WAGE)は、過去の平均値から毎年 1％で上昇
する外生変数である。
家計所得への分配＝30077.72+1.128*就業者報酬
(7.934**)

(69.978**)
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修正相関係数＝0.993
② 企業所得分配

D.W.=0.236

INIE (35)

企業への分配は、左辺に当年実績をおいて、それを説明する変数を組み合わせて推定
した。前年実績を過去からのベース部分とし、それに当年の名目 GDP に比例した企業分
配と実質成長率から将来の成長見通しに向けた準備資金部分を加え、さらに就業者数に比
例して従業員に分配する分をマイナスしている。
企業所得への分配＝0.0893*名目 GDP+0.796*前年企業所得分配+1919.499*実質経済
(3.426**)

(10.039**)

(6.799**)

成長率-3.2528*就業者数
(-3.672**)
修正相関係数＝0.984
③ 政府分配

D.W.=2.592

INIG (36)

政府への分配は、定義式とした。付加価値税(38)と、それ以外の生産輸入税(39)は、別
途推定した方程式で求められる。補助金は、近年安定しているため外生変数として 3 兆
で固定した外生変数としている。
政府への分配＝付加価値税+それ以外の生産・輸入税+固定資本減耗-補助金
④ 家計所得一次バランス

GNIH (46)

財産所得の授受が終了したバランスである。この項目の説明変数は、①の家計所得分配
と、高齢者人口である。高齢者人口が増えると保有していた資産（株式等）を取り崩す割
合が増えるので、財産所得の授受を反映する一次バランスの家計所得が減少する。
家計所得一次バランス＝1.121*家計所得分配-5.493*高齢者人口
(132.397**)

(-4.694**)
修正相関係数＝0.995

⑤ 企業所得一次バランス

D.W.=0.324

GNIE (45)

企業の財産所得の授受では、海外所得(FR)と企業貯蓄が大きなウエイトを持つ。よっ
て、説明変数は、②の企業所得分配と、海外所得および企業貯蓄である。企業貯蓄は、投
資の財源だけでなく企業の財産所得の源泉ともなる。
企業所得一次バランス＝0.468*企業所得分配+0.3034*海外所得+0.534*企業貯蓄
(14.980**)

(2.166*)
修正相関係数＝0.994

⑥ 政府所得一次バランス

(10.204**)
D.W.=0.514

GNIG (44)

政府の所得一次バランスは、③に財産所得の純受け払いを反映した定義式となる。政府
の純受け払いは、財産所得の政府受取(41)から、財産所得の政府支払(40)を差し引いたも
のとして計上される。財産所得の政府受取(41)と、政府支払(40)の推定式は、別途推定さ
れる方程式である。
政府所得一次バランス＝政府分配+財産所得政府純
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⑦ 家計所得二次バランス

YR2H (50)

④から経常税を控除した家計所得バランスである。家計所得一次バランスと前年の家計
所得二次バランスの一定割合に、就業者数に比例する一定値を加えたものとして推定され
る。この変数を選択する理由は、当年の経常税控除後の所得の推定では、所得税等の現年
課税される財産所得受取後の所得と、住民税等に使われる前年課税分に関係する所得を使
う必要があるからである。さらに、就業者数を考慮する理由は、就業者数が増えると、少
額所得の非正規の非課税対象者も増え、家計所得の二次バランスを増やす。就業者数が減
るとコアとなる正規の割合が増え、非正規の非課税少額所得者は減ることから、家計所得
の二次バランスを減らすという関係があるからである。このような非課税枠内での家庭の
主婦のパート就業行動は日本では一般的であり、課税後の家計所得二次バランスに寄与す
る要因となるからである。推定されたパラメーターは、当年の課税前の家計所得の約
65％(おもに所得税控除)と、前年の課税後所得(おもに住民税控除後所得)の 27％を加え、
調整値として非課税対象を含む就業者数に比例した定数を加える事で、各年の家計所得二
次バランスにほぼ完全に一致する事を示している。つまり、一次バランスの当年値や前年
値から所得税等の経常税を控除しなくても、過去の一次から二次への所得比率が安定して
いることから、間接的に家計所得二次バランスが求められる。このようにすると、決定係
数は経常税を求める式(47.48)の決定係数に比べて高くなる。
家計所得二次バランス＝0.652*家計所得一次バランス+0.267*前年家計二次バランス
(21.712**)

(9.455**)

+1.155*就業者数
(2.562*)
修正相関係数＝0.999
⑧ 企業所得二次バランス

D.W.=1.216

YR2E (51)

⑤から経常税を控除した所得バランスである。この説明変数は、予定納税等の現年課
税分で使われる企業一次バランスと、前年課税分で使われる前年の数値、および GDP で
ある。このようにした理由は、⑦と同様である。また、通常 GDP の規模が大きくなると
企業利益も増え、課税規模が大きくなるため当バランスを小さくするような構造となって
いる。
企業所得二次バランス＝0.687*企業所得一次バランス+0.447*前年値-0.049*GDP
(6. 481**)

(6.042**)
修正相関係数＝0.991

⑨ 政府所得二次バランス

(-3.971**)
D.W.=1.343

YR2G (49)

政府所得とは政府税収の事である。当バランス項目は定義式とした。よって、⑦式や
⑧式のように間接的に求めず、政府税収の二次バランスは、⑥に企業からの経常税と、家
計からの経常税を加えたもので構成される。企業からの経常税(47)と、家計からの経常税
(48)は、それぞれの推定式から求められる。
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政府所得二次バランス＝政府所得一次バランス+企業経常税+家計経常税
⑩ 家計調整可処分所得

YDPH (53)

説明変数は、家計二次バランスと前年数値、および 65 歳以上人口である。⑬にもある
ように 65 歳以上人口が、社会移転の金額を決める代理変数である。65 歳以上の高齢人口
は、社会保障による給付を受け取る。従って、65 歳以上人口が増えると、家計調整可処
分所得は増える。また、過去からの傾向として前年値にも影響を受けている。
家計調整可処分所得＝0.758*家計二次バランス+0.216*前年値+20.558*高齢人口
(25.555**)

(6.406**)

(15.815**)

修正相関係数＝0.999
⑪ 企業調整可処分所得

D.W.=1.146

YDPE (54)

説明変数は、社会移転を受ける前の企業二次バランスと、65 歳以上人口である。⑬に
もあるように 65 歳以上人口が社会移転の金額を決める代理変数である。65 歳以上人口が
増えると年金や医療等の企業負担が増える事から、企業調整可処分所得が減る。
企業調整可処分所得＝5679.615+1.090*企業二次バランス-4.973*高齢人口
(8.376**) (47.612**)

(-5.437**)

修正相関係数＝0.998
⑫ 政府調整可処分所得

D.W.=0.310

YDG (55)

この項目は、定義式である。このバランスでの調整値は、⑬の政府社会移転純によっ
て計算される。
政府調整可処分所得＝政府二次バランス+政府社会移転純
⑬ 政府社会移転純

SO123 (52)

この項目は、社会移転の総額を計算する項目であり、社会保険料等の受取から、給付
等の支払いを除いた金額となる。現在は。この項目は大幅なマイナスである。説明変数
は、65 歳以上の高齢人口であり、この変数の回帰式で純社会移転額はほぼ決まる。
政府社会移転純＝6764.920-25.290*高齢人口
(6.303**) (-50.308**)
修正相関係数＝0.987

D.W.=0.886

以上により、制度部門別の調整可処分所得が算出された。ここからの過程は、各制度
部門別の調整可処分所得を基にした、消費・貯蓄・投資という需要を導く過程にある一連
の推定式となる。需要項目は、実質で算出する方が正確になる。また、家計消費は、一人
当たりの実質額で算出する方がより正確に算出できる。そこで、先に⑩で求めた家計調整
可処分所得を一人当たりの実質可処分所得に修正して求めた上で(8)、家計一人当たり実
質消費を推定している。家計消費の総額は、それに人口を乗ずればよい。また、名目に戻
すには、消費者物価指数を乗ずることで求められる。
⑭ 家計一人当たり実質消費

PERCHR (9)
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この項目は、可処分所得に影響を受ける事はもちろん、消費慣習としての前年の消費
実績にも影響を受ける。経済成長が高ければ将来への期待から消費が増え、人口が増えれ
ば一人当たりが減り、人口が減れば一人当たりが増えるという構造になっている。
家計一人当たり消費=0.241*家計一人当たり可処分所得+0.740*家計一人当たり前
(5.492**)

(15.456**)

年消費+0.7478*実質経済成長率-0.008*人口の前年差
(4.050**)

(-3.590**)
修正相関係数＝0.996

⑮ 家計実質消費

D.W.=1.851

CHR (10)

この項目は、定義式である。名目消費額は、この項目に消費者物価指数を乗じる(11)。
家計実質消費＝家計一人当たり実質消費*人口/100
⑯ 政府実質消費

CGR (12)

この項目の説明変数は、前年実績と人口である。人口の減少に従って、政府消費も減
っていく。
政府実質消費＝0.0182*人口+0.951*前年政府実質消費
(3.722**)

(55.024**)
修正相関係数＝0.991

D.W.=0.907

以上によって、需要項目の消費の部分が求められた。次に、調整可処分所得までの流れ
が、名目値であるために、消費と貯蓄を一旦名目に戻した上で、以下の様に定義式によっ
て制度部門毎に求めている。なお、企業貯蓄と家計貯蓄に関しては、年金基金準備金変動
(PENADJ)部分が影響してくるので、その額を別途推定(16)して使っている。
⑰ 家計名目貯蓄

KSH (17)

家計名目貯蓄＝家計調整可処分所得-家計名目消費+年金基金準備金変動
⑱ 企業名目貯蓄

KSE (18)

企業名目貯蓄＝企業調整可処分所得-年金基金準備金変動
⑲ 政府名目貯蓄

KDG (19)

政府名目貯蓄＝政府調整可処分所得-政府名目消費
以上によって、制度部門別の貯蓄額部分が求められた。この過程以降に関しては、投
資・固定資本減耗・固定資本ストックを算出する過程になるが、制度部門別に分離して分
析するための数値は算出できたので、以降の過程に関しては簡略化のため、制度部門を、
民間と政府の 2 部門にまとめて推定していく。
⑳ 実質民間総投資

IPR (20)

民間総投資も消費と同様に実質で決定される。将来見通しとして実質経済成長率にも
影響を受ける。一般的にはこの民間投資の説明変数として、資本コスト（長期金利、設備
投資減耗率、法人実効税率）が使われる。しかし、1990 年代後半から金利が低くなり、
企業の内部留保も蓄積されているにもかかわらず、一向に投資拡大の兆候がない。この原

187

因は、少子高齢化による国内需要の先細りを懸念した投資抑制と考えられ、近年では需要
の将来見通しが重要になってきているようである。そこで、本稿では資本コストは使わず
ソローモデルと同様に貯蓄の関数と考え、前年値を人々が生活を維持する為に必要な投資
部分と考える。実質経済成長の増加額の部分は将来の成長への期待値を表す。
実質民間総投資=0.067*実質民間貯蓄+0.878*昨年実質民間投資
(2.133*)

(20.279**)

+0.513*(GDP-前年 GDP)
(10.643**)
修正相関係数＝0.957

D.W.=1.727

なお、実質政府総投資(IPR )に関しては、外生変数の項で説明した様に、国土保全の関
係から毎年最低限一定量の投資が行われると想定し、外生変数としている。また、実質値
を名目値に変換すると、名目値での民間と政府という 2 制度部門の投資総額が求められ
る。それらを合算すると、以下の㉑式となる。
㉑

名目総投資

IT (23)

名目総投資＝名目民間投資+名目政府投資
以上によって、全体の投資総額が決定された。次に、固定資本減耗額を民間と政府に分
けて推定する。
㉒

民間固定資本減耗額

DEPPAR (24)

民間や政府の固定資本減耗額も実質値で推定する。説明変数は、実質民間総投資額と
前年数値である。通常、固定資本ストックの固定資本減耗は何年かに亘って行われる。前
年値をその累積したベース部分と考え、当年償却計上される減耗分は当年の総投資の一部
を使って行われるものと推定している。
民間固定資本減耗額＝0.0869*民間実質総投資+0.923*前年値民間固定資本減耗額
(7.157**)

(64.734**)
修正相関係数＝0.996

㉓

政府固定資本減耗額

D.W.=2.334

DEPGAR (26)

この項目の説明変数は、実質政府総投資額(外生変数)と、前年数値である。解釈の仕方
は、㉒と同様である。
政府固定資本減耗額＝0.027*政府実質総投資+0.966*前年値政府固定資本減耗額
(16.897**)

(269.942**)
修正相関係数＝0.999

㉔

実質固定資本減耗合計

D.W.=2.424

DEPAR (29)

実質の固定資本減耗額の合計値は、㉒と㉓の合計値となる定義式である。なお、名目
の固定資本減耗額を求める場合は、㉒と㉓にそれぞれ、企業設備投資デフレーターと一般
政府固定資本形成デフレーターを乗じて算出される。
実質固定資本減耗額合計＝民間固定資本減耗額+政府固定資本減耗額
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以上によって、固定資本減耗額の算出が終了する。次に、固定資本ストックの算出に
なるが、この場合も民間と政府の 2 部門に分離して実質値で推定する。この算出には、
一般的な公式にある固定資本減耗率を求めて(30-32)使用される。なお、本稿の使用する
推定式が、公式と異なる点は、定数項に調整係数が含まれている点である。この理由は、
固定資本ストックは、逐年評価替えが行われるためであり、過去 35 年間の評価替えの実
績値が定数項や資本蓄積部分の係数に含まれている点に注意が必要である。
㉕

民間固定資本ストック

KP (6)

固定資本ストックの推定は、民間・政府ともに実質値で行なわれる。
民間固定資本ストック＝-7810.856+1.009*（（1-民間固定資本減耗率）*前年民間
(-3.142**) (361.140**)
固定資本ストック+民間総投資）
修正相関係数＝0.999
㉖

政府固定資本ストック

D.W.=1.722

KG (7)

政府固定資本ストック＝-7246.358+1.0099*（（1-政府固定資本減耗率）*前年政府
(-6.544**) (315.133**)
修正相関係数＝0.999
㉗

合計固定資本ストック

D.W.=0.226

K (8)

最終的に生産関数に投入される前年末の固定資本ストックである。当年の分配と資本蓄
積の結果が、当年末の固定資本ストックとなり、この数値が翌年の GDP 算出のために生
産関数に投入される。
合計固定資本ストック＝民間固定資本ストック+政府固定資本ストック
以上によって、国内の分配と消費、投資や減耗に基づき、逐年毎に資本蓄積がサイクル
していく推定式体系が完成した。次に、付論 3 のモデルの構造図の最下段にある、海外
部門の数値の推定に移る。海外部門は、推定の基となった SNA による統計値が名目値で
あるので、名目値によって推定が行われる。海外部門の推定で必要になるのは、民間と政
府の I-S バランスの額である。つまり、その合計値が経常収支となる訳であるが、本稿で
は、この合計値に民間と政府の分配の過程から求められる合計値を使っていない。
GNI(43)から、国内需要要素である合計消費支出(CNT:14)と総投資(IT:23)を控除して使
っている。この理由は既に述べているが、国内の各分配過程と消費や投資は誤差を含む推
定式であり、制度別の一連の推定の流れの中で、誤差が発生している事が推測されるから
である。また、統計値にも誤差脱漏がある。そこで、この毎年のサイクルの誤差を極力小
さくするために、途中の推定過程を省略できるこのような手法を使った。
㉘

民間貯蓄投資バランス

FRSI (71)

民間貯蓄投資バランス＝民間貯蓄(名目)-民間投資(名目)
㉙

政府貯蓄投資バランス

FRSIG (72)

政府貯蓄投資バランス=政府貯蓄(名目)-政府投資(名目)
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㉚

全貯蓄投資バランス(経常収支)

FRSI (73)

貯蓄投資バランス＝国民総所得-合計消費支出-総投資
以上の定義式により、経常収支が算出できた。次は海外純資産の算出である。
㉛

海外純資産

FOAS (74)

海外純資産は、前年の海外純資産に当年の経常収支を加える事で算出される。しかし、
長期的にみると、為替レートが一定ではなく変動している等の理由で、洗い替えが行われ
ており必ずしも公式通りではない。そこで、今後も日本の経常収支が黒字基調で円高が継
続する事を前提として、基準となる経常収支に対する変動値(COADJ)を求め(75)、基準と
なる海外純資産に乗ずることで、海外純資産調整値(FAMODF)を求める(76)。この調整値
を前年の海外純資産と当年の経常収支に合算することで海外純資産が算出される。経常収
支基準値と海外純資産基準値は、過去の統計値から外生的に与えられる。
海外純資産＝海外純資産調整値+前年値海外純資産+経常収支
この海外純資産から、国内に還元する海外財産収入が生み出される。
㉜

海外財産収入

FR (77)

海外財産収入＝0.0233*FOAS+0.621*前年値海外財産収入
(3.740**)

(5.192**)
修正相関係数＝0.968

D.W.=1.386

以上が、モデルの構造図に基づく、国内部門と海外部門での毎年のサイクル過程の説明
である。また、社会保障を含めた政府部門の詳細な分析で使われる、64 から 70 までの推
定式は、分析用の推定式であり、GDP の分配・消費・投資等の資本蓄積に関する毎年の
循環サイクルに直接的に関与するものではないので、説明を省略する。
なお、第 4 章で行ったソローモデルに基づくシミュレーションでは、ベースケースと
して資本蓄積過程の変数である固定資本減耗や貯蓄部分のパラメーターを一定値としたの
で、人口減少や高齢化による効果をみるため、それらとの相関を推定した変化シナリオを
用意した。しかしこの章での分析には、それらの仮定は行わない。それらの傾向値は、既
に当モデル内の各パラメーターによって説明されているからである。そこでベースケース
としては、あくまで過去からの資本蓄積過程を前提とし、それが続いた場合という条件で
設定する。全体的な方程式体系に関しては、付論にある方程式リストを参照されたい。次
節からこの方程式群から導かれる日本経済の将来の姿をベースケースとして説明し、その
後に、いくつかの変数を変えた場合のシミュレーションを行う。
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第3節

ベースケースシミュレーションの結果

以上の方程式セットで推定される結果をベースケースとしてシミュレーションを行な
い、推定された GDP 等の主要項目に関する結果数値を順次説明していく。
まず初めに、当連立方程式モデルと第 4 章で使った閉鎖型の理論モデルとの対比を行う
ために、2017 年の就業者減少率-0.01049 を使って、再計算したソローモデルの GDP 数
値(実質)と、当連立方程式モデルでの GDP 推移の対比を図 6-2 で示す。
図 6-2. モデルの相違による GDP 対比（2017 年就業者減少率）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

図からも明らかなように、両モデルともに推定期間を通じて GDP は成長せず、連立方
程式モデルでは、2115 年時点で 400 兆弱の GDP 水準しか達成できないことがわかる。
両モデルの最終的な GDP の数値の相違は、基本的にモデルの形が閉鎖型か開放型かとい
うところにある。つまり、連立方程式モデルでは、国内資金が経常収支(海外投資)という
形で海外に流出した分だけ、ソローモデルに比べて低くなる。一方、海外資産が大きくな
り、そこから一定の海外からの収入があれば、国内での可処分所得の増大により GDP の
減少割合が緩和されることになる。基本的に、円高になれば国内資金は海外に向かい、円
安になれば国内に回帰する。本稿のベースケースでは、日本の円高傾向は期間中を通じて
継続すると想定している。また、ソローモデルに比べて連立方程式モデルは、期間当初の
経済成長へのマイナスの影響が非常に大きい。この原因は、就業者の減少は両モデルとも
同じようにある事から、高齢化の進展による資産の取り崩しによるものが大きい。また、
このような状況でも海外投資が一定の規模で行われる事によるものである。推定期間の中
盤では 0％近辺での成長の期間がかなり長い期間見られるが、この原因は、海外からの所
得収支が人口減少による GDP の落ち込みを一定程度下支えしている事による。つまり、
海外部門を含めたモデルでは、日本が世界最大の債権国であることから、海外所得収支の
拡大が所得分配と資本蓄積過程を通じて推定期間の中盤以降の GDP 水準の維持に貢献し
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たのである。しかし、期間の後半部分では再度低下する傾向がみられ、これは就業者数や
労働時間の減少の影響による国内成長の低下傾向を表すものである。
一方

図 6-3 は、海外所得収支を反映した GNI と国内生産である GDP を対比したも

のである。同時に、固定資本減耗を除いた GDP も図中に入れている。この図からも明ら
かなように、今後の日本経済は GDP が低迷する分を GNI が補完していく様子がわか
る。しかし、GNI の水準も大きなものではなく、期間の前半では GDP と同様に落ち込む
事から GDP の成長を補って経済成長を確保するというレベルではない。しかもこの GNI
の成長も推定期間の後半になると逓減傾向を示しており、必ずしも楽観できる傾向ではな
い。さらに注目しておかなければならないのは、固定資本減耗を反映した GDP の推移で
ある。今後の日本経済は膨大な固定資本ストックを維持する為に、固定資本減耗額が増大
していき、経済が成長しない結果として固定資本減耗を除いた GDP は減少の一途を辿
る。従って、あらゆる経済活動はこの減耗を除いた枠内で行うことが求められる。もしこ
の減耗額が補てんされなければ、現在のインフラや国内設備が老朽化したまま放置される
事を意味し、国土は荒廃した状況を呈する事になる。
図 6-3

実質 GNI・GDP と減耗除きの実質 GDP の推移（兆円）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

ここで、世界の中での日本の成長を考えてみる。点線と実線のギャップが示すよう
に、国内 GDP と海外所得収支を含めた GNI との格差は、期間の前半でやや大きく、後
半でやや小さくなるという傾向はあるものの、ほぼ一定であり、期間中の海外所得収支は
GNI の 4～6％程度を占める。もしこの間の世界の経済成長が、2017 年に IMF が推定し
ている様に名目 4.7％（実質 2.7％）であるならば、この結果は世界全体の中での日本の
経済的な序列を相対的に大きく劣後させる。100 年後の世界は、実質成長率で推定すると
規模において少なくとも現在の 10 倍以上の交易がおこなわれていると予想される。それ
に比べて、日本の GDP は 100 兆以上低下し、GNI でみても GDP の 1.04～1.06 倍に過
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ぎず、国内経済の世界経済への影響力が大きく損なわれるからである。但し、後で述べる
が世界における日本の対外資産は相当な規模になっているので、その面での貢献度は高く
なると推察される。同時に、国内の実質成長率がほとんど伸びないのであるから、国内産
業を世界の産業と比べた場合、国内産業の相対的な縮小を招くことになる。
では、ベースケースシミュレーションが想定する海外部門の動きはどのようになって
いくのであろうか。図 6-4 はその姿を描いている。この図では、影響が波及する順番とし
て、①経常収支②海外純資産③海外所得収入の順になる事に留意されたい。
図 6-4

海外純資産と所得収支の推移

（2005 実質値）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

このシミュレーションによると、海外投資（経常収支）は今後しばらく上昇してい
く。しかし、高齢化の進行とともに、可処分所得に対する消費の割合が増え、家計貯蓄も
マイナスになり、国内資産の家計による取り崩しも進行する。それにより、民間貯蓄も減
少することから海外投資が減速する。しかし、高齢化がピークを過ぎると海外投資は復活
する。ところが、今度は人口減により国内生産力が弱まる為、次第にその勢いは減速す
る。結果として、海外純資産も大きくは伸びなくなり海外所得収入も逓減していく。一方
で 2040 年前後には、海外純資産が実質で約 520 兆と大きな額に達しており、総資産とな
るとその数倍のものがレバレッジとして期待できるから、世界中に分散しているというデ
メリットはあるものの、海外が受けるメリットは大きい。このシナリオのように利益を追
求し拡大する企業活動を通じて、国民所得が国内よりも国外に流れ出るような形で使われ
るなら、海外諸国の成長に伴う豊かさと、日本の海外投資が相乗効果を発揮して、国民は
国内で生活するよりも海外に脱出して生活する方が豊かな暮らしを謳歌できるかもしれな
い。したがって、GDP を恒常的に拡大させる国内投資は国民厚生にとっても非常に重大
である。GNI の拡大を単純に所得の増加と喜んでいるわけにはいかない。現段階での企
業収益の拡大による経営の安定性は謳歌できても、国内の固定資本ストックの増加に結び
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付かなくては将来の国民の厚生の拡大を担保しないから、単純な政策目標にするべきでは
ない。結果的に、GDP 成長率こそが持続的な国民厚生を測る最大の指標であるといえ
る。常識的に考えて、このような海外投資偏向のシナリオを避けるために、政策的に減税
や補助金等を通じて国内への投資を厚くするような方向に動くと思われるので、この事例
の様に直線的に国内資産が減少する事はないと思われる。しかし、現在のような傾向を放
置すれば、そのような傾向が強まる可能性もある。
図 6-5.

家計可処分所得と消費の推移

（2005 実質値）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

では、肝心の国民の経済的厚生はどのように変化するのであろうか。ベースケースで
家計全体の実質消費も推定しているので、家計全体の消費の様子を図 6-5 で示す。図から
わかる様に、人口の減少によって家計消費は徐々に減速していく。可処分所得の総額も同
様である。雇用者報酬と可処分所得の差額部分は、金融資産の取り崩しや社会保障等によ
る移転部分となる。この部分の大きさも 2040 年ごろをピークにして減少に転じていく。
実質 GDP と家計可処分所得の実線との間にある、固定資本減耗を除いた実質 GDP に注
目してみる。この減耗除きの実質 GDP から家計可処分所得を除いたものがほぼ企業の収
益となってくる。この部分も期間の後半になると逓減している。つまり、高齢化の影響は
消費部分ではそれほど大きくないが、人口の低下による全体消費への影響が大きくなって
いくと推定され、それにつれて、企業の国内での収益力も減少していくのである。
以上のような、家計の全体所得と消費が推定される場合、国民厚生の指標とされている人
口一人当たりの実質所得や実質消費はどのように変化しているのであろうか。それをみた
のが、図 6-6 である。この図で目立って伸びるのが、一人当たりの実質 GDP であるが、
この数値は同じく大きく伸びる一人当たり固定資本減耗によって、期間後半は伸びが抑え
られることがわかる。つまり、インフラを含めた固定資本ストックを維持し、人口が減少
したとしても現在の様な利便性の高い社会を維持する為には、非常に大きなコストが必要
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になるという事を物語っている。そのため、減耗部分を除いた一人当たりの GDP は一旦
伸びるが、期間後半では逓減する傾向を示している。また、雇用者報酬や可処分所得の実
質額も若干低下するが、ほぼ横ばいのまま推移し、その可処分所得の推移に密着するよう
に一人当たりの消費も伸びていかない。結果的に、家計貯蓄はほとんどない状態となる。
これは、実質賃金の伸びを過去の傾向値である 1％に抑えている影響が大きい。この事
は、先の図 6-5 と併せて考えると、ある企業が自社の防衛のために、雇用者報酬を抑えて
内部留保を厚くしていくと、全体の国内消費を冷え込ませ他の企業の売り上げを阻害す
る。このサイクルが経済全体で発生すると、全体消費需要の低迷に繋がり、結果的に自社
の業績を悪化させるといういわゆる合成の誤謬を彷彿させるものとなっている。
図 6-6

人口一人当たり実質所得・消費の推移

（2005 実質値）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

続いて、需要の大きな項目である「民間総投資」と、「民間固定資本減耗」の推定値を
見ていく。通常、民間総投資が民間固定資本減耗を下回る事は理論的には想定されない。
それは、経済成長を支える生産要素である固定資本ストックが減少し、経済発展の後退を
意味するからである。日本では過去には発生していなかったが、2000 年代に入ってしば
しば発生するようになった。このような傾向は今後も続くのであろうか。当ベースケース
の 2015 年からの予測値は図 6-7 に示している。この説明に入る前に過去値を振り返って
みると、1990 年代から投資の不規則な変動が頻繁に起こっているが、2000 年から 2015
年頃になると投資と減耗がほとんど同額となって拮抗し、2010 年には減耗が投資を上回
っている。このような傾向を当ベースケースの推定値は捉えている為、図 6-7 の様に民間
固定資本ストックは 2015 年から 2041 年まで減少すると推定される。つまり、減耗が投
資を上回るのである。その結果は、当然成長の低下となる。これは過去の統計から民間可
処分所得に対する総貯蓄率が、平均ほぼ 30％程度であったのに対して、近年の高齢化の
進展により家計可処分所得に対する貯蓄率が低下してきたことによる影響が大きい。企業
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貯蓄率は、その減少分を埋めるように貯蓄率を高めてきているが、家計貯蓄の減少分を埋
めるには至っていない。過去に進行した円高と国内デフレを反映して将来も国内投資が活
性化せず、むしろ利益を求めて海外へと資金が向かうことから、結果的に減耗の方が投資
を上回る。2041 年以降に関しても、投資は減耗と拮抗しほとんど減耗の補完のために使
われ新規投資が起こらない。民間貯蓄は、家計貯蓄がない事からほとんど企業貯蓄として
膨大な流動資産を持つ内部留保となるが、その大きさも期間後半では逓減していく。
図 6-7 民間総投資と固定資本減耗の推移 (2005 実質値)

（出所）シミュレーションにより筆者作成

さすがに、政府部門では過去に減耗が投資を上回るような現象は起こっていないが、
高齢化に伴う社会移転が多くなり、税収から社会移転を引いた政府の可処分所得が低下す
ると、投資余力が少なくなり固定資本減耗を完全にはカバー出来なくなる可能性も否定で
きない。もちろん政府には、裁量的な支出が許されるので、一般政府の固定資本ストック
が大きく減少する事は考えにくいが、予算制約から現在ある固定資本ストックを維持して
いくのが精一杯になるであろうことは予測できる。そこで、ベースケースではこの部分を
内生化せず、過去値から最低限必要と思われる政府投資を一定と考えて外生的に設定して
いる。しかし、この投資は最低限の水準であるから、結果的に一部の公共施設に関しては
老朽化したままになり、一部のインフラの整備は放置される可能性が出てくる。このよう
な事態が発生してくる段階から、経済成長のない中で高齢化が進展する事が、どれほど深
刻な影響を持つのかが国民に身近な問題として認識され始めると思われる。この推測は、
図 6-8 の政府消費と投資の推移で説明される。
このように見てくると、今後問題となってくる危機は現在も進行中であり、まだ顕在
化している部分が少ないだけであることがわかる。日本政府が財政的に苦しむ時期と、低
経済成長の影響によるインフラの荒廃で、目に見えて国民が不利益を被る暗い時代はすぐ
そこまで来ているのである。このまま国内資金が海外に流れていくという民間の投資行動
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では、国民経済は次第に困窮する事になる。この事が予測できるのであれば、政策的には
最近行われた法人実効税率の引き下げも重要な要素ではあるが、国内投資に関する減税措
置等の追加策も必要になってくると思われる。以上のような民間と政府の投資と減耗の結
果、日本の実質資本ストックは、図 6-9 のように推移する。
図 6-8

政府の消費と投資（政府需要：費用）の推移（2005 実質値）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

図 6-9 固定資本ストックの推定見通し（2005 実質値）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

この推定は、あくまで過去の傾向が続くという前提で行われている。実際には期間の
どこかで人為的な政策による介入がありうるので現実に起こるわけではない。しかし、何
等の政策も行われない場合は、このようになる可能性が高い。日本には資金がないわけで
はない。国内産業の作り出す製品やサービスに対する国内外の需要が見込めないことか
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ら、資金が国内に投資されずこの様な結果になるのである。廉価な普及品の各国への製造
販売という経営手法だけでは、低賃金の新興国での製品群には価格面で太刀打ちできな
い。従って、今後は官民挙げての日本でしか作れない製品やサービス、知財に特化し、そ
れを海外に積極的に売り込んでいく国際的な営業力が必要になると思われる。
図 6-10

政府バランス項目の推移（2005 実質値）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

ここで、政府のプライマリーバランスの達成を、I-S バランスが均衡する時点とみて、
財政状況に関して確認しておく。図 6-10 がそれを示している。この図から、現状のまま
推移すると、政府貯蓄は高齢化がピークを過ぎた 2055 年にプラスとなるが、プライマリ
ーバランスは 2095 年ごろに近づくが、期間中には達成できない事がわかる。この項目
が、バランスしないと政府財政の健全化はありえない。なお、政府の累積債務残高がバラ
ンスするのはそれ以降の更に後となる。この事は、拡大する民間企業の内部留保資金だけ
では、政府の財政を補てんする赤字国債の多くを国内で消化する事が難しくなる可能性を
示唆するものであり、基調として円安の方向へと動き、輸入物価が高騰し国内のインフレ
が加速する事を意味する。また、円は米国のような基軸通貨として認知されていない事か
ら、国債を引き受けてもらう諸外国の動向に配慮していかねばならないことをも意味して
いる。
最後に、社会保障の多くを占める、年金と医療介護の国庫負担規模の推移を確認して
おく。図 6-11 がその負担額の推移を示しているが、双方の負担額は毎年 120 兆に達し、
その負担が 2018 年以降 2042 年の高齢化のピーク時まで続く。それ以降は、減少へと転
じていくが、部分的な税からの社会移転とはいえ膨大な規模になる。この状況を乗り切る
には、やはり、国内の経済成長に伴う税収の確保以外にはないと思われる。
以上が少子高齢化時代を迎え、人口の減少に伴い労働力が減少し、低成長が継続して
いくというシナリオを、ベースケースとしてシミュレーションした場合の日本の将来であ
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る。もちろん、過去の統計から推定されるパラメーターが全てを捉えているわけではない
し、詳細に設定すべきところを無視している部分もある。しかし、上記の推定はおおよそ
の傾向値をうまく捉えていると思われる。
図 6-11

社会保障（年金・医療介護）負担の推移（2005 実質値）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

また、当ベースケースの様に、一向に財政が均衡しない場合、社会保障給付の引き下
げや増税が必要になるであろう。これらは将来の国民厚生の劣化を先取りする形での、国
民厚生の劣化を意味している。しかし、これらの措置により政府の財政が均衡して余裕が
出てくれば、政策的な自由度が増すことから、税制等での民間の支援や公共事業での経済
活性化策も立案実行され、国内に活気が戻る事も期待できるであろう。しかし、現在の日
本の経済状況に対して何もしないのであれば、人口減少に伴い労働人口が減り、その労働
人口の減少による労働投入量の低下は経済成長率の低下を招き、結果的に資本蓄積過程に
影響を与えて固定資本ストックの減少を招く。そして最終的には、一人当たりの GDP の
減少を引き起こし、厚生水準の劣化をもたらすというサイクルが日本の経済システムに存
在するのである。その結果、将来の日本にいるひとり一人の経済的厚生水準は、世界に比
べて相対的に大きく低下してしまうのである。
では、GDP の拡大に向けてどういう手段を講ずるべきなのであろうか。上記のシナリ
オから財政状態が良好になった時点で、その良好な財源を使って対処すれば済む問題なの
であろうか。対処療法も必要ではあるが、将来の状態が推定できるのであれば、やはり、
抜本的な対策を現時点で打つべきである。上記の検討から、GDP 拡大に向けては、少な
くとも 2 つの解決策が考えられる。一つは、資本蓄積過程からでてくるもので、国内の
空洞化を避けるために企業の内部留保分や海外所得収支の一定割合を国内に強制的に投資
させるような仕組みを作る事であり、もう一つは、生産要素のもう一つの側面、国内の労
働投入量に変化を加えるというものである。先の手法は、海外需要を取り込む事で収益と
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規模の拡大を図るという目的を持つ産業界との軋轢が予想されるが、減税等の手法であれ
ば容認されるであろう。一方で、移民による労働投入量の確保という手段は、国内需要か
ら GDP を押し上げる効果も持つ事から、生産に対する直接効果と需要増という相乗効果
が期待でき、この手段が最良の選択肢になるように思われる。
以上、資本蓄積過程から見た日本経済の将来について検討を加えた。この面からの検
討は本稿ではこの部分だけである。以降の節では、本稿の主要な目的であった労働投入の
問題を考えていく事になるが、それぞれのシナリオの背景には、上記で述べてきたような
経済の動きが必ず付随しているという事に留意する必要がある。
第4節

想定するシナリオ別のシミュレーションの結果

今までの検討を総合すると、日本がこれから直面する最大の問題は、①2015 年から
2045 年までの 30 年間の高齢者層の増加による資本ストックの取り崩しや、財政や年金
負担の問題であり、②その時同時に発生する労働力の減少に伴う経済成長の落ち込みと、
③その結果としての投資資金の海外逃避問題（国内空洞化）という 3 つの問題に絞られ
る事がわかる。先の分析から、高齢化がピークを過ぎると、諸指標は正常化に向けて転換
する事がわかったからであり、同時に、長期に亘って国内 GDP が低下すると、国内資本
ストックは落ち込み国民厚生が相対的に劣化していくことになるからである。特に 2015
年から 2045 年にかけて民間投資が大きく落ち込み、減耗の方が大きくなる事からも、固
定資本ストックの減少に拍車をかけると推定された。従って、今後の日本経済の最大の課
題は、①高齢化によって落ち込む 2045 年までの経済成長をいかにして確保するのか。②
少子化による人口減少が顕在化する 2045 年以降の持続的経済成長をどのようにして確保
するのか。という 2 つの期間の対策に絞られることになる。この 2 つの GDP の低下を防
ぐために、諸先行研究で提案されていたのが、本稿の冒頭で述べられた以下の 6 つのシ
ナリオである。そこでこの節では、それぞれのシナリオを、連立方程式モデルでシミュレ
ーションし、ベースケースと対比させながら日本経済にとってベストの選択とは何かを探
ることにする。6 つのシナリオを再掲すると以下の通りである。
①人口を増やすために、日本人の出生率を上げる。
②一人当たり平均労働時間数を増やす。（但し、原因に関しての分析は論述のみ）
③女性の労働参加率を上げる
④高齢者の労働参加率を上げる
⑤TFP の一部である、人的資本の能力を上げる。
⑥外国からの移民を増やす。（定住や永住者）
4-1

シナリオ 1

出生率改善の場合

次に、出生率改善の経済成長への効果をみていく。出生率のみの変化による人口への
影響をとったデータはないので、ここでは間接的に 2012 年と 2017 年に「国立社会保障
人口問題研所」が発表している人口推計値から求められる就業者数の相違が、出生率の相
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違による変化を表すと考えて比較する。双方の公表値の中で、死亡率中位の数値に関して
は、ほとんど差がないことから、出生率の相違が人口推計の大きな違いであると読み替え
ている。ちなみに、2012 年の発表値では、推定期間中間の 2060 年のコーホート出生率
に基づく合計特殊出生率は、1.35 であったが、2017 年の発表値では推定されている期間
の中間 2065 年でのそれは、1.44 となっている。その結果、就業者数減少率は、2012 年
の-0.1227 から、2017 年の-0.1049 へと変化した。この数値を使って GDP を当モデル内
で比較する。図 6-12 で示しているように、実線が最近の減少率に基づく推定であり、点
線が以前の減少率分である。わずかに 0.18％程度の差であるが、この差が大きく GDP の
将来値に響いてくることがわかる。しかし、2017 年値の就業者数減少率の改善にも関ら
ず、期間前半および後半での経済成長は達成できずじまいとなっている。
図 6-12

就業者減少率（出生率）の違いによる GDP（2005 実質値）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

一方で、間接的な政策の評価になるが、就業者減少率の改善は、この 5 年間の政府に
よる出生率改善策が効を奏したと言える。しかし、この事の裏をかえすと、少しでも少子
化対策への手を緩めるとたちまち前の水準に戻ってしまうことを意味しており、極めて不
安定な要素であるといえる。従って、長期的な経済成長の為には、今後とも少子化への道
を辿らないような対策は、気を抜くことなく継続的に強化しながら実施しなければならな
いことをも意味している。
4-2

シナリオ 2

労働時間減少を止める場合

次に、労働時間数に関しての変化シナリオをシミュレーションする。ベースケースで
は、世界的コスト競争による非正規労働者の増加、および AI 等の活用によって、労働時
間数は減少の一途を辿ると想定した。その減少率は、過去 35 年間の平均で毎年-0.0057
であった。しかし、労働者の能力が多能的であれば、一人当たりの労働時間数を減らさな
いという選択肢もありえる。非正規労働者数が増えて総労働時間数が減る分を、現在の正
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規労働者に対する労働強化や、裁量労働制をとる事によって対応しようとする方策であ
る。この様なケースは、多くの企業で大きな人件費コストをかけずに総労働時間数を確保
し、従来通りの業績を確保する方法として一般化している方法であり、これを国全体に適
用する場合を想定する。この事例を示しているのが図 6-13 である。
図 6-13

平均労働投入時間数一定の場合の GDP(2005 実質値)

（出所）シミュレーションにより筆者作成

一人当たりの平均労働時間数を一定の状態で確保できれば、図の様に日本経済は、幾
分かの年数を経過した後に成長していく事がわかる。①の事例は、期間前半で GDP が維
持されている様にみえるが、実際にはわずかずつ低下し、プラス成長に転じるのは 2035
年以降である。②の場合は、成長に転じるのは 2043 年である。この様な状態に持ってい
く事は、現実に可能であるのだろうか。この点に関して、少し詳しく考えてみる。現在の
政府の働き方改革政策での主要な主張は、性別や年齢に関係なく能力に応じた多様な働き
方の推進であり、これは短時間労働者の増加を意味する。企業は人件費をコストと言う観
点から見るため、正規職員に代替できる仕事がある場合、可能な限り短時間労働者を雇っ
て仕事をさせたい。しかし、そのような短時間労働者にも時間給を支払い、一定程度の社
会保険料を支払うことになることから、経営側には非正規を含めた就業者数という総枠で
の「頭数」を一定にするという意識が強い。サービス業が多くなっている現在の産業構造
を考えると、企業業績は就業者の総労働時間数に比例する。もし、従来通りの総労働時間
に比例した業績を達成しようとする場合、コストが安く労働時間数が契約で決められてい
る短時間労働者の数を多く集めれば集める程、残業を命じる事が出来、サービス残業も厭
わない忠誠心の高い正規労働者への負荷は大きくなる。現在の状態がこれに該当する。こ
のような状態が継続する場合、正規労働者の目に見えない労働時間が増える一方で、労働
者全体の平均労働時間の短縮傾向は継続すると考えられる。何故なら、働き方改革等で将
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来に向けて短時間労働となりやすい高齢者や女性の労働参加を促せば、一人当たりの労働
時間数が平均的に減少するからである。動員可能な非正規となりやすい労働者数にも限度
があるので、それだけを考えると高齢者層がピークとなる 2041 年段階で、労働時間数の
減少は一旦緩和されるのではないかと予想できる。もちろん、それ以降も企業が国際競争
下の人件費コスト削減の一環として正規職員に代替できる非正規職員の採用を続ければ、
更に一人当たりの労働時間数は減少していく。このように非正規職員の占率が拡大し続け
る状態をベースケースでは想定しているが、シミュレーションの変化シナリオの一つとし
て、2042 年以降の労働時間数を一定とおいてみた。また、参考値として 2020 年以降の
企業の採用姿勢が正規職員のみとなって、一人当たり労働時間数の減少が止まる場合も想
定してみている。
労働者の労働時間を考える場合、非正規職員の増加による平均労働時間数の減少の一
方で、正社員の労働時間数の増加と健康的な生活を営むための保護の問題も軽視できない
ものがある。先に想定した様に、非正規労働者が増えるにしたがって、正社員への労働強
化の圧力はかかり続ける。正規職員の肉体的な限界もある事から、正規職員に無制限の労
働を要求する事はできない。しかし、現在は経営側が給与と雇用保障を盾に強い立場にあ
る為、この部分の保護が軽視されている。この部分を見直し、正規職員や裁量労働者への
加重な負荷を避けようとすれば、労働者の保護という面からも正社員や裁量労働者の労働
時間数の上限を法的に規制する必要が出てくる。また、単に業績を挙げるための装置とし
て労働者の頭数が必要であるという考え方ではなく、業績の維持と進展にはどれだけの労
働時間が必要になるのかという考え方に、労務管理上の基本をセットしなおす事が必要に
なる。そのうえで、正職員の数に法令上限時間数を乗じた総労働時間数を算出し、業績の
維持と進展に向けて必要な総労働時間数に達しない部分を、非正規職員を採用してその契
約労働時間数で補わせる。そのような採用の方法を企業側がとる事が妥当な方法と考えら
れる。しかし、それには正職員の候補の数や、非正規となる可能性のある就労可能な多く
の頭数が必要となる。現在予測されている様に、国内でフルタイムの正職員の頭数を確保
する事は、有効求人倍率から見ても困難になってきている。余裕があるのは非正規の候補
者の方である。従って、一人平均の労働時間数は今後も減少し続けるし、総労働時間数も
減少し続ける。企業側は単に年金支給期間までの雇用者の責務としてだけでなく、労働力
の確保という面からも正社員の定年延長等で対応するしかなくなるが、こちらの方も体力
的な限界から非正規並みの労働効率でしかなく無理がきかない。しかし、非正規職員より
は労働時間数は確保できる。一方で、省力化に向けた技術革新が急速に進行していくと考
えられる。それでも総労働時間数が確保できないのであれば、国外にその人材を求めるし
かない。つまり、国際的な労働移動が不可欠なものとなる。以上のように考えると、就業
者の労働時間に無理を強いる事のない働き方改革の推進は、現在予想されている国内の人
口構成の動態的な推移では無理があり、豊富な労働者のプールを持つ国際的労働移動の自
由化が実現できて初めて効果を持つ。この段階に到って初めて労働市場の需給が均衡し、
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適正な労働賃金が形成されていく。このような労働移動の自由化が実現できることによっ
てのみ適正な投入労働時間数が確保でき、日本の経済成長は達成できると考えられる。こ
のような国際的労働移動に関して日本が鎖国状態であり続けるのであれば、本稿のベース
ケースで想定したように、あるだけの労働量で辛抱するしかなく、各企業の業績の低迷は
免れない。結果的に、人口減少に伴う総労働時間数の減少は、ベースケースでの想定通り
となり、各企業の業績の低下は免れず GDP も低下し続ける。このようなシナリオになる
のは、近年の企業行動が、短期的なコスト削減原理でのみ行われており、単能的な短時間
労働者の拡大に走ったためである。多くの職員を正職員として採用し、企業内で多能的な
労働者へと育成するシステムが希薄になったからに他ならない。しかし、このような考察
は基本的に制度的な問題であるので、次章で詳しく触れていく事にし、ここでは何故、ベ
ースケースとして労働時間の推定に過去の減少傾向値を使っているのかの説明に留める。
ちなみに、政府財政の推移をみると、実現の可能性がある程度ある、2042 年以降労働
者の年平均労働時間が 1500 時間で固定される場合、政府貯蓄がプラスに転じるのは
2056 年であり、プライマリーバランスのプラスの達成は 2072 年となる。
4-3

シナリオ 3

女性の労働参加率を高める場合

本論に戻り女性の労働参加率を高める場合を考える。ここで言う女性とは、生産年齢
人口の女性である。65 歳以上の場合は、別途高齢者の労働参加率の節で検討する。
女性や高齢者の就業余地については、第 4 章で既に詳細に分析したので参照されたい。
しかし、女性の労働参加率の改善が、具体的に現状の就業者数に対してどの程度の影響を
持つかに関しては触れていないので、ここで改めて説明する。また、同時にそれらの就業
者数の増加が、どの程度 GDP の成長に貢献するのかに関して確認する。先ず、女性の労
働参加率であるが、2015 年段階では生産年齢人口の 64.7%が労働参加している。この時
点での男性の労働参加率は、81.9％である。そこで、2045 年を目標年として、①女性の
労働参加率を男性並みの 81.9％にする場合、②専業主婦を若干残して、女性の労働参加
率を 72.0%に拡大していく場合を想定する。その労働参加率拡大の結果が、下の図 6-14
である。ここで想定した男女同じような就労率を想定する方法は、暗に現在北欧の国々で
みられる就労形態を想定している。しかしこれだと、日本では専業主婦がいなくなること
を意味し従来の日本的な慣習と異なることから反発も予想される。
従って、より現実的には充分な移行期間をとって、専業主婦も一定程度存在する就労
率 72％という目標に移行させるという様な方策が妥当と思われ、国民への説得も容易で
ある。目標達成年を 2045 年に設定し、それまでに少しずつ就労参加数が増えていくとい
う前提でのシミュレーションになる。2045 年に女性の就労率が 72％になる事を目標にす
ると、従来の減少率で減少する就労者数の推移に比べて毎年 6.8 万人の新たな就労が生ま
れる事になる。
この女性の労働参加率を高める方法での GDP の推移をみると、どちらの場合も期間前
半の急激な長率の低下を補完する事ができない。さらに期間の後半では、再度経済成長が
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低下していく様子がうかがえ、この方法だけでは、日本経済を成長経路に乗せる事はでき
ない。
図 6-14

女性の労働参加率拡大の場合の就業者数推移（万人）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

図 6-15

女性の労働参加率拡大の場合の GDP(2005 実質値)

（出所）シミュレーションにより筆者作成

4-4

シナリオ 4

高齢者の労働参加率を高める場合

次に、高齢者の労働参加率を高める場合を考える。高齢者層に関しては第 4 章でも検
討したように 65-74 高齢者層の未就業者数の半数が最終的に就業すると想定する。目標
年を高齢者層がピークとなる 2042 年とする。この年に向けて、2015 年を起点に翌年以
降増加する就業者数は、毎年 19.3 万人となる。こちらも充分な期間をとっており決して
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無理な目標ではない現実的な案であると思われる。この毎年の増加数を、標準線の就業者
数に毎年加算しながらあらたな就業者数ベクトルへと移行させる。その場合の就業者数の
推移が、図 6-16 である。但し、この層の多くにフルタイム就業を期待することは出来な
い。従って、一人当たり平均労働時間は減少し続ける事を覚悟しなければならない。
図 6-16

高齢者 65-74 層の半分が労働参加する場合の就業者数（万人）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

この場合の就業者数の拡大と、平均労働時間数はトレードオフの関係にある。なお当図に
は、65-74 歳の高齢者の半数の労働参加に加えて、女性の 72％が労働参加した場合の就
業者の増加分を加えた、より現実的な政策と思われる事例も記載している。ここからわか
ることは、65-74 歳の高齢者層の就業率を確保する場合の方が、就業者数の増加という点
から見ると、女性の労働参加率を高める場合よりも、就業者数の増加に貢献しているとい
う事である。以上の就業者数の変化を、生産関数に投入して GDP の推移をベースケース
と比較してみる。その場合のシミュレーションが、図 6-17 である。この 74 歳以下の高
齢者の半数が労働参加するシナリオでも、ケース中の女性と高齢者の労働参加率を上昇さ
せたシナリオでも、期間前半は成長率がマイナスになることがわかる。また、期間の後半
でも成長率は逓減していく。これは、第 4 章のソローモデルでも確認されたことであ
る。なお、図では②の場合、2050 年前後に GDP が浮上している様に見えるが、いずれ
も 2015 年段階での GDP の水準を超えておらず、期間を通じて成長しているわけではな
い。つまり、高齢者や女性の就業率を上げることによっては、経済成長できない。
これらの方法は国内的な努力目標として必要な政策ではあるが、それだけでは充分な
成長力を確保できないのである。これらの層に、より一層の労働参加を促す場合には、も
はや自主的な意思での労働参加というよりも、個人にも事業体に対しても半強制に近いも
のとなり、相当な軋轢を克服する必要がある。ちなみに、74 歳以下の高齢層の半分が労
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働参加し、女性就業が 72％になる場合の政府財政の推移をみると、政府貯蓄がプラスに
転じるのは 2047 年であり、プライマリーバランスの達成は 2085 年となる。
図 6-17

高齢者と女性が労働参加する GDP（2005 実質値）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

4-5

シナリオ 5

人的資本の構造が高度化する場合

次のシミュレーションは、第 5 章で検討した人的資本を考慮した場合のシミュレーシ
ョンである。この連立方程式モデルでは、価格部分を外生化し実質賃金も過去実績と同様
に 1％で上昇していくと想定している。従って人的資本の質的上昇も 1％となるので、将
来シミュレーションは学歴別の就業者構造シェアが変化するケースのみとなる。そこで、
学歴別シェアが変化する 2 つのシナリオを作る。このシナリオは、高齢化がピークとな
る 2042 年時点を跨いで経済成長可能かをみたいので、シナリオの目標設定年を 2051 年
としている。シナリオのひとつは、図 6-18 のように、①フルタイムの一般労働者が 2051
年段階で全て大学卒の学歴を持つ場合であり、短時間労働者は 2051 年以降も増加を続け
ると想定するため、大卒の一般労働者のシェアも減少する場合である。もう一つは、②
2051 年段階で、フルタイム労働者が大卒のみとなるのは①と同じであるが、短時間労働
者のシェアが 2051 年段階の 35%で固定され、大卒のフルタイム一般労働者のシェアも
2051 年段階で固定される場合を想定している。後者のシナリオは、低賃金労働を求める
企業の姿勢から考えると、現実にはかなり無理があると思われるが、短時間労働者のシェ
アの持つ GDP への効果を比較し確認するには十分な想定であると思われる。
以上の人的資本シェア構造の変化を生産関数に投入すると、図 6-19 のようにベースケ
ースと上記の二つのシナリオ別の GDP 推移が求められる。図からもわかるように、人的
資本のシェア構造を 2051 年に向けて同じ様に高度化させる①②のシナリオでは、期間の
前半で GDP が低下する傾向は避けられないが、2040 年頃から成長の回復傾向がみら
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れ、ベースケースでの GDP 低下傾向が、人的資本の高度化の過程の中で下支えされてい
る事がわかる。
図 6-18

学歴別シェア構造の変化シナリオ（%）

（出所）シェアを変化させた数列を作り、その推移により筆者作成

図 6-19

人的資本（学歴）構造を考慮した GDP 推移(2005 実質値)

（出所）シミュレーションにより筆者作成

一方、期間の後半では、①と②では想定する経路が異なってくる。①の様に短時間労
働者が増え続ける場合には、GDP は 2051 年を境にして急速に下降傾向を辿り、最終的
には、ベースケースの想定した GDP の推移線に近づいていく。②の方は、2051 年以降
若干成長し、GDP 規模で 550 兆の近傍に長期間あると想定されているが、この場合も、
最終的には就業者数の減少傾向の方が強くなり GDP が減少していく。この事は、低賃金
の短時間労働者が増加したり、一定の占率で固定されたりしてしまうかぎり、人的資本構
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造を高度化していったとしても、長期的な経済成長は達成できないことを示している。つ
まり、人的資本が成長する過程では、GDP も成長するが、人的資本の成長が止まってし
まうと、短時間労働者の占率が人的資本に大きく影響し、ひいては経済成長に大きく影響
している事を示しているのである。従って、人的資本指数による持続的な経済成長には、
就業者の平均的な人的資本指数を常に上昇させていくような仕組みが必要であり、短時間
労働者に関しても、何らかの形で人的資本指数を向上させていくような方策が求められる
ことになる。このことは、かつての日本的な経営の中で重視された、学校教育を超えた企
業内での実践的な人材育成の仕組みと通じるものがある。つまり、就業者の減少による
GDP への影響を人的資本指数の拡大で下支えできるのであれば、就業者の就職前の学歴
水準の確保にと止まらず、入社後の教育による職員の育成も、経済成長において重要な要
素になるという事である。この事は、例え移民労働者であっても、また、高齢者や女性労
働力であっても、獲得した学歴水準やその後の企業内教育が重要なファクターとなるとい
うことである。つまり、本来の意味での人的資本とは、獲得された単なる学位としての学
歴に留まらず、実社会において獲得した学力を応用できる知恵全般を指す。この知恵が広
く共有されている組織では、例え経済的な不況下であっても、様々な知恵と工夫で何とか
企業業績を通じて経済状況を良好に保持しようとする人々の意志が働き、経済成長が下振
れする場合のスタビライザーとして作用するのである。しかし、残念ながら厚生労働省
(2013)によると、既に述べてきているように、今日では OECD 諸国に比べて企業内教育
は非常に希薄になっている。
政府財政をみてみると、大卒就業者とパート就業者の双方が増加していく場合、政府
貯蓄は 2044 年、プライマリーバランスは 2076 年にプラスに転じる。
4-6

シナリオ 6

移民労働者を拡大する場合

次に移民労働に関して検討してみる。国立社会保障人口問題研究所の 2017 年発表の資
料では、2015 年を起点に 2016 年から 20 年間だけ移民を受け入れた場合の移民規模別の
人口構成の推移が報告されている。本稿でのシミュレーションは、この資料を使っての推
定となる。しかし、今までのシミュレーションで使用してきた人口構成の推移表とは、移
民規模別に人口の総量と年齢別の構成が大きく異なってくる事から、今までの人口構成の
推移表を移民規模別に作り直す必要が出てくる。そのうえで、これまでの就業者数の推定
方法と同様に、移民規模別に生産年齢人口の時系列減少率を算出し、その減少率で 2016
年以降の就業者数が決まると想定している。今までの就業者数推定で使用してきた人口推
計資料は、既に日本が受け入れている平均的純移民数を含めた数値となっている。2015
年段階では過去値から算定される日本への純移民の受け入れ数は、毎年 6.9 万人の増加で
ある。この数を除いたものが、移民のない純粋な日本国民の人口推移という事になる。も
ちろん、日本人の入出国の純増減もこの数値に反映されている。そこで、移民を 15 万、
25 万、35 万と受け入れた場合をケース毎にシミュレーションするのであるが、現時点か
ら増える純移民数は各数値から 6.9 万を引いた、8.1 万、18.1 万、28.1 万である。但し、
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この推定での純移民の拡大的な受入れは 2035 年までの 20 年間だけとなっており、その
間は移民労働者に関しての入国規制を緩めるという前提になる。その後は明示的な移民拡
大政策を採らず現在と同じようにすると想定されている。この間に入国して滞在している
純移民層は、そのまま日本に居住して死亡するか、過去の移動統計に基づいて自国へ戻る
という形になるが、多くは日本に長期的に住み続けると想定される。何故なら、国際労働
移動の過去の統計数値は、外国から出稼ぎに来る出張を含めた短期的な移動労働者数の増
減を反映したものであり、差し引きの純ベースで毎年 6.9 万人ずつ増加するという事は、
この層は永住を目指して日本に来ている人々であると考えられるからである。従って、移
民が 15、25、35 万という場合、その背後にはさらに多くの短期の出稼ぎや出張労働者を
含めた移動労働がある事になる。しかし、その規模に関しては社人研の統計には明示的に
は示されていない。本稿でも同様にこの短期的な移動労働の規模に関しての推定は行わな
い。結果、日本に長期に滞在し永住を目指して労働する移民層の規模を想定し、その規模
別に将来推定を行うという事になる。この層が結婚し、日本で生まれる子供である第二世
代、第三世代については、出生率は別途考慮されるが、その後に関しては日本人として統
計に反映されることになる。現時点でのこの移民層の平均年齢は 25 歳であり、その年代
を中心に狭い範囲で正規分布している事から、ほぼ 100%が生産年齢人口となる。また、
男女ともにほぼ同数である。そこで、この長期滞在を目指す移民層に関しては、日本人と
同じ様な資質を持っており、日本の慣習に従い、労働参加率等に関しても日本人と同じ様
に行動する移民者であると想定できる。つまり、日本人の生産年齢人口は現行の移民規模
(+6.9 万人)を含んだ生産年齢人口の推定値に比べて、ここで想定する移民の増加数分だけ
2016 年以降逐年増加していく事になる。総人口や高齢者の人口推定規模も同様に経年変
化する。同時に 2015 年を起点とする就業者数に関しては、就業者数の推定として今まで
に使った減少率が低く抑えられることになる。この移民効果を持った生産年齢人口の減少
率を、社人研が提供している移民規模別の生産年齢人口の推定値から算出し、この減少率
に基づいて 2015 年を起点とする就業者数を 2115 年まで長期的に推定する。従って、こ
の移民層に関して男女別の特別な労働参加率を設定する事は行わない。下記の図 6-20
は、規模別の移民を受け入れた場合の社人研が提供している生産年齢人口の推移と減少率
を示している。わずか 20 年間の受入れ期間にすぎず、35 万人ずつ受入れた場合 700 万
人なのであるが、2115 年には現行のままと比べて、2000 万人以上という極めて大きな生
産年齢人口の差が生まれている。現実には、この減少率から求められる数値以上に就業者
数が増える事もあるだろうし減る事もある。既に何回か見てきたように、経済状況に応じ
て変動する。景気が良ければ上回り、悪ければ下回る。よって、この就業者数はコアにな
る就業者数を示している事になる。よって、長期的にはこの傾向値からは大きく逸脱する
事はない。そこで、この数値をモデルに投入して推定すると、GDP の推定結果として図
6-21 を得られる。この図でわかるように、直近 20 年間の移民数 35 万（現状からの増加
28.1 万）の場合が、辛うじて推計期間前半での成長 0％を維持でき、それ以下だと直近
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では成長できないことがわかる。しかも、期間後半の成長はやや逓減の傾向はあるが、明
確な成長が担保されている。
図 6-20

移民規模別の生産年齢人口の推移（万人）

（出所）国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口」2017 年発表資料より筆者作成

図 6-21

移民規模別(2015-2035 受入れ)GDP 推移（2005 実質値）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

以上で明らかな事は、日本に移住する移民数が多ければ多いほど、経済成長は確保できる
という事である。一方で、国内産業の労働需要とのバランスも考える必要があるだろう。
そこで、若年層の日本への移民は原則自由とするとともに、マクロの経済情勢によって総
枠に制限を加えるとする方策とするのが良いのではないかと思われる。同時に、先に見た
国内での女性と高齢者の就労促進との兼ね合いもあり、それらを組み合わせる政治的な判

211

断が必要になる。これらをうまくミックスする事によっても、日本の持続的な経済成長は
実現できる。この政策ミックスに関しては次節で詳細にショミュレーションする。一方
で、移民を受け入れる場合、現実的には社人研が推定している 20 年という期間ではな
く、もう少し長いスパンで考える必要もある。一旦受け入れを始めた以上、上記の試算で
あったような 2035 年段階で急に現行の状態に持っていくというような極端な事はできな
い。収束させるとしても期間を長めにとる緩やかな収束が必要で、完全に現行の状態に戻
すことは現実には無理であろう。
ここで、移民を受け入れる場合によく言われる、移民の資質の違いによる経済への影響
を考えてみる。すなわち、産業界が受け入れを求めている移民は、低学歴で低賃金の移民
であるから、日本の平均的な人的資質のレベルを下げ、経済成長にマイナスの影響を与え
るというものである。この主張は、正しいのであろうか。図 6-22 の②は、35 万人の移民
を受入た場合、その移民者全員の学歴による資質が低かった場合を示している。
図 6-22

移民 35 万人の人的資本指数が違う場合の GDP 推移（2005 実質値）

（出所）シミュレーションにより筆者作成

つまり、35 万人の移民を受け入れる場合、その 7 割が日本でいう義務教育のみの学歴
であり、残りの 3 割が日本人と同じく、低賃金の短時間労働者となる場合を想定してい
る。これは、先の移民数別の経済成長シミュレーションの想定が、日本人と同じ人的資本
構成で受け入れるというものであったから、おそらく最悪の受入れ事例であると考えられ
る。2016 年から 2035 年までの受入れで、平均年齢 25 歳、定年年齢を 65 歳とすると、
第一世代の受入れのピークは 2055 年であり、2075 年には第一世代は全て引退する事に
なる。その後は、日本人として育った第二世代が就労していく事から、第一世代の資質の
影響は現役世代から消える。従って、その後は日本人の人的資本の劣化には、さほど大き
な影響を与えない。既に述べた様に、短時間労働者の増加の方が、はるかに人的資本の劣
化を推進する。図でも明確にわかるように、移民を受入れなかった場合のベースケースに
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比べて、②の場合でも、経済成長に大きく貢献しているのである。確かに①の事例に比べ
ると、幾分かの落ち込みが見受けられるが、ベースケースの落ち込みに比べると、はるか
にましである。移民受け入れによる日本人の資質劣化に関する批判は、一般的に①に対し
て GDP 水準を落とすというものであるが、そもそも移民を受入れない場合は、①の水準
もないのであるから批判にはあたらない。しかし、資質の高い人的資本の構成となるよう
に、またネイティブと補完的になるように、移民の受入れをコントロールすることは必要
であろう。一方で、日本の産業構造が、就労者の人的資本が平均的な水準にあることを前
提として、極端に硬直的に作られているとするならば、①の場合と②の GDP の差は、低
スキルの移民を受け入れた場合の、受け入れ企業における就労後の教育コストであるとも
考えられる。この差は、2055 年まで毎年ほぼ 500 億円弱もの追加的な差がある事から、
大きなコストであると言える。しかし、本来の学歴別の人的資本にふさわしい待遇で就業
者を遇することなく、無制限に非正規の短時間労働者を拡大している企業の現状からみ
て、産業構造自体がそこまで高学歴化、高度化してきているとは考えにくい。従って、こ
こでの最終的な結論としては、移民受け入れによるマクロの経済成長へのプラスの効果に
比べると、そのコストは低いものに留まる、というものになる。
ここで、移動労働（一時的な滞在や労働）と移民労働（半年以上でビザが必要・定住
化）の違いに関して認識を共有化する。移動労働とは、日本で就労するも、短期間の就労
ですぐに帰国するとか、季節的に働きに来るような、日本での半年程度の一時的な出稼ぎ
労働である。一方で、移民労働とは日本に家族とともに長期的に定住し、日本人と同様に
就業する場合を指す。1990 年前後に日系二世の労働者に就労が認められ就業者数が拡大
したが、その層には双方の労働者が含まれていた。受け入れる場合どちらの方がコスト的
に見合うのかを考えてみる。社人研の人口推移では区別して明示されていないが、日本人
の人口として潜在的に推定された将来値となっている。つまり、第一世代が日本に定住し
て子供が生まれ、その子供が成長して労働力になるという効果も考慮する必要があるとい
う事である。特に、日本に来て日本人としての永住権を得るために働くような場合は留意
しなければならない。このように、いずれは日本人になるという前提で受け入れる場合
は、世代重複効果が期待できるからである。例えば、図 6-23 の様に平均年齢 30 歳の移
民労働第一世代を毎年 10 万人ずつ 30 年間受け入れた場合、死亡等がなかったら 30 年後
には 300 万人の労働力が増える事になる。その後にこの世代は定年等で引退し、さらに
その後は死亡していくから、時間の経過とともに就労人数は減っていく。しかし、その移
民者が結婚し子供を持った場合、世代が重複しながら労働力が増加していく。この図でい
くと最終的には、第四世代までに 500 万人の労働力となる。
この場合、初期の教育コストの期間は第一世代を受け入れる最初の 30 年間だけであ
る。何故なら、その子供は日本人としての教育を受けるからである。しかし、移動労働の
場合は、受け入れる都度永久に教育コストが発生する事になる。従って、日本の人口減少
問題と労働力不足を解決するためには、移動労働ではなく、移民労働を可能な限り多く入
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れるべきである。このように移民労働力を受け入れ、30 年程度の長期スパンとすること
で、一旦国内に受け入れた労働力数が、急速に目減りしていく現象は防止できる。つま
り、就業者数は、移民労働を受け入れた数以上に増え続けていく事が可能である。但し、
不況の場合の失業補償のコストは別途必要となる。よって、経済成長もこれらの労働力に
よって、絶えることなく支えられていく事になる。なお、世代が後になればなるほど、日
本人と同じ嗜好や思考をもつことになるので、現在行われているような、少子化を防ぐ国
を挙げての啓蒙活動は続けていくべきだろう。
図 6-23

移民労働の場合の世代重複効果（図は子供 2 名の場合:万人）

コスト期間

（出所）簡易シミュレーションにより筆者作成

では、移民を受け入れた場合、政府の財政はどのように推移するのであろうか。それを
示したのが図 6-24 である。当然ではあるが、移民規模が大きく GDP が大きいほど税収
は増え社会保険料の占率も低く抑えられる事から、政府財政は急速に改善していく。35
万人の移民規模の場合、政府の貯蓄は 2041 年に、プライマリーバランスは 2063 年でプ
ラスに転じる。
以上述べてきたように、移民労働と言う観点からの移民の受け入れ策は、良く言われ
る少子化問題の先送りではないし、後代に少子高齢化という現象が繰り返し起こり得ると
いう可能性を隠ぺいするものでもない。日本のこれからの持続的な経済成長と後代の厚生
水準の確保という観点から、同時に考え実行していかなければならない重要な戦略であ
る。一方この戦略は、日本という国家が単一民族の国ではなくなってくることも意味す
る。むしろ、多民族国家としての新しい道を歩む事になる。しかし、国内経済が空洞化
し、同時に日本の経済規模が低下し、世界経済に対する影響力も低下していくことに比べ
れば、現在のグローバルな経済の姿を踏まえると受け入れやすいことではないだろうか。
また、移民の受入れは、今まで日本人が不得手としていた諸外国とのビジネス上の橋渡し
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役としての役割が期待でき、身近な所に様々な移民の人々がいることが普通の状態である
グローバル社会に馴染むという点からもメリットが大きい。
図 6-24

移民 35 万人の場合の政府財政の推移(2005 実質値)

（出所）シミュレーションにより筆者作成

第5節

ポリシーミックスの場合

最後に、前節でも述べた、各シナリオから考えられる政策をミックスする場合を考え
る。具体的には、移民規模を 35 万人程度とし、74 歳以下の高齢者の半分が就労し、生産
年令にある女性の 72％が就労した場合である。この事例を示したのが図 6-25 である。こ
のケースをベースケースと比べると、GDP 成長で極めて大きな差となっている。
図 6-25

ポリシーミックスの場合、GDP の推移(2005 実質値)

（出所）シミュレーションにより筆者作成
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それでも、期間の平均実質経済成長率は 0.5％である。明らかに、移民数が多いほど経済
成長に効果があるのであるが、35 万人にした理由は、この場合 2035 年段階で就業者の
約 10％が外国人労働者となり、欧州でも受け入れ実績があることから、日本人にとって
も許容範囲であると思われるからである。最終的に提案するケースは、海外からの 35 万
人の移民によって労働力を支援してもらうことをベースにして、国内で行える労働力拡大
に向けた努力を付加する方策であり、その双方の効果で GDP 成長を確保しようとする方
策である。移民を受け入れるという事は、その移民労働者が日本で働くということが明確
であるという事であり、先に検討した諸シナリオの場合は、暫定的に目標数値とその達成
年を想定したが、その労働力の拡大分を強制する事はできないから、確実である事を保証
するものではない。従って、確実性という点からは移民をベースにすることが重要であ
る。出生率の改善等の他のシナリオから得られる効果も、この移民を確保するシナリオに
後から追加する事で、持続的な成長が確保できると思われる。当然、今まで以上の就業者
の学歴構造の高度化が実現できれば、更に経済成長率も上昇する。ちなみに、この場合の
政府財政の推移をみると、政府貯蓄がプラスに転じるのは 2026 年であり、プライマリー
バランスの達成は 2051 年となり、財政改善効果は諸シナリオの中で最も大きい。
図 6-26

ポリシーミックスの場合、政府財政の推移(2005 実質値)

（出所）シミュレーションにより筆者作成

ここで、各ショミュレーションでは触れて来なかった需要項目に関して、このポリシ
ーミックスの事例を取り上げてまとめてみる。もちろん、前節で述べた 6 つのシミュレ
ーションに関しても、ここで取り上げるような細かな分析が夫々で可能であるが、煩雑に
なり焦点がぼやける可能性があったので敢えて取り上げなかった。各シミュレーションで
は、GDP と財政に与える効果に絞って説明を行ない、この節でも、既に GDP と財政に
与える効果に関しては述べた。ここでは、需要項目の家計消費と民間投資等に関して、既
に述べているベースケースとの違いに関して分析していく。先の 6 つの就業者数を補填
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すると考えられるシミュレーションに関しては、このベースケースとポリシーミックスの
ケースとの間のどこかの線にあると考えられる。先ず、家計消費に関してみていく。図
6-27 がそれを示している。ベースケースの事例は、図 6-5 の再掲である。
図 6-27

ポリシーミックスの場合、家計消費の推移(2005 実質値)

（出所）シミュレーションにより筆者作成

20 年間に亘って移民を 35 万人ずつ受け入れたとしても、人口の減少傾向は継続するた
め、家計消費は徐々に減少していく。しかし、落ち込み方は緩和され、国内産業の維持に
寄与する。高齢層のピークが 2041 年であり、移民期間を 20 年としたので、その双方に
よる消費需要の維持効果は 2040 年代前半まで続く。しかし、それ以降は人口減少に従っ
て低下する。次に、総需要項目の民間総投資をみていく。図 6-28 がその推移である。
図 6-28

ポリシーミックスの場合、民間総投資の推移(2005 実質値)

（出所）シミュレーションにより筆者作成
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この場合、ベースケースと大きくことなるのは、投資と固定資本減耗との関係であ
る。ポリシーミックスの場合、投資が固定資本減耗に大きく浸食される事が回避され、純
粋な投資部分が長期に亘って続く。そのことから、民間の固定資本の増加が想定される。
同時に、固定資本減耗が積極的に拡大していく事から、技術革新も加速する事を意味して
いる。その結果が、図 6-29 の民間固定資本ストックに反映されている。
図 6-29

ポリシーミックスの場合、民間固定資本ストックの推移(2005 実質値)

（出所）シミュレーションにより筆者作成

つまり、民間固定資本ストックの成長であり、この結果が政府の固定資本ストックと
合算されて経済成長を担保することになる。このことは、均斉成長に向かう過程では、資
本蓄積過程が大きな意味を持っている事を示し、一定規模の人口や就業者数が確保できな
い場合、成長する事ができない事を意味している。その意味で国家における人口政策がい
かに大きな意味を持つのかを示しているとも言える。
図 6-30

ポリシーミックスの場合、政府需要(消費+投資)の推移(2005 実質値)

（出所）シミュレーションにより筆者作成
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図 6-30 は、ベースケースでも示した政府需要(消費と投資)の推移を比較したものであ
る。既に述べたように、財政再建を優先するため政府投資に関しては極力圧縮し、国土保
全に必要と思われる最低限の投資を確保するため、一定値をとる外生変数とした。仮に、
この投資を含めて人口数に比例する政府消費分を、人口に比例する費用部分であるとする
と、移民によって人口が増える部分に関しては、図にもあるように 2115 年には約 10 兆
のコスト増にはなる。しかし、先に見たように GDP の伸びる額に比べると、このコスト
増は極めて小さなものに過ぎない。また、移民受け入れによるコストを考える場合には、
本来ネイティブの日本人が増えた場合にも同様に必要なコストではなく、特別な負担が必
要なコストであると思われる。つまり、移民初期の語学や法律知識などの研修や、住居等
の斡旋がそれであり、現在その負担はかなりの部分、企業が負担しているというのが現状
である。であれば、労働力を必要としているのが民間企業であり、国家に移民受け入れに
関する予算的余裕がないのであれば、官民協力して移民受け入れ研修センター等の施設
を、人口減少により不要になるような施設や学校等を利用して創り運営する事も、移民受
け入れコストを小さくするための一つの方策と考えられる。
以上、ここまでは、移民受け入れが日本の継続的経済成長にとってメッリットが大き
い事を説明してきた。また、第一章で述べたように、日本への労働移動の理論的前提とし
て、日本側が望めば賃金格差という誘因によって無制限の移民が行われるとの想定で、こ
こまで議論をすすめてきた。しかし、国際労働移動によって移民を受け入れる際の最大の
問題点は、日本側の人口減に伴う就業者数の不足という事情にあるのではなく、むしろ外
国から見て日本の制度や労働市場が魅力的であるのかという pull 要因の優劣にある。な
ぜなら、賃金格差というような移動誘因を持っているのは、日本だけでなく欧米を含めた
先進諸国も同様であるからである。先進各国は、移民政策を早くからとってきており、経
済成長の為の人口確保に熱心であり日本とは競合状態にある。現在の日本は徐々に経済状
況が改善し、有効求人倍率も高くなっているが、先に見たように今後の長期的な日本経済
の将来は暗い。そのような経済状況下にある日本は、果たして魅力的な国なのであろう
か。米国のような成功を掴めるチャンスのある国なのであろうか。欧州の様に、人にやさ
しい労働制度があるのであろうか。さらに今の日本の経済状況や制度・慣習は、日本人の
多くが考えているような、外国に人材募集をかければ、応募が殺到する様な国なのであろ
うか。簡潔に言うならば、日本は諸外国からの大規模な労働移動を惹起させるような、魅
力的な国なのであろうか。特に国連が指摘し、在留外国人や留学生等からも制度的な問題
点として良く言われているのは、10 年というあまりに長い日本滞在が求められる永住権
の問題であり、研修生制度の労働者としての酷使や、これらの層に再入国を許さない入国
管理行政という問題である。更には、日本的な経営体質の特殊性が、外国から日本に来る
際の障壁となっているという指摘もある。この点に関して、次の章で考えていく。
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付論 1
＜A.

方程式リスト
国内総生産

＞

1. 実質国内総生産

GDP

Log (GDP) = 4.067+0.279*log K (-1) + (1-0.279)*((0.0056) *time +log (HULAHO))
(6.908**)

(3.241**)

(2.779**)

+0.820*AR (1)
(8.476**)
Adjusted R-squared= 0.994
2. 人的資本指数

DW=1.787

HU

HU =HU1+HU2+HU3+HU4+HU5
3. 労働投入指数

HULAHO

HULAHO=HU*(NLE*HO/10000)
4. 名目 GDP

GDPN

GDPN＝PGDP*GDP/100
＜B. 固定資本ストック ＞
5. 民間 固定資本ストック

KP

実質

KP= -7810.856+1.009*((1-DEPPR)*KP (-1) + IPR)
(-3.142**) (361.140**)
Adjusted R-squared= 0.999
6. 政府 固定資本ストック

DW=1.722

KG

実質

KG= -7246.358+1.0099*((1-DEPGR)*KG (-1) + IGR)
(-6.544**)

(315.133**)

Adjusted R-squared= 0.999
7. 合計 固定資本ストック

DW=0.226
実質

K

K = KP + KG
＜C. 総支出 消費＞
8. 家計 一人当たり実質可処分所得

PERYDPHR

実質

(万円単位：＊100)

PERYDPHR= (YDPH/CPI*100)/POP*100
9. 家計 一人当たり実質消費

実質

PERCHR

PERCHR= 0.2408*PERYDPHR+0.7401*PERCHR (-1)＋0.7478*YGRR
(5.492**)

(15.456**)
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( 4.050**)

-0.0082*(POP-POP (-1))
(-3.590**)
Adjusted R-squared= 0.996
10. 家計総消費

DW=1.851

実質

CHR

CHR= PERCHR * POP/100
11. 家計総消費

名目

CHN

CHN= CHR*CPI /100
12. 政府消費

実質

CGR

CGR= 0.0182*POP+0.951*CGR (-1)
(3.722**)

(55.024**)

Adjusted R-squared= 0.991
13. 政府消費

DW=0.907

名目

CGN

CGN= CGR*CPI /100
14. 合計消費支出 (需要集計用)

CNT

名目

CNT= CHN+ CGN
＜D. 貯蓄 ＞
15. 民間貯蓄

名目

KSP

KSP= YDP- CHN
16. 年金基金準備金変動

PENADJ

PENADJ= 1076.445-0.518*POP65+0.91459*PENADJ (-1)
(3.983**) (-4.750**)
Adjusted R-squared= 0.984
17. 家計貯蓄

KSH

(25.568**)
DW=1.470

名目

KSH=YDPH-CHN+PENADJ
18. 企業貯蓄

KSE

名目

KSE=YDPE-PENADJ
19. 政府貯蓄

KSG

名目

KSG=YDG-CGN
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＜E. 総支出 投資 ＞
20. 民間総投資

実質

IPR

IPR=0.0672*(KSP/PINR*100) +0.878*IPR (-1) +0.513*(GDP-GDP (-1))
(2.133*)

(20.279**)

Adjusted R-squared= 0.957
21. 民間総投資

(10.643**)

DW=1.727

名目

IP

IP= IPR*PINR/100
22. 政府投資

IG

名目

IG = IGR*PIG/100
23. 総投資(需要集計用)

名目

IT

IT= IP+IG
＜F. 固定資本減耗 ＞
24. 民間 固定資本減耗額

DEPPAR

実質

DEPPAR =0.0869*IPR +0.923*DEPPAR (-1)
(7.157**)

(64.734**)

Adjusted R-squared= 0.996
25. 民間 固定資本減耗額

DW=2.334
名目

DEPP

DEPP=DEPPAR*PINR/100
26. 政府 固定資本減耗額

DEPGAR

実質

DEPGAR=0.027*IGR+0.966*DEPGAR (-1)
(16.897**)

(269.942**)

Adjusted R-squared= 0.999
27. 政府 固定資本減耗額

DW=2.424

DEPG

名目

DEPG = DEPGAR*PIG/100
28. 固定資本減耗合計

DEP

名目

DEP = DEPP+DEPG
29. 固定資本減耗合計

DEPAR

実質

DEPAR = DEPPAR+DEPGAR
30. 民間 固定資本減耗率

DEPPR

実質率
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DEPPR= DEPPAR / KP (-1)
31. 政府 固定資本減耗率

実質率

DEPGR

DEPGR = DEPGAR / KG (-1)
32. 全体 固定資本減耗率

実質率

DEPR

DEPR = DEPAR/K (-1)
＜G. 所得分配 一次バランス＞
33. 家計所得 分配 INIH

名目

INIH=3077.72+1.128*YW
(7.934**)

(69.978**)

Adjusted R-squared= 0.993
34. 就業者報酬

YW

DW=0.236

名目

YW =WAGE*NLE/10
35. 企業所得 分配 INIE

名目

INIE=0.0894*GDPN+0.796*INIE (-1) +1919.499*YGRR-3.2528*NLE
(3.426**)

(10.039**)

Adjusted R-squared= 0.984
36. 政府所得 分配 INIG

(6.799**)

(-3.672**)

DW=2.592

名目

INIG=OTAX+VAT-SUB+DEPG
37. 要素表示国民所得

NY

名目

NY=GNI-DEP-OTAX-VAT+SUB
38. 付加価値税計

VAT

名目

VAT=0.389*(RTIV/100)*(CHN / (1+RTIV/100)) + 0.495*VAT (-1)
(5.976**)

(5.450**)

Adjusted R-squared= 0.965
39. 付加価値税以外の生産・輸入税

DW=3.072
OTAX

名目

Log (OTAX) = 0.4219*Log (GDPN) +0.720*Log (OTAX (-1))-0.00000828*VAT
(4.199**)

(3.708**)

Adjusted R-squared= 0.939
40. 財産所得政府支払

TAPP

DW=1.508
名目

TAPP=0.9364*TAPP (-1) +267.3966*INT
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(-6.270**)

(73.936**)

(6.438**)

Adjusted R-squared= 0.964
41. 財産所得政府受取

DW=0.589
名目

TAPR

TAPR=0.01951*GDPN-0.01335*KG (-1) +0.502*TAPR (-1)
(6.535**)

(-6.690**)

(5.755**)

Adjusted R-squared= 0.946
42. 財産所得政府純

DW=0.889
名目

TAPN

TAPN=TAPR-TAPP
43. 国民 総所得

一次バランス

名目

GNI

GNI=GDPN+FR
44. 政府 所得一次バランス

GNIG

名目

GNIE

名目

GNIG=INIG+TAPN
45. 企業 所得一次バランス

GNIE=0.468*INIE+0.3034*FR+0.534*KSE
(14.980**)

(2.166*)

(10.204**)

Adjusted R-squared= 0.994
46. 家計 所得一次バランス

DW=0.514
名目

GNIH

GNIH=1.121*INIH-5.493*POP65
(132.397**)

(-4.694**)

Adjusted R-squared= 0.995

DW=0.324

＜H. 所得分配 二次バランス ＞
47. 所得富に課される経常税 企業（含む個人企業）

TADE

名目

TADE=0.166*(NY-YW)-0.0700*KSE-790.416*INT+0.520*TADE (-1) +519.275*YGRN
(3.402**)

(-2.123*)

(-4.152**)

Adjusted R-squared= 0.909

(5.346**)

DW=1.627

48. 所得富に課される経常税 家計（除く個人企業）

TADH

TADH=0.322*YW-0.287*YW (-1) +0.667*TADH (-1)
(8.211**)

(-8.163**)

(9.392**)

Adjusted R-squared= 0.936
49. 政府 所得二次バランス

DW=1.345

YR2G

名目

YR2G=GNIG+TADE+TADH
50. 家計 所得二次バランス YR2H

(3.507**)

名目
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名目

YR2H=0.652*GNIH+0.267*YR2H (-1) +1.155*NLE
(21.712**)

(9.455**)

(2.562*)

Adjusted R-squared= 0.999

DW=1.216

51. 企業 所得二次バランス YR2E

名目

YR2E=0.687*GNIE+0.447*YR2E (-1) -0.049*GDP
(6.481**)

(6.042**)

(-3.971**)

Adjusted R-squared= 0.991

DW=1.343

＜I. 所得分配 調整可処分所得 ＞
52. 政府 社会移転純（受払超過＝税負担分）

SO123G

名目

SO123G= 6764.920-25.290*POP65
(6.303**)

(-50.308**)

Adjusted R-squared= 0.987
53. 家計調整可処分所得

YDPH

DW=0.886
名目

YDPH=0.758*YR2H+0.216*YDPH(-1)+20.558*POP65
(25.555**)

(6.406**)

(15.815**)

Adjusted R-squared= 0.999
54. 企業調整可処分所得

YDPE

DW=1.146
名目

YDPE=5679.615+1.090*YR2E-4.973*POP65
(8.376**)

(47.612**)

(-5.437**)

Adjusted R-squared= 0.998
55. 政府調整可処分所得

DW=0.310

YDG

名目

定義

YDP

名目

定義

YDG=YR2G+SO123G
56. 民間調整可処分所得
YDP= YDPH＋YDPE
＜J. 労働 ＞
57. 就業者数(全体)

NLE

(スタートの 2015 年は、実績値)

NLE= NLEPM+NLEPW+NLEAGE
58. 男性生産年齢就業者数

NLEPM

NLEPM= POP1564M*(NLEMPR/100)
59. 女性生産年齢就業者数

NLEPW

NLEPW= POP1564W*(NLEWPR/100)
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60. 高齢者就業者数 （高齢人口参加率）

NLEAGE

NLEAGE= POP65*(NLEAGEPR/100)
61. 失業者数

NUE

NUE=77.6995-6.428*YGRN+0.735*NUE (-1)
(5.937**) (-5.724**)

(15.243**)

Adjusted R-squared= 0.956
62. 雇用者数

DW=1.060

NLW

NLW=-12716.24+0.463*NLE+0.1192*POP
(-16.848**)

(3.919**)

(11.205**)

Adjusted R-squared= 0.969

DW=0.153

＜K. 金利 ＞
63. 長期金利

INT

INT=0.0780*YGRN+0.8758*INT (-1)
(2.298*)

(28.642**)

Adjusted R-squared= 0.961

DW=2.006

＜L. 政府 財政 ＞
64. 政府収支バランス

名目

GFINA

GFINA=1.015*YDG-0.996*CGN-1.464*IG-0.928*((-1)*GDEBT*INT/100)
(10.236**)

(-10.853**)

(-8.503**)

Adjusted R-squared= 0.928
65. 政府債務残高

GDEBT

(-2.939**)

DW=2.307

名目 （累積債務）

GDEBT=-1.508*KSG-6.139*NLE+0.251*GDPN+0.915*GDEBT (-1)
(-6.198**)

(-2.158*)

Adjusted R-squared= 0.999

(5.240**)

(54.351**)

DW=1.729

＜M. 政府 社会保障 ＞
66. 年金

SSBP

名目

SSBP=0.136*(POP65*YW/NLE) +0.706*SSBP (-1)
(5.584**)

(12.022**)

Adjusted R-squared= 0.998
67. 雇用

SSBL

DW=1.774

名目

SSBL=-37687.49+10.789*NUE-0.028*GDPN+8.200*NLE-0.390*POP65
(-8.096**) (13.181**)

(-7.412**)
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(8.227**)

(-4.530**)

Adjusted R-squared= 0.898
68. 公的扶助

DW=1.214

名目

SSBO

SSBO= 119.953*RSH+2.844*POP65
(14.994**)

(53.941**)

Adjusted R-squared= 0.905
69. 医療介護

SSBM

DW=0.493

名目

LOG (SSBM) =1.325*LOG (POP65)
(956.057**)
Adjusted R-squared= 0.981
70. 社会保障合計

DW=0.164

名目

SSB

SSB=SSBP+SSBL+SSBO+SSBM
＜N. 国際 （経常収支） ＞
71. 民間 貯蓄投資バランス

FRSIP

名目

FRSIG

名目

FRSIP = KSP – IP
72. 政府 貯蓄投資バランス
FRSIG = KSG – IG
73. 全貯蓄投資バランス （経常収支） FRSI

名目

FRSI = GNI-CNT-IT
74. 海外純資産

FOAS

名目

FOAS=FAMODF+ (FOAS (-1) +FRSI)
75. 調整値変動係数 COADJ
COADJ=FRSI/COFRSI
76. 海外純資産調整値 FAMODF
FAMODF=COADJ*COFAMODF
77. 海外財産収入

FR

名目

FR=0.0233*FOAS+0.621*FR (-1)
(3.740**)

(5.192**)

Adjusted R-squared= 0.968

DW=1.386
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＜O． 人的資本＞
78. 義務教育卒業

HU1

HU1= (PRIMEWI*PRISHARE)/100
79. 高校卒業

HU2

HU2= (SECONWI*SECSHARE)/100
80. 高専短大卒業

HU3

HU3= (SHORTWI*SHOSHARE)/100
81. 大学卒業

HU4

HU4= (HIGHWI*HIGSHARE)/100
82. 短時間労働者（学歴不問）

HU5

HU5= (PARTWI*PARSHARE)/100
83. 義務教育卒業平均給与指数

PRIMEWI

PRIMEWI= PRIMWAGE/282.28
84. 高校卒業平均給与指数

SECONWI

SECONWI= SECONWAGE/282.28
85. 高専短大卒業平均給与指数

SHORTWI

SHORTWI= SHORTWAGE/282.28
86. 大学卒業平均給与指数

HIGHWI

HIGHWI= HIGHWAGE/282.28
87. 短時間労働者平均給与指数

PARTWI

PARTWI= PARTWAGE/282.28
＜P． その他の率＞
88. 名目

経済成長率

YGRN

YGRN= (GDPN/GDPN (-1)-1)*100
89. 実質

経済成長率

YGRR
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YGRR= (GDP/GDP (-1)-1)*100
90. 家計貯蓄率

RSH

RSH= KSH/YDPH*100
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付論 2.

変数リスト

label

valuable name

kind

reference

CGN

政府現実消費支出

名目

内生

SNA

CGR

政府現実消費支出

実質

内生

SNA

CHN

家計消費支出

名目

内生

SNA

CHR

家計消費支出

実質

内生

SNA

CNT

最終合計消費支出

内生

SNA

COADJ

海外資産

内生

SNA

DEP

固定資本減耗額計

名目

内生

SNA

DEPAR

固定資本減耗額計

実質

内生

SNA

DEPG

政府固定資本減耗額

名目

内生

SNA

DEPGAR

政府固定資本減耗額

実質

内生

SNA

DEPGR

政府固定資本減耗率

実質

内生

SNA

DEPP

民間固定資本減耗額

名目

内生

SNA

DEPPAR

民間固定資本減耗額

実質

内生

SNA

DEPPR

民間固定資本減耗率

実質

内生

SNA

DEPR

固定資本減耗率

内生

SNA

FAMODF

海外純資産調整値

内生

SNA 海外純資産等

FOAS

対外純資産

内生

SNA

FR

海外財産所得（受払

内生

SNA

FRSI

全体

貯蓄投資バランス

内生

SNA

FRSIG

政府

貯蓄投資バランス

内生

SNA

FRSIP

民間

貯蓄投資バランス

内生

SNA

GDEBT

政府債務残高

内生

日銀データベース

GDP

実質

GDP

内生

SNA

GDPN

名目

GDP

内生

SNA

GFINA

政府最終収支(primary balance)

内生

日銀データベース

GNI

国民総生産 （国民総所得）

内生

SNA

GNIE

企業第一次総所得バランス

内生

SNA

GNIH

家計第一次総所得バランス

内生

SNA

GNIG

政府第一次総所得バランス

内生

SNA

HIGHWI

大学卒業者賃金指数

内生

賃金構造基本調査

HU

人的資本指数

合計

内生

学歴賃金*学歴シェア合計

HU1

人的資本指数

義務教育

内生

学歴賃金*学歴シェア

HU2

人的資本指数

高校卒

内生

学歴賃金*学歴シェア

名目

調整係数

名目

純）
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label

valuable name

kind

reference

HU3

人的資本指数

短大高専卒

内生

学歴賃金*学歴シェア

HU4

人的資本指数

大学卒

内生

学歴賃金*学歴シェア

HU5

人的資本指数

短時間労働

内生

学歴賃金*学歴シェア

HULAHO

総労働投入量

内生

HU*LAHO

IG

政府総投資

名目

内生

SNA

IHR

家計総投資

実質

内生

SNA

INT

長期金利

内生

財務省

INIH

家計当初バランス

名目

内生

SNA

INIG

政府当初バランス

名目

内生

SNA

INIE

企業当初バランス

名目

内生

SNA

IP

民間総投資

名目

内生

SNA

IPR

民間総投資

実質

内生

SNA

IT

合計総投資

名目

内生

SNA

K

合計資本ストック（有形資産）実質

内生

SNA

KG

政府固定資本ストック

実質

内生

SNA

KP

民間固定資本ストック

実質

内生

SNA

KSE

企業総貯蓄

内生

SNA

KSG

政府総貯蓄

内生

SNA

KSH

家計総貯蓄

内生

SNA

KSP

民間総貯蓄

内生

SNA

NLE

就業者数

内生

労働力調査（長期時系列表

NLEAGE

高齢人口の就業者数

内生

労働力調査（長期時系列表

NLEPM

男性生産年齢人口の就業者数

内生

労働力調査（長期時系列表

NLEPW

女性生産年齢人口の就業者数

内生

労働力調査（長期時系列表

NLW

雇用者数（除く自営業）

内生

労働力調査（長期時系列表

NUE

失業者数

内生

労働力調査（長期時系列表

NY

要素表示国民所得

内生

SNA

OTAX

VAT 除く税

内生

SNA

PENADJ

年金基金準備金変動

内生

SNA

PERCHR

家計一人当たり実質消費

内生

SNA

PERYDPHR

家計一人当たり実質所得

内生

SNA

PRIMEWI

義務教育卒賃金指数

内生

賃金構造基本調査

RSH

家計貯蓄率

総

内生

SNA

SECONWI

高卒者賃金指数

内生

賃金構造基本調査
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label

valuable name

kind

reference

SHORTWI

短大高卒者賃金指数

内生

賃金構造基本調査

SO123G

政府社会移転 差額 （支払）

内生

SNA

SSB

社会保障費

内生

SNA

SSBL

現金給付保障

内生

SNA

SSBM

医療介護保険 現物社会給付

内生

SNA

SSBO

公的扶助

内生

SNA

SSBP

現金給付保障

内生

SNA

TADE

企業

直接税

内生

SNA

TADH

家計

直接税

内生

SNA

TAPN

政府財産所得

純

内生

SNA

TAPP

政府財産所得支払

内生

SNA

TAPR

政府財産所得受取

内生

SNA

VAT

付加価値税

内生

SNA

YDG

政府総調整可処分所得

内生

SNA

YDP

民間総調整可処分所得

内生

SNA

YDPE

企業総調整可処分所得

内生

SNA

YDPH

家計総調整可処分所得

内生

SNA

YGRN

名目経済成長率

内生

SNA

YGRR

実質経済成長率

内生

SNA

YR2H

家計 2 次所得バランス

内生

SNA

YR2E

企業 2 次所得バランス

内生

SNA

YR2G

政府 2 次所得バランス

内生

SNA

YW

就業者報酬

内生

SNA1.1

CPI

消費者物価指数

外生

日銀データベース

COFAMODF

海外純資産基準値

外生

SNA

COFRSI

経常収支基準値

外生

SNA

HIGHWAGE

大学卒業就業者賃金

外生

賃金構造基本調査

HIGHSHARE

大学卒業者就業占率

外生

就業構造基本調査

HO

一人当たり年間労働時間数

外生

労働力調査

IGR

政府総投資

外生

SNA

NLEMPR

生産年齢男性就業率

外生

労働力調査（長期時系列表

NLEWPR

生産年齢女性就業率

外生

労働力調査（長期時系列表

NLEAGEPR

高齢者層

就業率

外生

労働力調査（長期時系列表

PARSHARE

短時間労働者占率

外生

就業構造基本調査

総合
雇用保険

年金

実質
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label

valuable name

kind

reference

PARTWAGE

短時間労働者賃金

外生

賃金構造基本調査

PGDP

GDP デフレーター

外生

SNA 長期時系列

PIG

一般政府固定資本形成 デフレーター

外生

SNA 長期時系列

PINR

企業設備投資デフレーター

外生

SNA 長期時系列

POP

総人口

外生

日本の将来人口 2017

POP15

15 以上人口

外生

日本の将来人口 2017

POP1564

15-64 人口：生産年齢人口

外生

日本の将来人口 2017

POP1564M

15-64

男性人口

外生

労働力調査（長期時系列表

POP1564W

15-64

女性人口

外生

労働力調査（長期時系列表

POP65

65- 人口

外生

労働力調査（長期時系列表

PRIMWAGE

義務教育卒賃金

外生

賃金構造基本調査

PRISHARE

義務教育卒就業占率

外生

就業構造基本調査

RTIV

消費税率

外生

財務省

SECONWAGE

高卒就業者賃金

外生

賃金構造基本調査

SECSHARE

高卒就業者占率

外生

就業構造基本調査

SHORTWAGE

短大高専卒就業者賃金

外生

賃金構造基本調査

SHOSHARE

短大高専卒就業者占率

外生

就業構造基本調査

SUB

補助金

外生

SNA

time

時間 trend

外生

ダミー

WAGE

就業者賃金

外生

賃金構造基本調査
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付論 3

モデルの構造図
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第7章
第1節

結論
分析の要点と最終結論

本稿の研究目的は、将来の人口減少に伴い就業者数の減少が予想される中で、必要な
労働力を補完し経済成長を達成する手段として、先行研究等で議論されている諸方策を 6
つのシナリオに整理し、どの方策が日本の経済成長に貢献するのかを実証的に比較検討す
る事にあった。そのために、第 2 章では人口減少や高齢化に関する先行研究を、経済成
長論とその他の基礎的研究に整理するとともに、成長論を、労働力を補完する手段として
の移民受入れに賛同的か、否定または無視しているかで区分して検討した。第 3 章では
生産要素である資本と、資本の蓄積過程で使われる諸変数の持つ傾向を調べ、第 4 章で
は、ソローモデルを使った簡易シミュレーションを行うとともに、もう一つの生産要素で
ある労働投入量に関して、人口構成から将来の就業数の余地を探った。さらに、第 5 章
では、TFP の成長率を考え、その一部を人的資本指数として特定し、学歴別賃金とその
構成比でコントロール可能な変数へと変換し分析を行った。以上を準備した上で、第 6
章では長期計量経済モデルを考案し、6 つのシナリオ別に GDP の長期推移をシミュレー
ションし比較した。その結果、日本の経済成長には「大規模な移民の受入れ」が必要不可
欠である事がわかった。この章では、この結論に到るまでに行われた各章毎の分析のポイ
ントをまとめ、次節で、そのような大規模な移民を受け入れる場合、労働制度の改革が必
要になると指摘する。
本稿における数量的な分析は 3 章から 6 章までであり、この節では、これらの各章で
行われた分析のポイントを総合的にまとめている。第 3 章部分は過去の諸統計値からみ
る日本の過去 20 年間の経済状況の概要分析と、長期モデルで使われる諸変数値から読み
取れる、将来の経済に対する示唆の確認である。以下に、第 3 章の分析結果のポイント
をまとめる。
① 1991 年のバブル崩壊以降、現在に至るまで日本経済は低成長下にある。これは、経済
のグローバリゼーションに伴う交易量の拡大と、それにより生産の要素価格が国際的
に均衡する過程でのデフレ、および、経常収支の黒字基調による円高の影響によるもの
が大きい。
② 1990 年代の海外交易の進展に伴う国際的な価格競争の中で、大幅な人件費の圧縮を求
められた企業は、海外からの低賃金労働者の国内流入が制度的に制限されていたため、
低賃金労働を求めて急激に海外へ向かった。その原資となる海外投資には、国内貯蓄の
一定量が振り向けられたため、国内純投資は、固定資本減耗の拡大傾向もあって逐年減
少した。中でも、政府の純投資は財政事情から大幅に減少した。それにより、国内産業
の空洞化現象が顕著になった。同時に、グローバル化による人件費圧縮の動きは国内に
も波及し、賃金の安い非正規労働者の拡大が継続するようになった。
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③ 製造拠点を海外に移した国内大手企業は、国際的な最適生産体制を志向し、第三国から
の輸出を行うようになったため、日本の輸出依存度は、世界的に見て極めて低い状態と
なった。しかし、低成長下でも一貫して日本の経済成長に貢献してきたのは輸出であっ
た。政府の目標とした内需拡大による成長は、家計消費の低迷と、国内民間投資の不振
から結局達成できず今日に到った。
④ 家計消費不振の原因は、家計の可処分所得の減少にあり、家計の貯蓄も高齢化の進展も
あって激減した。一方で、民間企業は借入に依存しない貯蓄という内部留保を多く持つ
ようになった。そのため、この 20 年間で労働分配率は大きく低下した。
⑤ 今後、日本が成長していくためには、家計消費がさらに先細る事が予想されるため、や
はり輸出の拡大と、国内投資の復活が必要であるが、大手企業の投資姿勢は、為替レー
トを睨みながらも、依然として海外投資に相当量のウエイトを置いている。
⑥ 日本の純資産（国富）は、逐年減少していく方向にあり、家計純資産は安定しているが、
政府の純資産の減少は大きく、政府純資産は現時点ではほぼゼロとなっている。一方
で、負債を含めた国全体の総固定資本ストックは、少しずつ伸びているが、その構成割
合は、非金融資産から金融資産へと振り替えられている。この振り替わりの割合が大き
いのは家計である。金融資産の多くは、60 歳以上の高齢者世帯が保有しており、この
層が今後、金融資産を取り崩して消費していくと、国の資本ストックが一層減少してい
く恐れがある。
⑦ さらに、民間除却額と就業者数とは、負の相関関係にあり、就業者数が減ると除却が増
えるという関係にある。よって、今後の人口動向から推測される就業者数の減少に伴
い、除却の拡大による資本ストックの減少も懸念される。
⑧ 1990 年代からの企業の海外投資による海外純資産の増大を受けて、近年は海外からの
所得収支の伸びが大きくなってきている。海外純資産は、2014 年末には 366 兆と世界
最大となったが、対外総資産 986 兆の内の 551 兆余りが証券投資であり、流動性を確
保し金融収益を得る目的であることがわかる。
⑨ 政府の財政状況を確認すると、貯蓄・投資共に一貫してマイナスであり、その規模は最
近では毎年 40 兆前後である。その結果、政府の負債は 2013 年で 1200 兆近くになっ
ている。この負債は、そのほとんどが中央政府の負債である。このままの状態が続くと、
国債の多くを国内で消化できなくなる可能性がある。
⑩ 政府の負債を解消していく方策としては、税収を確保するしか方法がない。方法として
は、社会保険料を含めた税率を上げるか、経済成長を確保する方法でしかない。低成長
下での税率アップは、ますますデフレを助長し、財政緊縮にも限度があるとすれば、経
済を成長軌道にのせる事がベストの選択となる。
次の第 4 章では、第 3 章でその特徴をみた、貯蓄・投資・固定資本減耗・固定資本スト
ックと、この章で検討する労働投入量、および生産関数から導かれる弾力性を使って、閉
鎖型のソローモデルでシミュレーションを行った。さらに、このソローモデルで使い、第
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6 章の本格的シミュレーションでも使用する、女性と高齢者層の就業余地(潜在的就業者
数)の算出根拠を提示している。この章のポイントは、以下の通りである。
① ソローモデルが意味するところは、労働投入量増加率と TFP 成長率の合計が、0 以上
でなければ長期的な経済成長は達成できないという事である。また、均斉成長到達まで
の成長過程を、資本蓄積過程を加える事でシミュレーションできる。
② 生産年齢人口と就業者数とは、経済成長率という要因を挟んで密接な関係にあり、長期
的には、就業者数の増減は、生産年齢人口の増減に一致すると仮定できる。
③ 閉鎖型経済を想定し、1980 年から 2014 年までの 35 年間のソローモデルによるシミ
ュレーションでは、長期的経済成長に必要な労働投入量の減少率-1.8％を、TFP 成長
率 1.42％で補完することはできず、将来の長期的経済成長は達成できない。
また、固定資本減耗率や投資率は、人口推移と密接な関係があり、人口減少は資本蓄
積面で短期的にも経済成長を阻害する可能性がある。
④ 就業者数の減少は、就業者に体化された目に見えない能力の総量の減少を意味してお
り、TFP 成長率を低下させる要因となる。就業者数の減少下で TFP 成長率を維持する
には、個々人の能力のアップしか方法はない。
⑤ 生産年齢人口の女性の就業者数の上限を男性並みの 82％とし、30 年かけて就業へと導
くことを想定すると、毎年 15.8 万人の就業余地となる。この層の実現可能と思われる
就労水準を 72％とすると、毎年の就労余地は 6.7 万人である。仮に、女性が男性並み
に就業したとしても、ソローモデルでは長期的には成長できない。
⑥ 高齢者の就業率は、高齢者人口の増加を受けて長期的には減少傾向にあり、現在 22.3％
である。高齢者層の就業可能年齢を、男女ともに 65 歳から 74 歳までと想定し、2042
年までに、100％が就業すると想定すると、就業余地は毎年約 39 万人である。しかし、
実現可能な目標値をこの層の半分とすると、就業余地は 19.3 万人である。仮に 2015
年以降の 10 年間で高齢者層の就業率を 40％に引き上げる場合をソローモデルで推定
してみても、一時的には成長するが、長期的には人口減少の影響から成長は低下してい
く。
⑦ これらの就業余地層を就業に導くには、相当量のインセンティブが必要になり、コスト
要因となる。
⑧ 長期的に経済成長を達成するには、諸外国から就業意欲のある層を移民労働として受
け入れる方策がベターであり、受け入れる数は、現行の移民数を含めて約 24 万人の大
規模な移民が毎年必要になる事になる。従って、国内での女性や高齢者の就業拡大の努
力と移民の受入れの双方を同時に行う方策が、実現可能な方策と考えられる。
第 5 章では、人口が減少しても TFP を拡大する事で成長できるのではないかという疑
問に応えるために、人為的に TFP を動かしてシミュレーションできるように、TFP の一
部を構成する人的資本の推定を行なった。既に、ソローモデルによって、過去の特定期間
の TFP 成長率では、労働投入量の減少率を超える事が出来ない事が判明しているので、人
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的資本の代理変数と考えられる学歴別平均賃金に焦点をあてた。ここから求められる人的
資本指数をコントロールする事で、TFP 成長率の一部分をコントロールできる。そこで、
第 6 章で使う生産関数の形を人的資本指数も盛り込むように変更した。また、同じく第 6
章でシミュレーションするシナリオのための準備を行った。この章のポイントは以下の通
りである。
① 内生的成長モデルは、TFP 成長率の一部を構成すると思われる人的資本を、計測でき
る代理変数に置き換える必要がある。学歴別の平均賃金を、人的資本の代理変数とし、
就労者の能力の差は、学歴別の平均賃金に代表されると考えて人的資本を計測する。
人的資本指数は、学歴別賃金指数に学歴別のシェアを乗じたもので計測される。
② このような賃金と人的資本の捉え方は、人的資本を伸ばしたければ、賃金を増やし、賃
金を伸ばせば、人的資本も伸びると想定する事である。
③ 1980 年から 2015 年までの人的資本指数の伸び率は 0.9％であるが、この指数を分解
すると、賃金による指数の成長率は 1.0％であり、シェア構造の変化による指数の成長
率は-0.1％である。シェア構造劣化の原因は、低賃金の短時間労働者の増加である。
④ 2015 年には非正規労働者が雇用者数の 35％になったが、その内訳としてのパート・ア
ルバイト等の短時間労働者も、1980 年の 10％から 24％にまで達しており、短時間労
働ではないフルタイム労働の非正規労働者は 11％である。このような就業構造の変化
は、就業者の低賃金化を促し、同時に平均的人的資本の劣化へとつながる。
⑤ 長期マクロの観点から見ると、近年の短時間低賃金労働者の増加は、海外から低賃金単
純労働者を受け入れた場合と何ら変わらない。国際価格競争の中での人件費圧縮の動
きは、単純労働移民を受け入れても、受け入れなくても結果的に国内の賃金に影響を及
ぼしている。
⑥ 移民を受け入れても、受け入れなくても、交易の進展により賃金という要素価格の均等
化が進むのであれば、就業者の減少が予測できる日本の経済成長のためには、移民を受
入れた方が有利であり、低賃金労働も応分に移民労働に担ってもらう必要がある。但
し、移民を構成する学歴別の構造は、日本社会の構造と近似し、就労が日本人と補完的
となるような行政が必要である。
⑦ 生産関数の労働投入部分に、人的資本指数を加えた、コブ・ダグラス型の生産関数を想
定すると、従来型の推定値より、人的資本指数の変動を加えた推定値の方が若干高い相
関を示す。人的資本指数が従来の TFP 部分の約 6 割を説明する。
③ 人的資本指数とそれを構成する、学歴別就業構造や学歴別賃金指数を人為的に動かす
ことで、TFP の 6 割部分をコントロールできる。学歴別就業構造の高度化とは、就業
者の学歴構造を大学卒のシェア拡大の方向へと動かすか、短時間労働者を減らすこと
であり、学歴別賃金指数の高度化とは、学歴別の平均賃金の上昇率を従来以上に上昇さ
せることである。
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④ 人的資本指数の成長率は、長期的に伸びが低下してきており、この部分が、近年の一人
当たり資本装備率の伸び悩みとも相俟って、TFP 成長率の長期低下傾向を説明してい
る。
第 6 章は、3 章から 5 章までの分析を踏まえて、長期推定の為の連立方程式モデルを組
み過去 35 年間(1980 年から 2014 年)の経済諸変数を使ったシミュレーションとその結果
分析である。結果は、第 3 章で示唆されたものや、第 4 章のソローモデルで示唆された
ものとほぼ一致する。シミュレーションの期間は、2015 年から 2115 年までの 101 年間
である。生産関数には、第 5 章で求めた人的資本指数を組み込んだものが使われる。ベ
ースケースは、過去の傾向値を忠実になぞった、将来の日本の姿のシミュレーションであ
り、制度部門別に若干詳しい推定結果を提示している。変化させるシナリオは、第 1 章
で提示した 6 項目のシナリオであり、それらの結果を示している。以下に、この章での
結論を概括する。この中の、①から⑦までが、過去の傾向値を踏襲した、ベースケースで
あり、以降が、想定シナリオに基づくシミュレーションである。
①

第 4 章で使った「ソローモデル」と本章の「連立方程式モデル」のベースシナリオを
比べると、ソローモデルの方は、一旦成長した後、一貫して経済成長が低下していく
のに対して、連立方程式モデルの方は、二つの期間に分かれた特徴が見られる。2045
年までのソローモデルを下回る GDP の低下と、以降長く続くの 0％成長の時期と期
間後半の再度の成長の低下である。連立方程式モデルの、2115 年での最終的な GDP
水準は、ソローモデルを 50 兆ほど下回り、結果的に 100 年に亘って経済成長しない。

②

GNI は、期間を通じて GDP 水準を上回るが、GDP 成長率の低下を補完するほどでは
ない。GDP との差である海外所得収支は、ほぼ 20-30 兆円の範囲で推移する。

③

海外純資産は、期間の初めは順調に伸びるが、経常収支の低下を受けて期間の中間で
は低下し 300 兆を下回る。その後は、再度回復傾向を示すが、人口減少による国内経
済の不振により、経常収支も低下していく事から、2115 年には 400 兆ほどになる。

④

人口減少により国全体の家計可処分所得は減少していき、そのほとんどが消費される
ため、家計分野での貯蓄はほとんど発生しない。人口一人当たりの可処分所得と消費
は、ほとんど変化しないがわずかずつ減少していく。

⑤

民間貯蓄は、企業貯蓄が大半となり逓減傾向にあるものの伸びていく。民間投資と固
定資本減耗は、ほぼ同額のまま推移することから、投資は設備等の更新に使われ、新
規投資はほとんどなくなる。

⑥

社会保障関係費用は、2041 年までほぼ 120 兆で推移し、政府の大きな負担となる。
それ以降は下降していくものの、年金費用は高齢者占率 40％弱の状態が継続する事か
ら、減少スピードは鈍い。

⑦

以上の結果、固定資本ストックは、高齢化がピークを迎える 2041 年に向かって、急
激に低下していく。2042 年以降は、固定資本ストックも若干の上昇に転じるが、人口
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減少の影響で、期間後半は逓減傾向が大きくなる。政府税収もまた低下の一途を辿り、
プライマリーバランスは 2115 年に到るも均衡しない。
⑧

出生率改善のシナリオの結果
2012 年と 2017 年の出生率の相違による人口推計の違いから導き出される就業者数
を使って推定した。就業者の減少率は、-0.1227%と、-0.1049%である。この時の出生
率は、1.35 と 1.44 である。シミュレーションでは、2115 年で 100 兆もの GDP の相
違となってくる。

⑨

労働時間の減少を止めるシナリオの結果
就業者の平均労働時間数の減少が止まれば、日本経済は成長軌道へと即座に転じる。
しかし、今後とも女性や高齢者の短時間労働者が増えてくることを想定すると、平均労
働時間数の拡大は、正規職員の労働強化を意味する。この正規職員への労働強化が、法
的に規制されると、就業者の平均労働時間は減少すると考えられる。このような傾向が
ある場合、経済成長は成長しない。

⑩

女性の労働参加率を高めるシナリオの結果
女性の就業者余地数を使って、2045 年を目標年として、女性の就業率を 72％に上昇
させても、男性並みの 81.9％に上昇させても、2041 年までの経済成長の落ち込みを補
完する事はできない。また、双方とも期間の後半に再度経済成長が低下していく。

⑪

高齢者の労働参加率を高めるシナリオの結果
高齢者の就業者余地数を 65-74 歳層の半数と想定し、目標年を高齢者数がピークとな
る 2041 年の翌年とすると、期間の前半から中盤にかけて、ベースケースに比べて幾分
かの成長率の維持拡大に向けた貢献が確認できるが、最終的には経済成長しない。この
シナリオに、女性の就業率を 72%にした場合の就業者数を加えてみても経済成長でき
ない。

⑫

人的資本が高度化していくシナリオの結果
2051 年を目標年として、フルタイムの一般労働者が全員大学卒の学歴を持つ場合を
想定しても、2041 年までの経済成長の低下を食い止められない。ましてや、2051 年以
降の期間後半の経済成長も担保できない。

⑬

大規模な移民を受け入れるシナリオの結果
移民規模別の人口推移表を使って、就業者数を算出しシミュレーションする。この結
果、期間を通じて移民だけで 0％以上の経済成長を達成する場合は毎年 35 万人規模の
移民が 20 年間必要になる。この場合の移民総数は、700 万人である。一方、期間後半
は、世代重複効果から一定の成長を示すが、成長率は労働力の減少傾向から逓減してい
く。

⑭

移民 35 万人の人的資本が劣化した場合のシナリオ結果
移民 35 万人の学歴構造が、義務教育と短時間労働者のみの場合を想定してみる。そ
の場合でも、ベースケースに比べると大きな経済成長への寄与が確認できる。しかし、
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国内での就業者の経済格差を大きくしないという観点から見ると、可能な限り、日本
人の平均的学歴である、高卒以上の学歴に合致する様な移民の受入れが必要である。
⑮

ポリシーミックスのシナリオの結果
すべての労働力の増加を移民によって確保するのではなく、移民規模を 35 万人とし、
国内の努力として生産年齢人口にある女性の 72％が就業し、74 歳以下の高齢者層の半
数が就業する場合を想定する。この場合は、期間前半は低成長であるが経済成長し、そ
の後も経済は順調に伸びていく。その結果、税収も拡大し、プライマリーバランスも
2051 年には達成できる。
以上が、3 章から 6 章までの分析の要点である。
以上の結果を総合すると、
「将来の日本の経済成長にとって、大規模な移民の受入れは必

要不可欠であり、それ以外の方策では持続的な成長は達成できない。」ということになる。
従って、先行研究等で議論されていた成長への 6 つの方策は、
「大規模移民の受入れ策」が
最善の方法であったということになる。一方で、図 6-3 にあるベースケースの GDP の推
移をみると、期間の前半と後半部では GDP の成長経路が変化している事がわかる。そこ
で、この原因をシミュレーション期間の前半と後半に分けて考えてみる。期間前半の成長
率の落ち込みの原因は、高齢者占率がピークを迎える 2041 年に向かって、高齢者層が金
融資産となった資本ストックを消費していく大きさが極めて大きい事から生じており、そ
の結果、資本ストックに依存する経済成長率は低下せざるを得ないという結果となってい
る。もちろん、この原因には、人口減少に伴う「除却」の増加や、国内投資の減少と、資
本の海外移動の影響もある。この部分を補完すべく、6 つのシナリオを作りシミュレーシ
ョンしてみたが、
「35 万人の移民を 20 年間入れる」というシナリオ以外には、この前半部
分の成長の落ち込みを補完する事はできない事がわかった。よく言われる人的資本の向上
でも、単独かつ現状のままでは無理であることがわかった。また、期間の後半に目を向け
ると、いずれのシナリオでも「大規模な移民を入れたとしても、期間の後半には程度の違
いはあるが、経済成長率は逓減する。」という結果が示された。この原因は、今回の推定に
当たって国立社会保障人口問題研究所の発表している、2015 年からの 20 年間に限定した
移民規模別の人口推移表を使ったためであり、21 年目からの移民規模を大幅に減少させた
ためである。つまり、20 年間に限定した移民政策だけでは、長期的な人口減少の影響を補
完できず、世代重複効果を加味したとしても、永続的な経済成長は達成できないという事
を示している。この事は、一定の経済成長率を確保するためには、過去からの TFP 成長率
水準を確保したとしても、図 4-9 でも推定したように経済成長するには、少なくとも就業
者増加率に代表される労働投入量を 0％程度に止めるために、最低限必要な就業者数を保
持する事が必要である事を示している。これは、ソローモデルと整合的であるとともに、
日本の人口減少を補完する将来の移民政策は大規模でなくても良いが、期間を限定するこ
となく恒常的に継続していく必要があることを示している。すなわち恒久法の制定であり、
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現在建設業で行われている時限立法の類ではない 87。また、移民数の規模が大きいほど経
済成長による税収の拡大を通じて、財政の健全化に貢献する事が実証されており、その意
味でも一定量の移民規模を持続させることが必要である。同時に、日本の総人口の成長率
や、TFP 成長率を確認しながら長期的な経済成長に向けて移民規模を柔軟にコントロール
することも必要になるだろう。
このように、移民政策の効用が確認されると、1990 年代以降の日本経済の低迷は、移民
政策という経済政策の欠如により、グローバルな単一市場が形成されるプロセスに欧米各
国に較べて乗り遅れ、未だにコミットしていないためではないかという疑念が生じる。こ
の年代に産業界が長年に亘って求めていた柔軟な移民政策があれば、現在までに生じた資
本の海外移動をある程度に抑制し、大規模な空洞化を避け、より一層の経済成長を達成す
る事も可能だったのではないだろうか。この時期には、第 2 章の付論で述べている様に様々
な議論があった。実際に、後の内閣府(1999)では移民政策の必要性を述べている。また、
依光(2003)にもあった様に当時は省庁間でも意見の相違があったようであり、結果的に「単
純労働者を含めた移民政策」は導入されなかった。本稿の冒頭で述べた先行研究での最初
の問題意識に対する回答となるので、改めて 1990 年代の世界経済を振り返ってみる。こ
の時代は社会主義経済圏の崩壊と同時に、もと社会主義であった各国経済が資本主義経済
圏に参入する事からおこる労働力の拡大から始まっている。世界的に市場が拡大したため
需要の拡大も大きかったが、同時に起こった労働者数の拡大の影響の方も大きかった。こ
の様な状態の中で、もとの社会主義各国は、資本主義各国の生活水準にキャッチアップす
る為に工業化を急いだ。結果、中国を始めとして安い賃金で作られる日用品や電化製品が
世界に輸出され始めた。かつては、日本企業の独壇場であった家庭電化製品等の分野での
価格競争が、世界的な規模で発生したのである。この結果、日本企業は価格戦略を見直さ
ざるを得なくなり、利潤を確保するために人件費の削減に取り組むことになる。ここで障
害になったのが国際労働市場とのアクセスである移民政策の欠如であり、日本的経営の持
つ解雇規制であった。この結果、経営側は国際労働市場での労働力調達を断念し、同時に
正職員保護の観点から、安い賃金でも働かせることができ、解雇が比較的容易にできる非
正規職員の雇用拡大へと舵を切った。折からの IT 革命進行の影響もあり、中間管理部門
の大幅な人員整理を行いながら、正職員の仕事で非正規職員に代替できる部分を大幅に非
正規職員へと移すことになる。一方で、円高も進行していった事から、製造業の生産拠点
の世界的な配置戦略に拍車をかけ、資本の海外移動とそれに伴う国内工場の閉鎖と整理解
雇から国内産業の空洞化が進むのである。結果、2000 年代に入ると、日本には生産やサー
ビスの本社や R&D 部門が残り、特殊分野を除いて他のどこでも可能な製造工程は、日本
企業の労働者に求められていた一定の質的水準をクリアーできる国であれば、近隣諸国の
市場規模を考慮しながら世界各国に移されていき、国内での商品販売もそれらの国々から
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の逆輸入商品が溢れる事になった。現在は、商品の安全性や頑健性、そして独創性、利便
性の観点から日本本来の商品の良さが再度見直されてきており、海外からの所得収入や観
光客の拡大によるサービス収支の拡大もあって、国内景気はやや上昇傾向にある。しかし、
欧米では、早くから人口政策との関係で、柔軟な移民政策に取り組んできており、資本の
急激な海外移転は生じなかった。従って、本稿の冒頭で述べたような経済成長の大きな落
ち込みは生じなかったのである。最近は、内閣府(2008)でも、外国人労働者の経済成長へ
の貢献は大きいと述べ、技術進歩も規模の大きさが関係していると述べている様に、移民
政策という人口政策の効果は次第に認知されてきつつある。そうであれば、一刻も早く実
際の政策に反映すべきなのでなないだろうか。次節では、今後移民政策が実施される場合、
問題になって来る日本の労働慣習や制度に関する課題を、各章で部分的に触れてきた記述
のまとめとして考察する。
第2節

課題の多い日本の労働制度

本稿の第 6 章のシミュレーションは、将来も過去の傾向値に従って変化するであろう
という前提で行われている。つまり、過去の諸統計値は制度的な制約を持って作られてお
り、その制約が今後とも継続するという前提に立っている。しかし、制度は必ずしも一定
ではない事から、過去の制度的な制約を取り払えば、今後の統計値にも変化が出てくる。
その意味で制度的な枠組みを論じる事は、経済産業省(2014)「通商白書」でも指摘されて
いるように成長戦略の一環でもあり、副作用の発生も含めて慎重な議論が必要である。本
来は、この部分の研究が政策効果を実証推定する場合には重要になるのであるが、今回の
研究では経済成長に向けて輻輳する議論を整理するために、労働力不足を補完するとされ
る 6 つの方策に関してマクロ的な効果を推定する事に主眼を置いた。従って、制度的な
制約部分に関しては各章で部分的にしか論じていない。しかし、1990 年代の経済成長に
最も大きな影響を持ったと思われる制度は、前節で述べたような、1990 年前後の単純労
働者を含めた移民政策の有無に関するものであり、この問題は第 3 章でも部分的に触れ
た。第 4 章では、日本の多くの企業が定年という制度的な解雇年齢を 65 歳とし、基礎年
金の支給開始年齢も同年である事から、再度、高齢者層を就業させるためにはコスト要因
としてのインセンティブが必要になると述べた。第 5 章では、世界的な要素価格均一化
の動きが正職員の解雇規制の為、日本における正規・非正規労働（短時間労働者を含む）
の格差拡大に拍車をかけたと述べ、この動きは人的資本指数の低下に繋がっていると分析
した。第 6 章では、このような動きは、労働投入時間の減少傾向を継続させる方向へと
導くと述べ、労働投入量の拡大には、単位時間労働に基礎を置いた正規・非正規に大きな
差を設けない「同一労働、同一賃金」という労務管理政策の必要性を論じた。さらに、
「出生率を上げる」という政策に必要な、家計における教育コストの削減の必要性にも触
れている。このように見てくると、「女性や高齢者の労働参加を促す」とか、「一人当たり
労働時間数を上げる」という方策を論じる場合、日本的な制度や労働慣習、特に「正規・
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非正規労働問題」を検討の俎上に上げる必要がある。正規雇用者とは終身雇用者であり年
功序列賃金を享受できるが、非正規雇用とは終身雇用者を守るための短期契約の低賃金雇
用を意味するからである。また、女性や高齢者は非正規労働となりやすい。従って、従来
の諸統計数値を作ってきた背景には、日本の労働市場が持つ日本的経営と言われる特殊な
制約があり、それがどのように関係しているのかを考える必要性が出てくる。その事は、
日本の経済成長に資するものにもなるからである。
同時に前章末でも述べたように、移民を大規模に受け入れる場合、日本で働くという
事が、外国人から見て魅力的であることも必要になる。馬(2000,127-149)によると、新興
国の代表としての中国では日本の企業より、欧米企業に人気が集まっている。ましてや、
一時的な出稼ぎとしての移動労働ではなく、家族を伴い移住して働く移民労働を大規模に
受け入れるという事になると、外国人労働者にとっては人生の選択と言っても良い。よっ
て、国際労働移動を提唱する本稿では、移民数と経済成長の問題を論ずる事に加えて、今
後は日本の労働制度や慣習の何が課題となってくるのかを指摘しておきたい。このこと
は、実際に移民を受け入れる場合の制度をどのようにするかという研究へと発展すること
から、当節はこのような次の研究課題への始めのステップとして位置付けられる。
現在の日本の労働制度に関しては、既に述べてきたように外国人諸氏からの多くの批
判があり、一方で国連機関から低賃金の研修生制度に関する批判も続いている。この研修
生に関しては、近年、研修期間が 3 年から 5 年にまでに引き上げられた経緯があるが、
研修生と称した名ばかりの海外労働力を、人権を無視した扱いで酷使して利益を上げてい
るというのが、国際機関が指摘している問題点である。この様な研修生の扱いは、日本の
企業の中ではごく例外的な業者の所業であり、日本の一般的な企業の所業ではないと考え
られがちであるが、外国人労働者や国際機関から見た場合、そのようには捉えられていな
い。また、多くの外国人労働者は「日本では、同一労働同一賃金の原則」が実践されてお
らず公平な処遇ではないと批判している。日本の労働者がこれまで慣習的に受け入れてき
た制度が、世界の先進国基準で見るとどうやら非常識なものとなっているのである。前章
までで判った様に、日本がより一層の経済成長を達成するためには、多くの移民労働者を
受け入れる必要があるが、日本の制度には世界基準に合致させ、魅力的な制度とすべき部
分もあるようである。この節ではこのような慣習や制度的な観点から、世界から見た場合
の日本の特殊性を明らかにし、どのような課題があるのかを検討する。一方で、報道され
ているように、日本の中でも多くの若者が憧れる大手企業に就職したにも関わらず、その
企業での過労とも相俟って自殺の道を選択している。そこまで追い込まれる前に、会社を
辞めてしまうという選択肢もあったのではないかと思われるが、何故それができずに、そ
のような悲惨な結果となってしまったのだろうか。おそらくこの様な事例も、今まで日本
人が誇りにしてきた日本的な経営や制度の持つ特性に関係があるように思われる。つま
り、外国人労働者から批判される日本的な制度を検討する事は、日本の労働市場や労働環
境と制度そのものの検討を行う事と同義となる。従って、この検討の過程で、女性や高齢
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者の就業促進問題も検討される事になる。この節では、まず日本的経営の持つ利点を検討
し、次に顕在化した問題点と改正の方向性を、第 2 章で述べた先行研究を踏まえながら
検討していく。
一般に云われる日本的経営とは以下の 3 つの要素から構成される。一つは、終身雇用
制であり、一旦企業に就職すると定年まで当該企業に勤める事を前提とし、途中で解雇し
ないことを保証する制度である。二つ目は、年功序列賃金であり、長期的な勤務を前提と
する場合、逐年その企業で必要な能力は蓄積されることから、結果的に年齢に応じて必要
となる生活給を支払うようなシステムになっている制度の事である。三つめは、企業別の
労働組合組織である。この労働組合の大きな役割は、企業ごとの業績や経営環境に基づい
て、経営側と雇用者全体の賃金総額の交渉を行うことにある。いわゆる企業収益に対する
労働分配率の交渉であり、このような交渉は個人では行えないことから、集団的な交渉に
よる労働者の要求を可能とし、労働者側の利益を一定程度保障する制度となっている。産
業別の組合ではなく企業毎であることから、企業業績の過多によって賃金水準が左右され
ることになり、企業間の競争を促す要因ともなっている。以上の 3 つの特徴から、日本
的経営とは、いわゆる共同体としての色彩を強く持つ事になる。従業員は、勤務している
企業業績が良くなれば、それに応じて支払われる賃金も多くなることから、たとえそれが
自身の雇用を危うくするような省力化や効率化に関する技術開発やアイデアであっても、
企業業績に大きく貢献する改善や工夫等の経営課題に対しては積極的に協力し、企業側も
従業員の能力開発を積極的に行い、たとえ配属部門の省力化が行われても、他部門で雇用
を継続できるように多能型の職員へと育てていった。そのために、企業側は、職員の部門
を跨る配置転換を定期的に行い、従業員側も、この配置転換を自らの能力開発や経験を蓄
積するという手段として捉えた。さらに、大手企業は関連する成長分野の事業に関して、
子会社を作る事でその事業の幅を広げ、不況期にあっても従業員の雇用は守れるような手
段をとった。その結果、単に不況期の雇用対策としてだけではなく、時代の経過と共に変
化する産業構造や、様々な経済的不況に柔軟に対応する事が可能になり、労使ともに日本
的な経営に自信を深めていった。また、バブル崩壊前までの日本の状況から、海外研究者
もこの日本的経営を賛美するに至り、日本の経営者は一層の自信を持つに至った。このよ
うな成功体験から、企業とは労使双方が運命を共にする仕組みであるとする風土が培わ
れ、従業員は自らが唯一持つ労働という資源を、企業のために無定限に使う事こそが美徳
とされ、その忠誠度によって個人の人事評価も行われていったことから、円満な労使環境
の下での効率的な事業展開が可能になったのである。これらは、正職員としての長期雇用
が保証され、右肩上がりで業績が拡大していく中ではじめて成立する労働慣習であった。
同時に、日本の正規職員には過去の様々な経緯から個人生活を犠牲にしてまで会社に貢献
し、相当量の時間を会社のために使ってきたという経験を持つ従業員が多いことから、会
社に多くの貸しがあると考える傾向が強まり、会社は株主だけのものではなく、従業員自
身も含めたステイクホルダー全体のものであるという意識が生まれていった。
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一方で問題点もあった。正規職員の雇用は配置転換や子会社等への異動で保障されて
いるが、不況期に雇用の調整要員として活用されるのは主に非正規職員であった。以前の
非正規職員は、一般に主婦の世帯収入を補助するパート労働であり、世帯主の収入は別途
確保されていたので大きな社会問題にはならなかったが、今日では 4 割を占めるに至っ
た。また、長期雇用を前提にすると、ある程度の年齢になってから必要な生活給を多く支
払うためには、若年時に少なく支払う必要があり、また退職金という老後資金も従業員に
支給する準備もしなければならない事から、就業期間を通じて労働生産性とは若干異なる
給与を支払う必要があり、残余をストックする必要がある。しかし、このストック部分
は、期間の中途で退職するか転職する様な場合、大きく削減されてしか支払われない。つ
まり、中途で会社を辞めれば不利益を被るので、辞めさせないという仕組みが組み込まれ
ているシステムでもあった。本来、老後資金とは個人が生産性に応じて支給される給与の
一部を貯蓄するか、401K の様な制度的な個人口座に蓄積されるものであるが、日本企業
では最後の定年退職の段階で賃金の一部の後払いという形で支給される。このような賃金
の生産性と異なる支給形態が、多くの外国人労働者から批判を受けている部分である。ま
た、企業の従業員に対する能力開発活動は、当該企業の即効的利益に叶う様に行われる特
有の能力開発であり、必ずしも個人の普遍的な能力開発に資するために行われるものでは
ない。普遍的な能力開発に関しては、主に個人の責任で行うという事になり、一般的には
学歴や資格の取得等に代表されるものであるが、一旦就職してしまうとそのような普遍的
な能力開発に関しては、正職員の多くは企業に要求される拘束労働時間の多さから、その
自己啓発の時間さえ取れないことも多い。頻繁な異動や配置転換によって行われる能力開
発も、様々な状況下での経験値は高まっても、一部の企業中枢部門を除いて、必ずしも個
人の一般的な能力開発や専門性の確立に資するとはいえない。一方で、仕事として普遍
的、専門的に個人の能力を高められる部署は社内では極めて限られているが、この部門へ
の異動希望は、将来の自身の能力や処遇に大きく影響する事から、希望が殺到し従業員の
激しい競争と軋轢が発生する。結果、その異動を決める人事部門に多くの権限が集中する
事になっている。つまり、一部の異動を除いては、部門間、地域間の異動は必ずしも個人
の能力開発に役立っているとは言えないという事である。従って、従業員が産業の垣根を
越えて転職する場合には、学歴や資格等を除いて有効な能力を保持していると見なされな
いものが多く、同じ企業内であっても定年後も定年延長等の法律によって定められた期間
の勤務を希望する職員に対しては、与える仕事がないといった状況になっている。この事
は結果的に、企業側が従業員に専門性の高い能力を蓄積するような能力開発を行ってこな
かった事を示しており、一部の製造業における専門性の高い特殊技能等の伝播を除くと、
多くの場合の定年延長は有意義な人材の活用にはなっていない。これは、自社で従業員の
専門性を高めていくような能力開発を行っても、従業員が転職したり退職したりした場
合、自社に役立たない無駄な投資に終わってしまう事から、極力教育は、企業特殊的な即
効性をもった能力開発に特化させたいという企業側の意図があるからである。特に、高齢
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従業員層になると、蓄積された能力が企業内で発揮される期間が短い事からこの傾向は強
まる。つまり、現在までに国が主導してきた再雇用策を中心とした定年延長制度は、従業
員に基礎年金が支給されるまでのつなぎ期間の、民間による一定程度の所得保障というコ
スト要因に過ぎず、企業にとって有効な労働力とは見なされないものになっているという
事である。この様な状態が継続する事は、現在の様に、また将来においても労働力自体が
大きく不足していくと思われる状況下では、極めて大きなロスを抱える事になる。結果的
に、現時点での企業は、成果のみを求める機関に近く、企業活動を通じて自社に利益をも
たらす人材作りには熱心であるが、自社以外にも利益をもたらす可能性のある従業員の普
遍的な能力開発に関しては非常に淡白になっていると言える。しかし、現在のままであれ
ば、このような労働慣習は定年延長等の外部環境が変化すると、これからも戦力化してい
かなければならない自社の貴重な労働力を無駄使いする事に繋がってしまう。従ってこれ
からは、単独の企業の利益のみの視点で労働力を見るのではなく、将来起こるかもしれな
い産業構造の変化にも対応でき、いかなる産業においても必要とされるような能力と経験
を持つ人材を育成していくという視点も、企業の持つ公共の福利厚生に貢献し、日本全体
の経済成長に資するという公的な役割と、責任の観点からも必要になってくると思われ
る。一方で、現下の日本的経営では、正社員に対して自己啓発もままならないような、多
くの拘束労働時間を要求する事例が未だに後を絶たずに存在している。このような事例が
多発する労働環境下で、しかも労働力が次第に減少していく状況の下では、労働者の能力
開発に関しては、国を挙げての何らかの施策が必要になっている。かつて、労働者の能力
開発を狙って行われた、労働者の自己啓発を促すような個々人への補助金制度は、企業の
正職員への労働時間増大要請との狭間の中で、必ずしも実効的であったとは言えない。自
己啓発を促すために、個人に補助金というインセンティブを与えれば効果が上がるといっ
たものではない。実効性あらしめるためには、企業に対して労働者の一日の労働時間の上
限規制や、インターバル規制等も並行して進められない限り、労働者の能力開発は進んで
いくべくもないのである。自己啓発のこのような事例からもわかるように、現時点での日
本的経営を振り返ると、現在の日本的経営とは、正社員に長期的な雇用保障を行うことの
引きかえとして、経営側に対して個人の持つ様々な資源や能力を無定限に提供する事が求
められるシステムになっているといえる。このようなシステムは、労使が協調して他社と
競争しながら業績を高めていける環境下では、相互にメリットがある事から大いに力を発
揮する。しかし、一旦業績が低迷してくると、労働者にとっては極めて過酷で危険な慣習
となりうるのである。このような労働環境は、外国人労働者から見て魅力的とは言えない
のではないだろうか。
一方、日本的経営を考えるときに外国から見た場合のもう一つの特徴としてあげられ
ることに、「新卒一括採用」といわれるものがある。この制度は、上記の終身雇用制から
導かれる制度であるが、諸外国に比べると非常に特殊な採用制度となっている。この制度
は、新規に大学を卒業する学生を企業毎に一括して 4 月に採用する制度であり、その後
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は終身にわたって雇用を保証する制度でもある。この制度の利点は、正職員が労働力の主
体となり終身雇用を前提とする限り極めて効率的である事である。必要な労働力が、わず
か年一回の採用機会で調達できるからである。この制度が、日本の労働市場の主流を形成
してきたと言ってもよい。労働力を会社で使える人材として長期的に育成していくという
日本的経営からすると、多くの労働者を一斉にスタートラインに立たせ、社内的な競争状
態に置きながら、その層に対して定期的な研修を実施し徐々に選別していくという労務慣
習は、新人の早期戦力化を促し労働生産性の向上に役立った。しかし、このような利点の
一方で弊害も生んでしまった。それは、中途採用市場が十分に育たなかった事である。そ
の結果、一旦個別の企業に就職してしまうとなかなか転職する事が難しくなり、転職層は
前職の企業で何らかの問題があり、企業に対する忠誠心がなかった層ではないかという疑
念を持たせる結果を生んだ。これは、欧米企業では、従業員が自らのキャリアアップを目
指して転職を繰り返していくという風土とはきわめて対照的なものとなっている。
一方で、少子高齢化社会の進行もあって、現時点の企業にとっての国内の雇用環境は
逼迫しており、有効求人倍率が 1.5 を超える等の報道が日々繰り返されている。しかし、
第 4 章や第 6 章でも述べているように国内に残された労働力は高齢者や女性であること
から非正規雇用が主となっていき、平均的な一人当たり労働時間そのものの拡大は望めな
い。結果として発生する事態は、正規職員への加重な労働時間の押し付けとなる。経営者
の多くは、かつて自分が行ってきた企業への無定限の労働時間の提供に自信と誇りを持っ
ている。この事が日本的経営を保持していこうとする意志となり、労働市場を変えていく
場面での最大の障壁となる。つまり、不況期であっても正職員は長期雇用を保証されてい
るのであるから、運命を共にする正職員はそれなりの犠牲を払って企業に貢献するべきだ
という論理になるのである。この様な労働慣習は、特に個人の生活を重要視する外国から
の労働者にとっては耐えがたい苦痛となる。何故、自らの生活を犠牲にしてまで会社に尽
くさねばならないのかが理解できないのである。ましてや、報道される若い従業員の会社
に対する異常なまでの残業による奉仕と、それによって精神的に追い込まれる自殺という
現象は理解できない。ここから、日本の労働慣習は国際的な労働基準とは大きく異なって
いるという批判に繋がるのである。更に外国人労働者が転職する場面を考えてみると、中
途採用市場の未発達という問題が浮かび上がる。多くの企業はその主たる労働力を新卒一
括で賄う事から、転職市場での労働力の調達は補助的なものでしかない。従って、様々な
能力を持っていたとしても、入社の最初の段階から処遇に差異が発生する。ましてや、非
正規での採用という事になると賃金が低く抑えられ、会社での昇進の機会も少なくなる。
この点も、外国人からの批判の対象となっているが、これは必ずしも外国人だけではな
く、日本における転職の捉え方に問題がある。日本においては、転職に対して不当な扱い
をする企業が多くあり、転職する事は労働者の権利であり転職によって不当な不利益を受
けてはならないとするべき労働法制がなく、この労働法制の未整備から発生する問題でも
ある。特に若年層の転職の場合、不利益を被るリスクは非常に高く、人権を無視する様な
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ブラック企業へ就職したことを忌避する理由から転職する場合であっても、転職後の会社
で処遇を維持する事は非常に高いハードルとなっており、若年労働者層を自殺へと追い込
む制度的な背景となっている。同時に、企業に就職した後に労働者自身のスキルを高める
ような教育訓練も、欧米企業に比べて少ない事から、日本企業が海外で受ける評価は、馬
(2000)でも述べられている様に、中国や韓国企業に比べると高いが、欧米企業と比べると
低いものとなっている。
以上の様に、外国人労働者からの批判の多い日本的経営であるが、今日では日本人自
身が不利益を被っている事例も多々ある事から、綻びの見えてきた日本的経営に自信と誇
りを持つという旧来の考え方から離れて、国際的基準に沿うように、改善すべき点を変え
ていく時に来ている。このように批判の多い経営では、今後経済成長に向けて必要となる
外国からの労働力を求め、労働者の人生を決定づける可能性のある移民労働という選択肢
を提示しなければならない場合、多くの障害となってくるからである。同時にこの変更
は、日本人の職業選択の自由を保障し、雇用保障を盾にした極端な経営側の横暴を許さ
ず、安心して働ける豊かな国であり続けるためにも必要な制度改正になると思われる。
特に、大規模な移民労働力を日本で受け入れる場合、克服しておくべき特徴的な課題
は、日本の終身雇用制の適用を受ける正社員とその適用を受けない非正社員の存在であ
る。OECD(2012)にもあるように、このような大きな賃金格差のある労働者の 2 極分化
は、世界的に見ても非常に異例である。この制度のおかしな点は、正社員は雇用の終身保
障を得られるが、非正規雇用は賃金を低く抑えられ、さらに、不況期には整理解雇の対象
となっている点であり、結果、正社員は非正社員の犠牲の上に成立する制度になっている
事である。非正規職員が、それでも良いと自認している場合を除くと、これは言うまでも
なく同じ労働者の保護という観点からはおかしな制度である。現時点では、正職員は 6
割であり残りの 4 割が非正規社員となっているが、グローバル化を受入れる以上、国際
的な要素価格均等化の波には抗えないことから、途上国でもできる一般的な作業やサービ
スを行う業種に従事する場合、一層の平均賃金低下の圧力はかかり続ける。その結果、国
内企業が正職員の賃金の保護を続ける限り、国際的に妥当な賃金コストに合致させるため
に、低賃金の非正規職員の割合を拡大せざるを得なくなる。一方で、雇用者数を一定とす
る場合、正社員も非正規社員の拡大から、前節で述べた様にサービス残業を含めて加重な
労働を強いられ続ける事になり、その負担から仕事を通じて人生を楽しむ余裕すら無くす
ことに繋がりかねない。欧米では、このような区別はなく「職務」を中心とした産業別の
縦割り人材の集合体であり、各企業にはこの労働市場から人材の供給が行われる仕組みと
なっている。しかも、日本と同様に有期契約でも一定期間後無期契約へと移行する仕組み
もある。やるべき仕事の内容はマニュアル化されたものになっている。従って、基本的に
労働時間による賃金であり、日本の様な正社員や非正社員の区別による時間給の差異は大
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きくなく、ほぼ同一労働同一賃金の原則が適用されている 88。もちろん、熟練度や能力に
応じて若干の格差はあり、経営側の労働にはこの適用はない。このような事から、他の教
育制度とも相俟って、海外では欧米企業の人気が高くなっている。この事から、移民とし
て日本に来てくれる人材を求める為には、この様な国際的な基準に沿った労務管理政策を
採る事が必要になってくる。つまり、労務管理の基本を労働者の頭数という概念から、総
労働時間数に移行させる必要があるという事である。前章でも一部述べたが、労働者全体
を正社員と非正社員に区別するのではなく、幹部候補者・専門職・一般職というような職
種に分けて、時間給や人事査定による昇進のテーブルを決め、各職種の一人当たり労働時
間数の上限を法的に設定した上で、企業業績の維持と進展に必要な労働時間数を求め、不
足する労働時間を中途採用市場からの契約労働で補完し、必要なら一定年数経過後に本人
の希望も確認の上各職種に配置するという手法である。但しこれには、国内の労働市場の
中でも、パート労働を含めた中途採用労働市場の一層の整備が不可欠であり、求人と就業
希望者が多様な選択肢の中でマッチングする様な制度的な対応が求められる。これは政府
の提唱する断片的時間の活用や、自宅労働と言った様々な働き方を認める改革の推進に繋
がる事から、今後早急に実現しなければならない課題でもある。また、フルタイムの従業
員に制限のない労働を強いる事を避けるための工夫でもある。一方で、今後必要となるフ
ルタイム勤務が可能な人材も、国内だけの労働市場では前章までの推定でも明らかなよう
に、非正規労働が主流となり不足が懸念されることから、今後の拡張が期待できる国際的
な労働市場へのアクセスが不可欠となってくる。つまり、国や各多国籍企業が、各国の労
働市場において日本に移民し労働する利点を訴求するような求人広告を、積極的に展開し
ていくという事である。この様な手段を採らない限り、また余程の人的資源を節約する技
術革新が進まない限り、少子高齢化の日本社会で中核となる働き手を十分に確保する事は
できない。このような求人の仕方に関する法的な整備も必要であり、海外における悪質ブ
ローカーの介在を防止する観点からの法整備も必要となる。この人材募集については、結
果的に年間を通じての募集という事になる事から、中途採用の拡充に向け企業側の体制
と、中途採用市場の整備が急務となる。日本に移民してきたが、就職した企業は思ってい
たような企業ではなかったというような、ミスマッチを解消するための政策でもあるから
である。
また近年、世界規模での人材獲得競争が激化してきている。UN(2013)の「世界の人口
見通し」でも指摘されているように、先進経済諸国では、2030 年前後にベビーブーマー
世代が一斉に引退の 65 歳を迎える事から、国内の労働需要に対して労働供給が大幅に不
足し、以降はギャップの拡大傾向で推移すると予測されている。この頃になると、中国で
さえも「一人っ子政策」の影響から労働力が不足するようになる。このような将来の人口
から推定される労働力の不足は、既に先進各国の共通認識になっており、今後は世界的な

88 2014 年通商白書第 2 部第 1 章第 1 節欧州における労働市場改革、では、ドイツ 79％に対し、日本 54％である。
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規模で今以上に人材獲得競争が激化していく事が予想される。そこで考慮すべきは、我が
国は現在の様な移民政策のままでよいのかという事であり、人材を集めるために現在の様
な労働市場制度でよいのかという事にある。世界各国は、着々と将来の経済成長に備え
て、労働力や人材に関する戦略を実践してきているにもかかわらず、日本はこの分野に関
しては、相変わらず戦略らしいものを持っていない。ただ、高度な知識を持った人物にの
み移民の門戸を開け、日本への頭脳流入を期待して待っているだけでは、優秀な人材は集
められない。グローバル化が進行している現在、逆に日本からの頭脳流出も危惧される状
況にあるのである。また、現下の経済状況をみると、有効求人倍率が各地で 1.5 を超え、
一般労働力の不足が各産業で現実のものとなってきている。この不足している労働力を補
完する即効的な特効薬としては、「出稼ぎ」か「移民」かを問わず、今まで以上に外国人
労働者を受け入れていく方法しかない。高齢者や女性の就業動員は誘因の準備や制約等か
ら即効的ではないし、国内労働者の労働時間数を拡大する事にも限度がある。当然、政策
的な緊急対策も不可欠になるだろうが、今後は一時的な対応策ではない、国内外の経済情
勢に柔軟に対応できるような入国管理基準や法制も必要になって来ると思われる。日本を
外国人からみてより魅力的な労働市場とするためにも、このような、入国管理法制と先述
した労働市場を形成する労働法制の二つの制度改革を急がなければならない。そうしなけ
れば、日本が 90 年代以降に経験したように、制度の国際対応力の未熟さから成長の機会
を逃してしまうことにもなりかねない。かつての日本的経営の成功体験に溺れることな
く、日本の特殊な制度に対しても大胆にメスを入れるときが来ているのである。同時に、
グローバル化の時代になってきている以上、高度人材だけに限定することのない、国を挙
げての「人材獲得戦略」も必要とされており、残された時間は多くない。
第3節

むすび

そもそも、日本の歴史を考えてみると、日本は昔から世界の動き、特に大陸の情勢や
文化、人の動きと無関係なままに、今日のような文化が育まれていったわけではない。
人々同志や国家間の戦い、厳しい自然環境や災害との戦いの歴史から、近隣で暮らす人々
が協同したり異文化を受け入れたりする事の重要性を痛感して創られてきており、この歴
史の過程の中で多くの移民を柔軟に受け入れてきた。また、明治以降は逆に、貧困に苦し
む人々を海外へと大規模に移民させる政策がとられ、人々を米国西海岸や南米を中心に送
り込み、労働移民として受け入れてもらっている。そのような歴史的な経緯を踏まえる
と、現在の様に、諸外国からの移民は一部を除いて受け入れないという姿勢は、いささか
偏ったものにみえる。もちろん、どのような人物を国家の一員として受け入れるかに関し
ては、国家主権であるから大いに議論が必要であり、望ましい規制も必要である。しか
し、現在の様な制度をいつまでも続けていく事は国際的に言っても好ましいとは言えな
い。また、このような労働力の国際的移動の制限は、90 年代以降の日本がそうであった
ように、グローバルな市場経済の時代を迎えて変化する世界経済の動きに、人材の量と質
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の両面で機動的に対応できず、重大な成長の機会を失ってしまう恐れさえ出てきているの
である。
以上で、本稿を締めくくる事にするが、本研究で当初考えていた移民の経済的コスト
の分析、すなわち、移民を受け入れる場合の諸コスト（各国との移民協定や移民の募集経
費、および移民者の研修施設や住宅の整備等の費用、社会保障費用等）と、国内的な努力
にかかるコスト（女性や高齢者を目標とする就業量へ誘導するインセンティブ費用）との
比較や、移民を受け入れた場合の経済成長に伴う財政健全化等のメリットとの比較に関し
ては、先行研究を紹介するだけとなってしまった。このような、費用と効果の推定に関し
ては、どこまでを費用とし、どこまでを効果とするのかという定義に関して様々な考え方
が存在し、今回の研究では十分に整理できなかった。これらについては、次回以降の研究
の課題としたい。また、本研究を進める過程で使用した計量経済モデルを、より現実的な
ものに近づけるために、産業分類毎の構造の変化を組み入れて集計したり、資本と労働と
の分配構造をより柔軟なものに修正したりして、一層精緻化させたりする必要性も感じて
おり、先の費用分析を行うためにもモデルの改良を継続的に行っていきたい。このこと
は、本稿で検討したような人的資本指数を形成していた人的資本の質や構造の動態的な変
化の推定と同じように、生産関数の推定で固定的に想定した資本の部分を、量的な大きさ
だけに留めることなく、質と構造の進化に分解して解明していく研究に繋がっていく事を
示唆するものでもある。さらに、現在はそれ程問題にならないが、大規模移民を受け入れ
続ける場合には、「本国への送金」という問題が発生すると考えられる。それによって、
従来の日本の「貯蓄率」にも変化が発生し、「資本ストック」部分にも影響が出ると考え
られることから、この大きさや影響度も推定していく必要がある。また、人口減少による
地方の過疎化が予想される日本において、地方の農業等への移民推進策がどの程度の効果
を持つのか等の検討も、本稿のモデルを国全体と産業や地域ブロックに分離して推定でき
るように発展させ行ってみたいテーマである。一方本来は、移民の受入れを政策的に昇華
させるには、本稿の様に「日本の経済成長には、大規模な移民が必要である。」とするだ
けでなく、例えば、移民労働者の採用に対する雇用補助金とそれによる就労者数の増加に
よる GDP 押上効果というような、さらに具体的で、効果が検証された政策の提案が必要
であると思われる。また、前節で問題点を指摘するだけに終わった日本的経営の在り方
や、実際に移民制度を導入する場合の制度をどのようなものにするのが等の研究について
は、残念ながら今回の研究では十分に言及できていない。このような課題に関しても、残
された課題として、次回以降の研究で探っていく事としたい。
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