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国民負担率概念に関する議論の整理と今後の展開
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要　　　旨

Ⅰ．はじめに

本稿の主題である国民負担率という概念は、従来からも存在していたが、橋本首相が将来の国民負担率を

最大でも５０％以下に抑えるべきであると発言し、国民の関心を集めた側面がある。また、国民負担率は、

財政構造改革法において初めて法律上の定義が行われ、その数値目標が示された。一方、社会保障関係の研

究者からは、社会保障水準を抑制する数値手段として国民負担率概念が用いられてきたとの批判があった。

本稿は、国民負担率に関する議論の整理を行うとともに、国民負担率と密接な関連のある国家財政制度、及

び均衡財政目標の制約を受ける社会保障制度改革の動向と国民負担率がどのように位置づけられるかについ

て論ずるものである。

Ⅱ．「国民負担率問題を考える」研究会報告書要旨

本章では、筆者も参加して実施した「国民負担率問題を考える」研究会の研究要旨を紹介する。報告書で

は、国民負担率に関する一般的な理解がどのようなものであるか整理を行っている。その視点は、国民負担

率の定義の明確化、負担率と給付率の相関としての「純負担率」、国民負担率と経済論、国民負担率の帰趨

に関する検討等においている。

Ⅲ．国民負担率を巡る問題提起

国民負担率研究会の議論を踏まえ、１９９７年１２月にシンポジウムを開催した。国民負担率に関する様々

な議論の整理を行い、問題点を明確にするとともに、①国民負担率指標にいかなる意味があるか、②さらに

検討を深める点はないか、そして③政策指標としての有効性はあるか等について議論を行った。本章では、

シンポジウムで問題点が明確になった点、意見が分かれた点を中心に論述することで、今後の政策課題の方

向性について検討の端緒とすることを目的とする。

Ⅳ．社会保障と国民負担率

本章では、国家予算上重要な位置を占める社会保障と国民負担率の関係を中心に、今後のあるべき社会保

障制度と関連させて財政論的視点から考察する。現在、社会保障関係費は、一般会計予算の中で公共事業関

係費を上回る最大費目となっている。財政学の重要な目的の一つが、政府支出や税金、公債発行という観点

から政府の経済活動に関する分析を行うことである。そこで、政府の経済活動の大きさと効率性を見る指標

として、国民負担率を定義することができる。

Ⅴ．おわりに

国民負担率については、防衛費、文教費、公共事業費、社会保障給付のバランスを考える上で、純負担率

概念を含めて議論しうることが明らかになった。財政学上、政府の効率性を判断する指標となりうるもので

ある。また、国民負担率は、社会保障等を中心とした社会制度に先行して出てくる条件ではなく、望ましい

ビジョンに基づいた社会を作っていった場合に、結果としてこの位の率になるとの結果指標であるという点

も合意できるものと考えられる。
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Ⅰ．はじめに

財政構造改革法（以下「財革法」という）改正

法案が、１９９８年５月２９日、参議院で可決さ

れ成立した。財革法改正法案は、政府の財政再建

路線から景気対策優先への政策転換を裏付ける内

容であり、①経済情勢に応じて赤字国債の発行制

限を停止できる、②２００３年度までに赤字国債

発行額をゼロにするとの財政健全化目標年次を２

年先延ばしし、２００５年度とする、③社会保障

費の歳出上限（キャップ）を９９年度に限って外

す、等が主要な内容となっている。これにより、

政府の総合経済対策、補正予算の編成が現実に動

き出すことになった。１９９７年１１月に成立し

た財革法が、わずか半年で改正に至ったのは、深

刻な景気局面に直面している日本経済を立て直す

ためには、減税や公共投資の拡大といった積極財

政路線をとらざるを得ない背景があった。

本財革法において、本稿の主題である国民負担

率に関し、初めて法律上の定義が行われ、その数

値目標が示されたことから、財革法は、国民負担

率にとって重要な意味を持つ法律である。

国民負担率という概念は、従来からも存在して

いたが、橋本首相が将来の国民負担率を最大でも

５０％以下に抑えるべきであると発言した1ことか

ら、国民の関心を集めるようになった。

一方、国民負担率を巡る様々な議論が行われて

きたが、特に社会保障関係の研究者からは、社会

保障水準を抑制する数値手段として国民負担率概

念が用いられてきたとの批判があった。

今回の財革法の成立から改正までの経緯をみて

みると、財政均衡目標達成のために、支出項目に

一定の枠をはめなければならないということがは

っきりと示されている。特に、今後の高齢化社会

に向けて、社会保障関連支出の抑制（効率化）は、

国家財政上の主要命題であることは間違いないと

ころであろう。

このような中で、１９９６年から９７年にかけ、

慶應義塾大学田中滋教授を座長として、一橋大学

高山憲之教授、千葉大学広井良典助教授等による

「国民負担率問題を考える」をテーマとした研究

会（以下「本研究会」という）が実施され、筆者

も本研究会に参加してきた。研究会では、国民負

担率を巡る様々な問題点を検討し、その成果を公

表するとともに、９７年１２月にはシンポジウム

を開催した2。

本稿は、本研究会の研究成果を踏まえ、筆者の

視点から国民負担率問題に関する議論の整理を行

うとともに、国民負担率と密接な関連のある国家

財政制度、及び均衡財政目標の制約を受ける社会

保障制度改革の動向と国民負担率がどのように位

置づけられるかについて論ずるものである。

Ⅱ．「国民負担率問題を考える」研究報告要旨

本章では、本研究会の検討結果をとりまとめた

報告書「国民負担率問題を考える」の要旨を紹介

し、本問題の基本概念を説明する。

１．国民負担率に関する一般的理解

国民負担率という概念は、特に社会保障関係の

研究者に関心が高く、これらの研究者からの発言

が多い3。ここで、改めて国民負担率の概念を定義

してみたい。国民負担率に関する一般的な理解が

どのようなものであるか整理すると、以下の３点

が、一般国民が国民負担率に対して理解するとこ

ろと考えられる。

①個人の稼ぎから強制的に徴収される割合を指す。

②国民負担率が低い方が経済に活力があり、反対

に値が高ければ人々の生活が苦しくなる。

③政府規制の強弱と国民負担率の大小を重ねて論

じられる。

２．国民負担率に対する問題意識

果たして、上記のようなことが実際に国民負担

率を説明するものとしていえるのだろうかという

問題意識から本研究会がスタートしたわけである。

そもそも、国民負担率という用語だけが一人歩き

しているのでは、本質的な議論を行うことは難し

い。

そこで、国民負担率概念を考えるにあたっての

判断基軸をどこに置くべきか考える必要がある。

そのような観点から、判断対象としては、国民と

して政府に期待する公共サービスと国民が負うべ
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き負担との相関関係をみなければならないのでは

ないかという問題提起が必要である。

３．国民負担率の定義

（１）従来の定義

国民負担率に対する正確な理解を得るために、

国民負担率概念がどのように用いられているか明

らかにしたい。従来、日本では、租税負担と社会

保障負担を合計したものを分子とし、それを国民

所得で除した比率を国民負担率と定義するのが一

般的であった。

（２）財革法上の定義

一方、財革法によれば、上記（１）の従来の定

義に加え、財政赤字を足したものを分子とし、そ

れを国民所得で割るというように、法律上の定義

が与えられている。さらに、算出された比率すな

わち国民負担率を５０％以下に抑えることを目標

にするということが明記されている（財革法６条

１項６号）。従来の用語法に加えて、新たに法律

上の定義が与えられたことになる。国民負担率の

定義を以下に整理したい（図表１参照）。

《図表１》国民負担率の定義

４．国民負担率の分母はＧＤＰがよい

（１）ＯＥＣＤの考え方

ところで、国民負担率に近い考え方は、欧米に

おいても見られる。特に、ＯＥＣＤの統計をみる

と、基本的には分子である租税負担と社会保障負

担の部分は変わりがないが、分母に一般的にはＧ

ＤＰを用いる。ＧＤＰで除した比率を、いわゆる

国民負担率に近いものとして理解している。

（２）間接税の算入による差異

分子に相当するものを国民所得で割るか、ＧＤ

Ｐで割るかによって、算出される比率が異なって

くる。すなわち、国民所得には、間接税である消

費税は含まれていない。従って、国民所得で割る

ほうが、算出される比率がＧＤＰ表示よりも大き

くなる（図表２参照）。

《図表２》国民負担率の比率変化

（３）時系列比較上の便宜性

分母にＧＤＰを用いるべきであると主張する理

由の一つが、間接税の比重が変化した際に、分母

が国民所得だと従来からの時系列比較が行いにく

くなることがあげられる。

例えば、所得税減税と消費税増税が同時に行わ

れることになった場合、消費税増税の分だけ国民

所得が小さくなり、国民負担率は大きく表示され

ることになる。分母にＧＤＰを用いると、このよ

うなことは生じない。

（４）国際間比較の問題

さらに、各国間で国民負担率概念の比較を行う

場合でも、ＧＤＰを基準にして比較するほうが、

より適切に比較ができる。このようなことから、

分母にはＧＤＰを用いたほうがよいと主張するわ

けである。

５．実際の負担額と国民負担額

（１）世帯純負担率と国民負担率

ところで、国民負担率が将来、４０％、あるい

は５０％になったとした場合、実際の国民負担額

はどの程度になるのかという問題がある。実は、

個々の国民の負担額と国全体としての負担額とい

うのは異なっているのである。

例えば、国民負担率が３６．８％（９５年度）

となった場合の勤労者の世帯純負担率は１７．３％

となっている4。国民負担率と世帯純負担率の差異

は、法人税、あるいは資産課税のような課税によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：兆円）

要素費用表示の国民所得（ＮＩ）

　　　　　373

国内総生産（ＧＤＰ）

　　　　　479

 純間接

 税　35

 固定資本

 減耗 76

 海外からの要

 素所得　4

　国民負担額 GDP 表示＜NI表示

（１９９６年度）

［従来の用語法］

　　　　　　　　　租税負担＋社会保障負担

　　　　　　　　　　　国民所得

［法律上の定義］

　　　　　　　　　租税負担＋社会保障負担＋財政赤字

　　　　　　　　　　　　　国民所得

　　　　　　　　（≦５０％）

　　　　　　　　　　　　　　 （財革法６条１項６号）

国民負担率＝

国民負担率＝
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って賄われていると説明できる。

（２）平均的な勤労者世帯の負担率

実は、平均的な勤労者の税・社会保険料負担率

は、十数パーセントにすぎないのである（図表３

参照）。従って、国民負担率が４０％、５０％に

なった場合には、働く意欲がなくなるといった短

絡的な議論にはつながらないと考えられる。

《図表３》国民負担率と勤労者世帯純負担率

６．負担率と給付率の相関としての「純負担率」

（１）国民負担率の問題点

国民負担率を考えるにあたっては、支出として

の負担と、その反対給付である社会保障給付双方

の相関関係を見る必要がある。すなわち、政府消

費・政府投資・移転支出の経済的意味の違いを勘

案せず、単純に財源面を足し合わせ、ひとまとめ

に国民負担率という概念で論ずることに無理が存

在している。

例えば、税・社会保障負担率から社会保障給付

率を控除した率を、本研究会では純負担率と定義

しているが、この比率は負担と給付の相関関係か

ら導かれる結果指標である。

（２）純負担の意味

純負担とは、政府で消費される額（公務員給与

等）や、公共投資、防衛費あるいは ODA 等で海外

に移転される分として算出される値であり、これ

を国民所得で除した比率が純負担率である。

（３）純負担率の国際比較

純負担率の国際比較を行うと、日本は最も純負

担率の高い国であることがみえてくる（図表４参

照）。日本の場合、税・社会保障負担として政府

部門が徴収した率は２９．２％である。これに対

して、スウェーデンは、５１％となり、高負担の

国であるといわれていることが裏付けられる形に

なっている。

しかし、スウェーデンは、３７．８％が社会保

障給付率ということで移転されており、スウェー

デンの純負担率は１３．２％となる。それに対し

て、日本は１７．８％となる。

《図表４》純負担率の国際比較

７．純負担率の推移と財政赤字を加味した指標

（１）純負担率の推移

また、純負担率の推移をみると、日本の９２年

の比率は１７．８％であり、前述したように、フ

ランスの１７．３％、ドイツの１５．１％を上回

り、先進国の中で、最も純負担率が高くなってい

る。しかし、８０年代半ば頃までは、先進国中で、

大体中位程度であった（図表５参照）。

《図表５》純負担率の推移

税・社会保障負担率

(A)

社会保障給付率

(B)

「純負担率」

(C)=(A)-(B)

日本 29.2 11.4 17.8

ﾄﾞｲﾂ 39.0 24.0 15.0

ﾌﾗﾝｽ 43.7 26.4 17.3

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 51.0 37.8 13.2

ｲｷﾞﾘｽ 35.1 20.6 14.5

米国 26.7 14.5 12.2

（1992 年、対 GDP 比）
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（２）財政赤字の加味

さらに重要なこととして、純負担率に財政赤字

を加味した比率で比較すべきではないかという問

題がある。すなわち、社会保障や国家を維持する

ための費用を負担するために、税や社会保険料だ

けではまかないきれない場合は、政府は公債発行

などのファイナンスを行って維持していくわけで

ある。

従来の一般的な国民負担率の議論においては、

財政赤字は含まれていなかった。従って、財政支

出を公債でまかなっている国の国民負担率は相対

的に、小さな比率となる。このような問題点を指

摘する専門家は多かった5。

そこで、各国の純負担率に財政赤字を加味した

指標を見ると、日本はほぼドイツと並んで、上か

ら４番目位に位置している（図表６参照）。

財革法によって、国民負担率の分子に財政赤字

が加味されて指標を表すと、このような指標とな

ってくる。

《図表６》財政赤字を加味した純負担率

８．国民負担率は一断面をみた指標

（１）国家財政構造

国民負担率という概念は、実は巨大な国家財政

資金フローの中の一部である。すなわち、国家財

政には、ＧＤＰ、国民所得、租税、社会保険料負

担額、政府の歳入・歳出構成、国債、地方債、そ

して財政投融資の規模と構造などの巨大なフロー

とストックの構造がある（図表７参照）。

（２）国家財政と国民負担率の相関関係

このような巨大なフローの中で、国民負担率は、

社会保険料と税の部分を、国民所得、あるいはＧ

ＤＰで割った比率として表される。多段階にわた

る資金フローがあるなかで、国民負担率だけを取

り出して議論することになると、偏った議論にな

る恐れがある。国民経済計算で定義される一般政

府、あるいは国、地方、そして社会保障基金等を

合わせた広義の政府部門は、様々な側面から分析

すべきであると考える。

しかし、国民負担率または国民負担額というの

は、その一部を切り取った議論であると指摘し得

る。

９．国民負担率と経済論

以上、国民負担率を巡る様々な論点を抽出し、

問題点を指摘してきた。次に、国民負担率と経済

論を中心に、想定される各種議論を整序し、検討

を加える。

（１）国民負担率とマクロ経済との相関関係

本研究会では、国民負担率を所与の概念と捉え

た上で、国民負担率と経済論に関する問題をとり

あげた。すなわち、国民負担率の高低とマクロ経

済パフォーマンスとは相関関係があるかという問

題である。

（２）本研究会で検討した項目

本研究会では、国民負担率と経済論に関して、

次の６項目に分類して検討を行った。

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

イギリス
フランス

ドイツ 米国

日本
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①世代間の公平

②国際競争力への影響

③高国民負担率＝民間経済の資金不足による活力

低下説の妥当性

④国民負担率と経済成長との相関関係

⑤国民負担率と経済成長に関する理論的検討

⑥負担率の高低と政府の大小・効率・規制

この中で、一点のみ指摘すると、国民負担率と

経済成長に関する理論的な検討の結果、両者の間

に明確な因果関係は見いだせないとの一応の結論

が得られた。

１０．国民負担率の帰趨に関する検討

（１）国民負担率の高低と想定される事態

最後に、国民負担率の帰趨に関する検討に関し

てまとめを行った。すなわち、国民負担率が上昇

しすぎた場合に想定される事態と、反対に国民負

担率を抑制した場合に想定される事態について検

討した。検討結果をまとめると以下のとおりであ

る（図表８参照）。

《図表８》国民負担率の帰趨に関する検討

国民負担率が上昇しすぎた場合に想定される事態 国民負担率を抑制した場合に想定される事態

l 政府活動の非効率是正への阻害要因となる

l 限界効果の低い対象への政府支出が温存され

る

l 補助金依存体質・補助金を得るための活動が

助長される

l 勤労意欲低下・労働供給抑制、脱税・節税等

につながる

l 経済の空洞化につながらないか

l 市場セクターに回るべき資源が不足するので

はないか

l 公共セクター運営の効率化

l 公共財生産・社会保障給付水準の抑制

l 国民負担率に含まれない財源へのシフト

（２）国民負担率が上昇しすぎた場合に想定され

る事態

国民負担率が上昇しすぎた場合に想定される事

態については、国民負担率をある程度抑制すべき

との議論の中で、度々出てきており、その内容の

みを上記比較表に記載したところにとどめる。

（３）国民負担率を抑制した場合に想定される事

態

一方、国民負担率の上昇を抑制した場合に生ず

る事態としては、次のようなことが想定される。

第一に、公共セクター運営の効率化が考えられ

る。但し、公共セクター運営の効率化は、国民負

担率問題にかかわらず実行されるべき問題である。

第二に、公共財生産、そして社会保障給付水準

の抑制につながるのではないかということである。

このようなことを通じて、これからの高齢化社会

にとって必要な、公共サービスの水準抑制につな

がることが想定される。

第三に、国民負担率に含まれない財源へのシフ

トが考えられる。具体的には、次のようなことが

想定される。

ａ．公共サービスや医療・介護・教育等、個々の

国民の利用時に行われる強制徴収の増加につなが

る。

ｂ．家計・企業が負担する直接費用、あるいは機

会費用の増大によって、労働供給の抑制要因とな

る。

ｃ．一般政府債務残高が増大することにより、経

常収支が赤字化することが考えられる。

Ⅲ．国民負担率を巡る問題提起

本研究会における国民負担率議論の展開を踏ま

え、１９９７年１２月１９日に、慶応義塾大学田

中滋教授を座長としてシンポジウムを開催した。
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パネラーは、神戸市看護大学岡本祐三教授、大蔵

省財政金融研究所浜中秀一郎所長（現金融監督庁

次長）、上智大学八代尚宏教授、千葉大学広井良

典助教授であった。

シンポジウムの開催趣旨としては、国民負担率

に関する様々な議論の整理を行い、問題点を明確

にするとともに、①国民負担率指標にいかなる意

味があるか、②さらに検討を深める点はないか、

そして③政策指標としての有効性はあるか等につ

いて議論することであった。

本章では、シンポジウムで問題点が明確になっ

た点、意見が分かれた点を、筆者の視点から論述

することで、今後の政策課題の方向性に関する検

討の端緒とすることを目的とする6。

１．国民負担率指標をどのように考えるか

（１）国民負担率に対する考え方

国民負担率は、租税負担と社会保障負担の合計

を国民所得で割った比率として計算され、日本で

は、臨調（臨時行政調査会）の頃から使われてい

る概念であり7、また、OECD では、GDP に占める政

府総支出というような指標として従来から使用さ

れており、指標として一定の認知を得ている概念

でもある。

そこで、人口高齢化、行財政改革等、多くの政

策課題がある中で、果たして国民負担率が政策的

な指標として意味を有するかが、問題となる。

（２）国民負担率の高低とマクロ経済との関係

また、国民負担率の高低と、マクロ経済パフォ

ーマンスとの相関関係についての議論には、一応

の答えを出しておかなくてはならない。さらに、

相関関係があるとした場合、国民負担率が高い方

がいいか、低い方がいいかといった立論も可能で

あるが、このようにアプリオリに議論することは、

少なくなってきたように思われる。

デンマーク等に代表される北欧諸国のように、

国民負担率が高く、かつマクロ経済パフォーマン

スの良好な国がある一方、逆の例も見い出しうる。

社会保障負担の大きさと経済成長率の相関関係に

ついて計量経済分析を行った結果、社会保障への

高支出（高国民負担）が低成長につながるとの決

定的な証拠は見いだせなかったとする研究もあり8、

本研究会報告書では、国民負担率の上昇が経済成

長を低下させる根拠は明確でないと結論づけた9。

これに対し、八代教授は、経済成長率は、資本

蓄積の増加率や労働供給の増加率といった、より

重要な要因で決定されるのであり、国民負担率の

高低は、マージナルにしか影響しないはずである

とされる。

確かに、国民負担率と経済成長率といった単相

関の関係だけからは、明確な結論を導くことは困

難であろう。しかし、スウェーデンも含めて各国

とも、国民負担率が上昇することによって、家計

貯蓄率が下がってくる傾向が見られる。

従って、国民負担率が上昇したからといって、

経済成長には一切関係がないといいきることもで

きないと考えられる。

（３）政府の効率性を図る分配指標

そこで、田中教授は、マクロ経済パフォーマン

スと国民負担率とは、明確な相関関係がないと考

えた場合、国民負担率とは何を表す指標なのか。

すなわち、強制徴収される率の指標なのか、それ

とも福祉の指標なのか、技術的には多くの問題が

指摘し得るとされる。一方、国民負担率だけを見

ていれば、これからの高齢社会のことや、マクロ

経済の景気を考えられるかというと、明らかにそ

のようなことはいえないとされる。

しかし、国民負担率の高低といった数値のみを

論じても、水掛け論に終始しかねず意味がない。

その理由は、国民負担率論において、異質な要素

を区別せずに、同一に論じてしまっているからで

ある。すなわち、国民負担率の中には、公共事業、

防衛、教育、政府開発援助(ODA)、社会保障等、国

民として負担すべきあらゆる費目が含まれている。

また、社会保障も、医療、年金、介護、福祉等に

細分でき、それぞれの費目が経済に与える効果等

が異なっており、それを国民負担率という概念の

みで論ずることには限界がある。

岡本教授は、国民負担率は、税や社会保険料の

抑制手段としての意味しかなかったと厳しく批判

されるが、浜中所長は、財政運営上、重要かつ含

蓄のある概念であるとされ、意見の対立がみられ

る。一方、八代教授、広井助教授は、国民負担率

は、政府活動の大きさを示す指標、あるいは、政

府活動の効率性を判定する指標としての意味があ

ると、一定の評価をされる。
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国民負担率という指標に、一定の意義を与え、

政策的な議論を行う前提指標と捉えるべきではな

いかと考えたい。

（４）国民負担率数値目標化について

一般指標としての国民負担率と数値目標指標と

しての国民負担率とは、明確に区別しなければな

らない。例えば、国民負担率は５０％を上回らな

いようにすべきと数値目標化されて用いられるこ

とが多く、このことが、主として社会保障関係の

研究者からの批判の対象だったはずである。

この点に関して、国民負担率に数値目標を設定

するのは、防衛費の GDP 比１％というような政策

的目標以上の意味はないし、財革法６条では、努

力目標として、当面赤字を加えた国民負担率が５

０％を上回らないように抑制するというように考

えられる。岡本教授も、国家財政と国民としての

税負担の関係を考えていく上で、国民負担率の指

標としての意味を肯定しておられる。少なくとも、

数値目標として、裁量の余地のないがんじがらめ

のものではないことは明らかになったと思われる。

しかし、八代教授は、政府を通じた強制的な所

得移転の総規模というのは、少なければ少ないほ

どいいのであって、これが８０％でも９０％でも

いいということにはならないとされる。社会保障

の抑制要因として５０％という数値目標が設定さ

れるのは、問題があろうが、これが結果として、

５３％になったとしても、そこは大きな問題では

ないはずである。浜中所長は、実は、５５％位が

いい、６０％位がいい、あるいはもっと低いほう

がいいという議論はあり得ると問題提起をされて

いる。

要は、政府を通じた所得移転規模を反対給付と

しての受益を含めて国民的な議論をすることが重

要である。

（５）純負担率の考え方

このような観点から、本研究会では、国民負担

率を考えるにあたっては、負担率から反対給付と

して移転を受ける社会保障給付を控除した純負担

率を前提にすべきであると主張してきた。

この点に関し、浜中所長は、防衛費や、文教費、

あるいは社会資本整備、公共事業費等の水準のあ

り方を考える上で重要な指摘であると一定の評価

をされる。

従って、政府はどのような経済活動をすべきか

という、財政学上の分析指標として、純負担率を

定義することができるものと考える（後述第Ⅳ章

参照）。

２．財政赤字の扱い方

（１）財政赤字と国民負担率

財政赤字をどのように国民負担率に算入すべき

かという問題について考える必要がある。

すなわち、現在の国民負担率は３８．３％であ

るが、財政赤字を加えた国民負担率は、５０．７%

となる。このように、財政赤字込みの国民負担率

は、従来の定義による国民負担率を大幅に上回っ

ている10。

従来、政府は財政赤字を含まない値を国民負担

率と定義してきたが、最近になって、財政赤字を

含む国民負担率なる新概念が法律（財革法）の中

に持ち込まれた11。このような新概念が、突如出て

くる理由は、国民負担率がそもそも学問用語では

なく、定着した共通の理解がないからであるとの

批判がある。学問用語ではないが故に、政策目標

が財政赤字を含む国民負担率を５０％以内に変え

れば、その意味が変化する可能性もある12。

（２）国債利払いの経済学上の意味

田中教授は、財政赤字という、強制徴収ではな

い財務的な資金調達の場合、反対概念である国債

元利の支払を考慮する必要を指摘される13。すなわ

ち、財政赤字は、未来世代に対する借りであると

同時に、現代世代に対する給付という意味もあり、

利払いを控除した額をネットの財政赤字と考える

ことができる。

これに対しては、イギリスを中心に発達してき

た財政論は、ネットで表示するのではなく、グロ

スで負担と給付の双方を表示した上で判断した方

が国民の目が行き届くという考えがある。

また、経済学的には、ネットで捉えることが可

能であるが、現在の財政赤字が問題というよりも、

将来、ネットの国民負担率が５０％以下になった

としても、その時点の財政赤字が猛烈な大きさに

なっていれば問題があろう。
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（３）潜在的な国民負担率としての財政赤字

財政赤字が生ずるのは、政府支出が税もしくは

社会保険料だけでは賄えない場合、政府は公債発

行等の借り入れによりファイナンスを行って、行

政を行う必要があるからである。

従って、国民負担率を政府活動の効率性を示す

指標と考えた場合、潜在的な国民負担率の上昇を

意味する財政赤字を加味して考えることには、合

理性があるといえる。

３．政策指標としての有効性

（１）社会構造と国民負担率

国民負担率を考えていく際に、社会保障のある

べき方向が自助努力型の社会なのか、それとも、

公助型の社会なのかにも触れなければならない。

田中教授は、パブリックなシステムでベースの安

心感をつくったほうがいいのか、基本的には自助

努力なのか、あるいはその組み合わせなのかをめ

ぐり、高齢社会における社会保障の考え方を論ず

る必要があるとされる。

これらの構造の設計次第によって、国民負担率

が変化してくるのである。むしろ、国民負担率自

体をどうするかという議論よりも、社会保障全体

を構想し、どのような社会保障を今後選びとるの

か、すなわち、どのような形式で医療、福祉、年

金を選択し、公私の役割分担を考えていくのかと

いう議論が何よりも必要である。

従って、それぞれの社会保障制度選択の結果指

標として、国民負担率が表されることが重要であ

る。

（２）高齢社会における社会の仕組み

国民負担率が上昇する、あるいは高齢化社会で

年金、医療、介護が増加し、公的仕組みが形成さ

れると、従来家庭内で行われていた介護等の個人

の自助努力に代替されるとの考え方がある。しか

し、この考えは正しくない。

一方、全ての者が長生きし、全ての者が自助努

力によって生きていた時代は、これまで人類の歴

史上一度も存在したことがない。

現在初めて、人類は長寿社会を迎えているので

あり、長寿社会における公的負担を論ずる際には、

自助努力との共同分担をどのようにすべきかとい

う認識から出発する必要がある14。

（３）あるべき社会と結果としての国民負担

従って、長寿社会における自助努力のあり方と

国民負担のあり方を真剣に考える必要がある。

高齢社会における社会の仕組みは決して自助努

力に置き代わるわけではない。これからも主に自

助努力を求めるのか、あるいは、自助努力だけで

は高齢期を乗り越えることができないので、どの

程度の公的負担が必要かという議論が重要であろ

う。

国民負担は、公的負担と等価であり（但し、個々

人の拠出と等価ではない（第Ⅱ章５．（１）「世

帯純負担率と国民負担率」参照））、あるべき社

会保障制度を選択した結果としての指標として捉

えられる。

（４）世代間問題

一方、経済白書（平成８年版）で「厚生年金の

世代間格差」が取り上げられた。これは、世代間

でどれだけ年金・保険料の負担があるのかを示し

たものである。

世代間負担の問題は、隠れた負担として計上さ

れた財政赤字同様、厚生年金、あるいは国民年金

が潜在的な赤字を抱えていることを示しており、

これを加味すると国民負担率はもっと高くなる。

また、世代間問題は、現役世代と高齢世代との

世代間対立として捉えられることが多い。世代間

の公平を確保し、給付と負担の均衡を図るための

手法は次のようなことが考えられている（図表９

参照）。

《図表９》給付と負担の均衡を図るための手法

給

付

面

l 給付水準の抑制

l スライド方式の見直し

l 在職者の年金の見直し

l 一定以上の収入等のある者に対する年

金支給の制限

l 支給開始年齢の見直し

負担率 l 保険料引上げ計画の見直し等

（出所）大蔵省「財政構造改革を考える」

しかし、岡本教授は、高齢者に対する社会保障

は、次代の子ども世代にも反射的な利益があるこ

とを強調すべきであり、世代間の損得論として、

世代間対立を煽るべきではないとされる。
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Ⅳ．社会保障と国民負担率

本章では、国家予算上重要な位置を占める社会

保障15と国民負担率の関係を中心に、今後のあるべ

き社会保障制度に関し、財政論的視点から考察す

る。

現在、一般会計予算の中で、社会保障関係費は、

公共事業関係費を上回る最大費目となっており（図

表１０参照）、国民生活と最も密接なものとして、

国民負担率を論ずる際の中心的な課題である。

《図表１０》一般会計予算の内訳と推移

１．国民負担率の財政学上の位置づけ

（１）政府支出における支出の３形態

経済学的な定義に従えば、政府支出は、政府消

費、政府投資、移転支出に３分類できる。これら

の性質は経済学的にも、大きく異なるため、３つ

の側面の割合を考えずに、単に国民負担の高低の

みでは議論ができないはずである。

（２）国民負担率の財政学上の意味

また、財政学の重要な目的の一つが、政府支出

や税金、公債発行という観点から政府の経済活動

に関する分析を行うことである。政府のあるべき

姿としては、資源配分上の機能、所得再分配機能、

安定化機能の３つから考えることができる16。

そこで、政府の経済活動の大きさと効率性を見

る指標として、国民負担率を定義することができ

る17。但し、前述したように国民負担率は、目標数

値化すべき数字ではない。

（３）社会保障の機能

社会保障の機能としては、大きく分けると二つ

が考えられる。

一つは所得移転であり、前述の政府が果たすべ

き所得再分配機能である。これは、一定以上の生

活を全ての国民に保障するという機能であり、本

来税によって賄われる。

もう一つは、リスクの分散的機能として捉えら

れる、市場の失敗を防止することである18。

すなわち、社会保障は、保険として市場を通じ

た民間に委ねてよい領域でもあるが、典型的には、

逆選択と呼ばれる現象が生ずる。

従って、逆選択を防止する観点から強制加入、

さらには平均保険料方式をとる社会保険が必要に

なってくる19。

２．社会保障の基本的なイメージ

（１）統括的な社会保障のあり方

少子・高齢化時代を迎え、医療・介護・年金な

どを統括した社会保障給付のあり方の検討が必要

である。その際、数値指標としての国民負担率を

議論することは意味がないが、制度それぞれの効

率化は必要であり、その成果として国民負担率を

用いることは有用であろう。

医療も介護も年金も全部公的セクター経由の金

銭で生きるしくみは明らかに無理である。逆に、

全部市場型を目指す政策選択はアメリカぐらいで

あろう。そこで、田中教授は、どこまで公的な安

心感のベースを築き、その上でどこまで自助努力

できるかを選択しなければならないとされる20。

（２）社会保障構造の類型化

具体的には、①全分野重点型②医療・福祉重点

型③年金重点型④いずれも市場に委ねる、といっ

た４類型の分類が可能であろう。さらに、このよ

うな社会保障全体の構想を念頭においた上で、公

民の役割分担の議論を行うことが必要である。そ

の際は、効率性、あるいは公平性という観点を容

れることが大事であり、国民負担率を指標として

用いることができると考えられる。

（出所）大蔵省「財政構造改革を考える



安田総研

（３）諸外国の社会保障改革の動向

現在の諸外国における社会保障制度改革の動向

を見ても、ある程度の共通性が見いだせる。

すなわち、年金に関しては、チリの年金改革に

代表されるように公的給付範囲の縮小や民営化21、

医療については、公的給付範囲自体は維持しつつ

も、管理競争と呼ばれる市場原理、競争原理的メ

カニズムが導入される、というような方向である。

（４）社会保障制度に関する国民的論議の必要性

諸外国の改革の方向性や、社会のあるべき構造、

そして国民負担率を総合した上で望ましい選択肢

としては、医療・福祉重点型の社会保障制度（前

述（２）類型②）であると主張されることがある。

確かに、一定の仮定をおいて国民負担率の推計

を行うと、全分野重点型や、年金重点型の社会保

障制度は、医療・福祉重点型の社会保障制度に比

較して国民負担率の数値が大きくなる。このよう

な考えに対して、当然別の見解も存在する。

従って、今後、様々な論点から望ましい社会保

障制度に関する国民的議論を深めていく必要があ

るものと考えられる。

（５）社会保障のケインズ政策効果

一方、国民負担率の上昇は、需要面でみれば、

政府を通じた一種のケインズ政策効果が高まるこ

とになり、短期的には経済成長にプラスの面があ

る。特に、現在のように不況であればなおさらで

ある。

但し、八代教授は、国民負担率と経済の問題は

長期的に観察するとともに、需要面よりは、むし

ろ供給面でみる必要がある。すなわち、国民負担

率が上昇することによって、労働供給の抑制や企

業の投資行動にどのようなマイナスが及ぶかとい

う面を見なければならないと指摘される。また、

高山教授は、年金保険料を引き下げ、民間の手元

資金を厚くして日本経済の基礎体力を強化すべき

との注目すべき主張をされる22。

移転支出としての社会保障の経済的効果を、国

民負担率の高低に関連づけて論ずるには困難な問

題がある。むしろ、社会保障制度論に則した公私

の役割分担というものを考えていく必要があると

考えられる。

３．社会保障の効率化と公私分担

（１）非市場労働の顕在化と国民負担率

例えば、介護保険制度を創設することによって、

国民負担率が上昇するというのは、見せかけ上の

問題である。すなわち、従来、家族の非市場労働

で負担されたものが顕在化するだけあり、国民負

担率が上がってまずいという論理にはならないは

ずである。

しかし、八代教授は、家族の著しい負担や政府

を通じた強制的な所得移転の総規模というのはや

はり少ないほど良いのではないかとされる。

（２）社会保障制度の効率化と公私の役割分担

それぞれの社会保障制度に内在する非効率性の

改善が必要であり、その結果として、国民負担率

が下がることは必要であると考えられる。

さらに公私の役割分担という観点からは、北欧

のように、公的セクターが医療サービスの生産者

や介護サービスの生産者になるべきであると考え

る人は少ないと思われる。むしろ、消費者に購買

力を付けて、民間の医療機関、介護機関、その他

の事業者からサービスを購入する方式が効率的な

方向だと思われる。

（３）公的仕組みと私的仕組みの方向性

従来、私的な仕組みになじみにくいと考えられ

ていた福祉分野においても、福祉と市場をまった

く分断するのではなく、福祉サービスも市場の中

で供給し、直接購買力を政府から個人に移転する

という考え方が有力になっている。

従って、介護保険も、公的介護保険だけで全て

やるのではなく、私的介護保険とセットにする方

法もあり得るだろう。年金についても然り。更に

は、従来、市場の失敗があるといわれ公的制度に

委ねられていた医療についても、私的な仕組みを

設計することは可能である。

八代教授は、現在は社会保険だからといって、

保険原理があまりにも無視されており、これを本

来の保険原理に戻していくことが重要とされ、保

険料が払えない人には、直接政府が所得移転する

という形式が、社会保障の効率化のイメージであ

るとされる。
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Ⅴ．おわりに

国民負担率については、防衛費、文教費、公共

事業費、社会保障給付のバランスを考える上で、

純負担率概念を含めて議論しうることが明らかに

なった。財政学上、政府の効率性を判断する指標

となりうるものである。

さらに、国民負担率の支出側では、マーケット

メカニズムに従った市場経済に委ねる工夫を行う

ことについて問題はなく、現物給付に基づき、供

給者が競争をし質の高いサービスを提供できるよ

うな社会を作るものとして、国民負担率を活用す

べきであることは、大方の合意が得られるところ

であろう。

要は、国民負担率は、社会保障等を中心とした

社会制度に先行して出てくる条件ではなく、望ま

しいビジョンに基づいた社会を作っていった場合

に、結果としてこの位の率になるとの結果指標で

あるという点も合意できるものと思われる。

今後の課題としては、社会保障制度選択のため

の結果指標としての国民負担率を、マクロ経済レ

ベルから、個別の人間、企業といったミクロ経済

レベルでの、効用分析の指標として用いることが

可能かについて検討を行うことが必要である。す

なわち、各制度の移転支出の性格付けや経済効用

から分析を行うとともに、経済効果・効率性・公

平性等各評価軸から見た制度改革の特性分析につ

なげていくことが必要である。

また、想定し得る制度改革の将来推計を純負担

率を用いて行うとともに、現在は結果指標にとど

まっている国民負担率に代替し得る、財政学上の

新指標を見いだすことは可能かに関して検討を進

めていくことが必要であろう。

                                                  
1 自民党行政改革推進本部がまとめた「橋本行革の

基本方向について」（橋本行革ビジョン）の最終案

では、財政再建の方向性として、国民負担率の上

限は４５％程度を目指すべきであるとされ、橋本

首相は、極力５０％を超えることのないよう、４

５％程度にとどまることをめざすと発言した（日

本経済新聞 1996 年６月 13朝刊）。

                                                                                
2 本研究は、財団法人安田火災記念財団の助成研究

として実施されており、シンポジウムも同財団が

主催して開催された。その成果は、「国民負担率問

題を考える」（安田火災記念財団叢書 No51、1997

年９月）及び「シンポジウム国民負担率問題を考

える」（同叢書 No.52、1998 年３月）として公表さ

れている。
3 国立国会図書館雑誌記事検索において「国民負担

率」をキーワードとして１９９０年以降の文献を

検索した結果、５０件が抽出された。その中では、

社会保障と国民負担率を関連させた文献が多い。
4 一般世帯の家計支出のうち、税・社会保険料負担

を表す数値。食料費、交際費等と並ぶ世帯消費の

代表的支出項目であり、１９９５年度は、１７．

３％であった。
5 例えば、経済審議会財政・社会保障問題ワーキン

グ・グループ（座長　宮島洋・東京大学教授）『国

民負担率の意味とその将来展望』（1996 年 10 月）、

丸尾直美「社会保障と国民負担率」（週刊社会保障

1996 年 12 月 9日号）等
6 シンポジウムの結果は、「シンポジウム国民負担

率問題を考える」（安田火災記念財団叢書 No.52、

1998 年３月）として公表されている。以下のシン

ポジウムの発言は、筆者の視点から要約したもの

で、正確には同書を参照願いたい。
7 臨時行政調査会答申（57.7.30）で、次のように

問題提起が為されている。「租税負担と社会保障負

担とを合わせた全体としての国民の負担率（対国

民所得比）は、現状（35％程度）よりは上昇する

こととならざるを得ないが、徹底的な制度改革の

推進により現在のヨーロッパ諸国の水準（50％前

後）よりはかなり低位にとどめることが必要であ

る。」その後重要なものとしては、平成２年の財政

制度審議会報告、平成５年の臨時行政改革推進審

議会最終答申、平成９年の財政構造改革五原則が

ある。
8 Atokinson.A.B,“The welfare state and economic

performance”,National Tax Journal, June,1995.
9 前掲「国民負担率問題を考える」３０頁
10 財政赤字のうち、国鉄長期債務及び国有林野累

積債務の一般会計承継に係る分を除くと 44.2%であ

る（大蔵省「財政構造改革を考える」平成 10 年５

月）。



安田総研

                                                                                
11 実際には、平成８年７月、財政制度審議会によ

る「財政構造改革に向けての中間報告」において、

「現状では財政赤字というかたちで、子どもたち

への負担の先送りをしつつ、現在の私たちが負担

を上回る行政サービスを享受している状況といわ

ざるを得ない」と、初めて問題提起をしたとされ

ている。
12 介護保険法案の衆議院審議の際に、梶山官房長

官（当時）が、「国民負担率は３０数％であり、（あ

まり）上がってはならないと出した数字が、審議

当日の夕方突如訂正され、財政赤字を算入しなけ

ればならないというので、十数時間で数字が変わ

ってしまう。」というように明確な概念ではないと

の指摘がある（シンポジウムにおける岡本教授発

言）。
13 平成８年度予算における国債費は、１６．４兆

円であり、一般会計歳出総額の２１．８％、対 GDP

比３．３％を占めている。
14 田中滋「高負担でも活力弱めぬ」（朝日新聞 1997

年 12 月８日朝刊）の示唆による。
15 平成９年度予算における社会保障関係費は、１

４．６兆円であり、一般歳出総額７７．４兆円の

１８．８％を占める。さらに、国債費、地方交付

税交付金等を除いた一般会計予算（４３．８兆円）

に占める割合は、３３．３％となる。
16 井堀利宏他著「財政」（東洋経済新報社、1997 年）

２９頁
17田村義雄「図説日本の財政（平成９年度版）」（東

洋経済新報社）４４頁において、「国民負担率は、

租税負担額及び社会保障負担額（年金や医療保険

に係る支払保険料）の国民所得に対する比率であ

り、．．．．政府の活動の大きさを国民の側から間接

的にとらえた数字でもある。」としている。

                                                                                
18 民間部門に供給を任せておくと、市場の失敗が

避けられない公共財という特別の財をより効率的

に供給するメカニズムであり（前掲井堀「財政」

３１頁）、社会保障もこのような特別の財とみなさ

れる。
19 広井助教授は、「高リスクの者が保険に加入し、

低リスクの者が保険に加入しないということで、

結果的に保険市場がうまく機能しない現象が生ず

る。その背景には、個々人のリスクを保険会社が

十分把握できない情報の非対称性がある」と、指

摘される。
20 田中教授は、２つの選択肢を例示し、説明され

る。第一は、医療や高齢者ケアについて、１～２

割の自己負担率は別として、一応安心できる水準

を公的に保障する。その代わり所得保障は基礎的

な部分を除くと、自助努力をベースにおく。第二

は、老後の所得は保障した上で、医療も介護も自

己責任に任せる。一般の人々に、このような２つ

の選択をさせると、大体９割は、前者のサービス

保障を選択する。

このことから、教授は、老後資金については、

長期的な積立を前提に資金を蓄積できるのに対し、

医療や介護のリスクについては、逆選択の問題も

ふまえて考えると公的な仕組みが必要とされる。
21 アメリカでも、公的年金改革が進展しており、

退職年令を７０歳に引き上げるとともに、現行の

支払給与税率１２．４％のうち、２％を個人貯蓄

勘定（Individual Savings Account）に振り替え、

多様な投資商品の中から運用の自由を認める等の、

改革案が示されている。
22 毎日新聞 1998 年５月４日朝刊


