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誰のための社会保障と税の一体改革か？ 
～ 求められる世代間格差の縮小と持続可能性の担保 ～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

社会保障と税の一体改革に係る消費税増税法が成立した。グローバル経済の進展に伴う国家間競争の

激化と生産年齢人口の減少、高齢化社会の進展に伴う社会保障経費の膨張等といった、内外の経済社会

環境の変化に伴う財政の入口と出口の両面に係る構造的課題の解決に向け、負担の公平性が高い消費税

増税が実現したことをまずは歓迎したい。 
政府は、社会保障と税の一体改革の目的について、「全世代対応」、「将来世代への負担の先送りの軽

減」等、現役世代や将来世代への配慮を示した上で、「社会保障の充実・安定化と財政健全化の同時達

成」のため改革を推進すると定めている。しかし、国民の負担増は消費税だけではない。厚生労働省の

試算では、年金、健康保険等の社会保障費の負担増は 2025 年時点で 25 兆円と消費税の 20 兆円を上回

っている。これらの負担増は、現役世代と企業を中心としたものであり、社会保障制度の富の再分配的

性格は従前以上に高まっている。一方、高齢者の医療費の自己負担は、特例による軽減措置が継続され

るなど、高齢者層を中心に歳出削減の改革は遅々として進まず、世代間の受益と負担のギャップは拡大

の一途を辿っている。 
 現在の社会保障制度は、世代間の所得移転を前提として構築されている。制度の性格上、世代間の

受益と負担の不均衡は一定程度やむを得ないものの、負担の先送りとサービスの膨張を繰り返した結果、

1930 年代生まれの世代と 1990 年代生まれの世代との受益と負担の格差は、１億円以上にのぼるとの試

算もあり、今後更に拡大する傾向にある。現在の高齢者層は、総体として社会保障のフリーライドとも

いうべき状態にあり、先進国の中でも類を見ない世代間格差のある国であるとしても過言ではなかろう。

一部では、世代会計の導入など世代間格差の是正に向けた取組が見られるものの、本来の給付水準より

高い公的年金額の水準を維持するなど、制度変更による歳出減はおろか特例措置である上乗せの是正す

ら進まない状況にある。 
社会保障と税の一体改革は、従前からの財政健全化を主目的とした行財政改革の延長線上に留まらな

い、経済社会構造の変化に対応した持続可能な新たな国づくりとして位置付けられる。改革の実施にあ

たっては、現在の制度設計の根幹にある高度成長期の量的拡大の発想から脱却し、低成長・人口減社会

を踏まえ、個に応じた質的拡大を目指す発想へと転換する必要があろう。そのためには、増分主義に根

ざす分配による調整からの脱却が求められるが、政治的な強者である高齢者層と弱者である若年層との

関係を鑑みると、世代間格差の是正は非常に困難な状況にある。意思決定が遅れれば遅れるほど、歳出

膨張と歳入減に歯止めがかからず、政策手段の選択肢は狭められる。閉塞状態の打開に向け、「決めら

れない政治」から脱却し、リーダーシップを発揮した迅速な意思決定が求められている。当面の財政の

持続可能性の向上に向けた取組に加え、世代間の所得移転や構造的問題である負担の先送りをこれ以上

拡大させない新たな制度の構築も求められる。最も政治的な弱者であるサイレントマジョリティたる今

後生まれる将来世代の意思が反映できるよう、永続的に財政上の厳格な規制をかけるなどの新たなシス

テムも求められよう。将来世代への負担の先送りは、あらゆる意思決定の選択肢すなわち自由を奪うこ

とと同義であり、暮らしの質の向上と成長の機会を奪うことを意味する。社会保障と税の一体改革が、

将来世代を含めた世代間格差の是正に資するものとなるよう期待したい。 
 

羅羅針針盤盤  
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       次期衆議院選挙に向けたマニフェスト制度の検証 

北海道大学公共政策大学院院長・教授  宮脇 淳 

 

1.はじめに 

 消費税増税法案が成立し、衆議院選挙に向けた政治的流れが加速している。民主党への政権交代後の

政策展開においてマニフェストのあり方が強く議論されたことは記憶に新しい。今回の選挙で同様の議

論を繰り返すことは、日本の将来をさらに混沌・混乱状況に陥らせる要因となるだけに、政治家はもち

ろんのこと有権者においてもマニフェストの意義と評価を再度、問いかけ検証する必要がある。 

 

2.マニフェストとは何か 

マニフェストは、19 世紀以降形成された英国の政治慣行であり、その起源は 1835 年総選挙に向けて

ロバート・ピール（保守党党首）が示した「タムワーズ・マニフェスト」とされている。このマニフェ

ストは議員個人としての公約の性格が強く、マニフェストが政党としての公約となったのは英国の 1906

年の労働党のマニフェストである。 

英国ではマニフェストの性格に関して「マンデイト論（命令論）」の是非を軸にその性格について議

論が展開されている。その中でマニフェストに記載された事項を実行するよう議員は命令されていると

解釈するいわゆる「命令的委任論」とマニフェストに記載された事項は、与党・政権党として実行する

権利・権限が付与されるとする「権限授権論」（以下「授権論」）が主な主張として展開されてきた。こ

のうち命令的委任論は議論の中で否定される傾向を強め、法的な義務は発生しないものの政治としての

政策展開に対する一定の有効性を認める権限授与説が中心となった。具体的には「争点となる事項が明

確で多くの選挙民がそれを認識している場合、与党に対して政策執行の一定の「権威」を付与する機能

が存在する」と解されている。そのことは同時に、国民の側にもマニフェストで示された政策の実施を

自発的に受け入れる姿勢が求められることを意味している。与党のマニフェストに掲げられた政策の実

施について、法的義務までは至らないものの一定の権威づけが図られ、明確な争点については国民側に

も受け入れる姿勢がマニフェストを巡る議論には必要となる。 

 

3.パッケージ型マニフェストの課題とオッカムの剃刀 

日本のこれまでのマニフェストには、具体的な施策を時期・予算規模と関連付けて明文化すること、

パッケージ方式の内容であることなどが一般的でありまた求められてきた。このため、与党として予算

編成を獲得し行政権を掌握することを前提とするものとなっている一方、パッケージ方式のため政党も

有権者も個々の政策事項への評価が希薄となりやすい性格を有している。授権論による場合もパッケー

ジとしての政策がマニフェストに示された場合、選挙ではパッケージ全体としての可否が問われること

になるため、その中の個々の政策に対する賛否を有権者は表明することができず、現実の執行には個々

の政策間に矛盾が発生する関係にあることも少なくない。このため、マニフェストに提示されたすべて

の個々の事項に実行する権利・権限あるいは権威が付与されたと解することは難しい。いずれにせよマ

ニフェストの位置づけ、性格については議論がさらに必要であり、単純にマニフェストの存在が政治や

選挙の質を向上すると評価することには慎重であるべきといえる。 

政策論説 
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た、与党ではない野党第二党以下のマニフェストの意義が事後的評価も含め不明確となりやすいほか、

施策、場合によっては事務事業レベルに焦点が置かれその根底にあるべき公理と呼ばれる政策理念が極

めて抽象的となったり、不明確になったりする傾向を強める。英国のマニフェストは公理と呼ばれる政

策理念を語ることが中心としているのに対して、日本のマニフェストは個別事業ともいえるレベルに中

心が置かれる傾向が強く、内容に異なる点が存在する。英国のマニフェストが政治としての思想・哲学

を語ることに比重があるのに対して、日本のマニフェストは個別事業レベルを語る実践型であるため、

総花的な利害関係に結び付きやすく、その評価も「やったやらない」の○×型となりやすい。 

マニフェストを考える場合、政策の樹・政策の体系との関係に留意する必要がある。政策の目的たる

理想を支える思想・価値観となる根や幹を太くしっかりさせ、マニフェストではまずこの幹の部分の明

確化を図り、枝や葉にあたる施策や事務事業はできるだけシンプルにすることが必要である。「オッカ

ムの剃刀」の原則である。単純性原則ともいわれる。そもそもは、現象を説明する二つ以上の理論がど

ちらも過不足なく説明されている時には単純な方を選択すべきとする原則である。存在するものを必要

以上に増やしてはならないとする考え方で、政策の樹に当てはめればできるだけ政策の内容や執行方法

は単純にしていたずらに多くの利害に配慮し複雑化するべきではないとする考えである。政策の内容や

執行方法が複雑化すればそれだけ利害関係が拡大、輻輳化し政策コストも増加、枝葉が増えるほど政策

効果も分散されることになるからである。いろいろと複雑で手の込んだ細部たる枝からの説明ではなく、

単純な枠組みの根と幹の説明から入ることが政策を伝える際には有効となる。 

政策の幹を有権者に伝えるマニフェストを通じた議論でも同様のことが指摘できる。オッカムの剃刀

を踏まえ政策課題を明確に絞り込んだ政策は、分かり易い一方でそこから排除された利害関係から厳し

い反論を受ける結果となる。そこに政策議論が生じる。しかし、選挙に向けて政策議論を回避し多くの

利害関係者から支持を得ようとすれば、政策は総花的となりマニフェストも輻輳する内容となる。 

 

4.マニフェストへの評価 

マニフェストに求められる機能として、①政治的な問題点の明確化、②美辞麗句ではない実施可能性

を担保した政策の提示、③政党に対する事後評価の担保、④政策本位の政治選択などが挙げられる。こ

うした機能もマニフェストが総花的な個別事業のパッケージとなった場合は大きく劣化することが避

けられない。このため、マニフェストに記載された個々の事業を評価する前に、以下の点を有権者の視

点として検証する必要がある。それにより、マニフェストに描かれた個別事業の良し悪しではなく、マ

ニフェストの内容に現れた政党の政策理念に基づく政策執行能力の判断が可能となり同時に美辞麗句

から脱却した信頼性評価が可能となる。 

（1）政策実施の優先順位が全体として明確か。 

パッケージ型マニフェストでは、この点をとくに慎重に検証する必要がある。なぜならば、パッケー

ジ型マニフェストは、その作成において利害関係者からの縦割りの流れで協議されることが多く、実施

段階に入ると縦割りの構造が対立の構造に変化し、さまざまな利害関係から圧力を受けマニフェストの

記載事項が相互抑制し現実のものにできない場合が圧倒的に多いからである。優先順位がマニフェスト

作成段階では、分断された多くの利害関係集団の利害を選挙に向けて縦割りで個別に吸い上げるため利

害間の優劣を決定することはなく、そのため優先順位をつけない並列的事項記載となる。むしろ、優先

順位を明確にしないことが選挙後の政治としての影響力を保持しやすくなる側面も存在する。 

加えて、各利害関係集団が自己の利害に終始し自らの権限や財源の維持を優先するため、横断的調整
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を拒む構造となりやすい。一方、政策決定参加者の数を自ら認識した利害関係者に実質的に限定するこ

とで政策議論を幅広く展開せず、閉鎖的意思決定を展開しやすい体質となる。このため、幅広い検討を

実質的に回避する傾向が強く、各集団の利益に固執しやすいため内向きとなり視点が固定化しやすいこ

と、視野が狭くなりやすいこと、縦割りの隙間から成長してくる新たな利害・パワーを認識することが

困難なことなどの欠点を持ちやすくなる。その結果、環境変化に対応できず、新たな経済社会の流れを

認識することが遅いため、限られた選択肢の提示と閉ざされた政策選択議論のなかで国民の意識から乖

離した政策展開となる。マニフェストの記載内容は網羅的であり国民の声を吸い上げているように見え

てもそれが並列的に並び、実質的な優先順位が付与されていないマニフェストの実行信頼性は低いと判

断せざるを得ない。むしろ、マニフェストの記載された事項数は限定的でも優先順位が明確化したマニ

フェストは実行信頼性が高いといえる。 

（2）日和見内容、矛盾の束になっていないか。 

選挙対応中心型のマニフェストの場合、日和見的な内容、別の表現では投機的政策の羅列となってい

る場合が少なくない。選挙後、政権等から「選挙向けのマニフェストだから現実には変更もやむを得な

い」などの指摘があるとすれば、この投機的政策の発想によるマニフェストであることを意味する。法

的に与党の政策を拘束することはないものの、政治的信頼として変更には重い説明責任を負う。 

投機的政策とは、国民のニーズを無秩序に受け止め、政策体系全体として整合性のない合成の誤謬に

陥っている政策である。マニフェストに記載された各事項がたとえ適切な選択肢・事項でも、それらが

縦割りで相互に連携なく取り組まれた場合、すべて集まった姿がきわめて歪んだ結果となる。いわゆる

「合成の誤謬」である。投機的政策の集まりたるマニフェストとなる原因の根幹は、政策に対する理念、

公理が存在しないことにある。このため、国民受けする言葉や政治的に争いがない抽象的な言葉が理念

として使われている場合、「国民の意見」など一見、最もらしくみえても多様な国民の意見を聞き決断

する理念が実質的に欠落しているため、国民の中の反対意見を克服することができず公約を実現できな

い壁に繰り返し直面することになる。国民の意見を重視することは政治として当然の原則である。しか

し、時として国民の意見重視の言葉が政権党の無責任を生みだすことにも留意する必要がある。 

（3）作用・副作用・反作用が意識されているか 

政策には常に、作用・副作用・反作用がある。作用とは、政策がそもそも意図した方向でのプラス効

果であり、副作用とは政策立案においては意図しなかったものの結果として発生したプラス方向の効果、

反作用は意図又は意図しない中で発生するマイナス効果である。マニフェストでは作用が強調され記載

されることが圧倒的に多いのが実態である。しかし、どんな政策でも副作用・反作用がある。加えて、

すでに指摘した優先順位や合成の誤謬は作用間だけでなく、副作用、反作用でも発生する。この点を踏

まえ説明責任を果たす内容のマニフェストか否か政策形成への信頼性の判断で重要な点となる。 

（4）中央のマニフェストとローカルマニフェストの比較 

 国政選挙における中央と地方の捻じれを認識することが重要である。都道府県単位での政党組織たる

支部等が掲げるローカルマニフェストと党本部が掲げるマニフェスト、地方選挙で示される内容に矛盾

がないか国政として一貫して政策に取り組む姿勢があるか判断するうえで極めて重要な評価軸となる。

地方のニーズを個別に反映し各地方向けのローカルマニフェストが形成され、中央では中央の視点でマ

ニフェストが形成されたとすれば相互間に大きな矛盾が発生する。この矛盾に対して政治的に説明する

責務がある。 
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国債償還と借換債 

北海道大学公共政策大学院院長・教授  宮脇 淳 

 

【60 年償還ルール】600 億円・10 年物国債の場合 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本の国債の償還は、「６０年償還ルール」に基づいて展開されている。今年度発行された国債は、

６０年間かけて分割償還し残高をゼロとする。たとえば、１０年物国債は、毎年の利払いのほか１０年

後には満期として元金が現金で返済される。しかし、国は現金返済した額の５/６は再び国債を発行し

て資金調達する。これを５回繰り返し残高がゼロとなる。このように過去発行した国債の償還のために

発行する国債を借換債という。すでに、予算に基づき発行した国債の償還ルールに従った発行であるた

め、借換債は、毎年度歳出予算の国債発行額には計上されない。国債整理基金特別会計への定率繰り入

れが前年度国債残高の１/６０となっている理由もこのルールにあり、毎年度新規発行する国債の額以

上に市場には大量の国債が発行される。なお、６０年償還ルールは建設・赤字国債両者に適用される。

今年度の公務員給与など経常的経費の支払いのための借金が６０年間残ることになる。今年度発行する

国債は、人口が半分以下に減少した２０７０年代に完済される。 

また、金融機関などで国民が国債を購入する際は、個人向け国債などの名称があるが、建設、赤字など

の銘柄は表示されていない。建設、赤字などの区分は国債管理・減債制度など適正に行い償還責任を明

確にするための分類であり、建設国債、赤字国債の普通国債ほかに、財政融資資金が発行する財投債、

国際機関への出資などに活用する交付国債・出資国債、借入金があり総額が２０１２年度末当初見込み

で８８６兆円に達している。前述したように、借換債は債務残高に対して、６０年ルールに従って償還

する国債の資金繰りのために発行する国債であり、債務残高の内数となるが発行をどの時期にどの程度

の規模と条件で行うかにより市場にも影響を与える。財政と金融の相互関係を判断する場合、新規国債

の発行額、短期国債の消化状況に加え借換債の発行にも注目する必要がある。
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日本の証券投資動向と財政 

北海道大学公共政策大学院院長・教授  宮脇 淳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（資料）財務省・日本銀行「国際収支統計」から作成。 

消費税引上げ法案の成立を巡り、海外市場を中心に日本国債の長期金利が大きく上下し、日本財政へ

の信頼度が国際市場においても根底的に揺れる要因を抱えていることが明確となっている。国際収支統

計の証券投資動向を見ると、海外資金の対内証券投資は、中長期債、株式に対する投資が大きく変動し

流出超の傾向が強い一方、短期債への投資は概ね流入超となっていることが分かる。日本に対する信頼

も短期的な性格が強いことが分かる。 
今日の財政運営では、歳出を賄うため新しい国債を発行するだけでなく、過去発行した国債の満期返

済資金をさらに国債発行で調達する借換え手法が恒常化している。この借換えが上手くいかないと借金

が現金で返済できず債務不履行となり、新規国債発行も滞り借金返済以外の必要な支払いも困難となる。

ギリシャやスペインの財政危機問題が定期的に山場を迎える要因のひとつがここにある。借換えが上手

く進まない段階では、債務減額や返済繰延べを求めると同時に歳出削減を行い資金繰り確保に努力する

ことになる。仮に資金確保ができても金利が上昇し借換えコストが増大する。より深刻化した段階では、

一国の一般的信用構造を支える信用ピラミッドが崩壊する。国の体制などによるものの基本的に、国家

（中央政府）が一国の中で一番信用度が高く、次に地方政府、そして民間企業、個人の順番となる。も

ちろん、民間企業の財務内容や活動範囲、個人資産の大きさなどで逆転することがあるものの、基本的

にはこの順番となる。そして、このピラミッドが崩壊すれば自国民が自国通貨を信用せず、自らの資産

や所得を他国通貨に転換する行為が積極化する。 
 今後の国際市場の動向については、スペイン地方財政の深刻度とユーロ実体経済の減速度合いに大き

く左右される。政策面での課題としては、9 月に欧州中央銀行が追加金融緩和政策を明確に打ち出すか

どうかが焦点となる。 

アアジジアアリリンンクク  
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新たな大都市制度は地方分権の画期たりえるか？ 

株式会社富士通総研 公共事業部 河村 寛 

 
１．新たな大都市制度の創設は「分権」なのか 
 近年、大阪府と大阪市、愛知県と名古屋市、新潟県と新潟市、神奈川県と横浜市等、府県と政令

指定都市が共同で現行の大都市制度に一石を投じてきた。もともと構想の具体的内容において各団体

は同床異夢の様相を呈していたが、現在までの議論の結果、主に 2 つの構想に収斂してきた。１つは

大阪府市による「大阪都」構想であり、もう１つは指定都市市長会による「特別自治市」構想である。 
 両者に共通するのは、グローバル化の進展の中で、都市間競争を担える強い自治体が必要である

という対外的な問題意識と、人とインフラの 2 つの高齢化が進む中で、従来の事務権限・財源配分で

は基礎自治体としての役割を果たせなくなるという対内的な問題意識である。これらは、一般的に国

や道府県から大都市への地方分権の問題として捉えられているが、大都市以外の自治体の立場からは、

大都市への「集権」の問題とも捉えることが出来る。 
 このように「分権」と「集権」という２つのモメントを内包する大都市制度を、あくまでも地方

分権の議論として論じようとすれば、対内的な分権も主張する必要が出てくる。それゆえ、「大阪都」

構想は中核市並の「特別自治区」を設置する点、「特別自治市」構想も現行の行政区を維持しながら

都市内分権を進める点が強調されている。 
 しかし、大都市制度を「分権」の議論に回収してしまっては、そのダイナミズムが失われかねな

い。従来の地方分権が国と地方自治体との調整による上からの画一的な事務権限・財源の移譲であっ

たのに対し、新たな大都市制度創設のダイナミズムは、大都市という主体が自らの権利を主張し、他

の主体ではなく敢えて大都市への選択的なエンパワーメントを求めている点にある。住民自治の軽視

という批判への配慮はいうまでもなく重要であるが、その調整も含めて大都市が意思決定を担うとい

う主体性こそが大都市制度をめぐる議論の本質である。 
 このような視座からは、上述の 2 つの構想の相違は、大都市が新たな意思決定メカニズムを構築

するために必要な権限を獲得するための戦略の相違として捉えられる。 
 
２．「面」の戦略、「点」の戦略 
 「大阪都」構想と「特別自治市」構想は、広域機能と基礎自治体機能の双方の最適化を図る「面」

の戦略と、あくまでも都市としての機能強化を図る「点」の戦略をそれぞれ展開している。「大阪都」

構想が、府市の再編から道州制までを見据え、面としての展開を目指しているのに対し、「特別自治

市」構想は、道府県や周辺自治体との連携を考慮に入れつつも、市が単独で県と同じレベルまで突き

抜ける、点からの突破を目指している。 
 この相違は、新しい大都市制度の実現に向けた政治的な戦略だけでなく、広域機能面での両者の

立場の違いを反映しているように思われる。「大阪都」は最終的なゴールである道州制導入後も道州

の広域機能の中心となることが予想されるのに対し、東京周辺に数多く生まれるであろう「特別自治

市」は、面としての展開を企図した途端、「首都圏」に組み込まれてしまう恐れがある。約 3500 万の

人口を抱える人口集積地帯である首都圏は、世界でも稀な大都市の密集地域である。従来の首都圏整

備計画の中で、東京からの多極分散を目的として指定されている業務核都市の延長上で、国家戦略の

オオピピニニオオンン  

 



 

 

8 政策研究 2012 No.5 

名のもとに各大都市の役割が国から一定程度規定される懸念がある。 
 他方で、基礎自治体としての機能に目を向けると、「大阪都」構想は中核市並の「特別自治区」

を新たな区割りの下に設置するとしている。それに対して、「特別自治市」構想は基本的には現在の

行政区を維持したまま、コミュニティ活動を重視した都市内分権を進めるとしている。この側面にお

いても、「大阪都」は自らが基礎自治体としては大き過ぎるとし、自らを基礎自治体の集合である「面」

として捉えているのに対し、「特別自治市」は大規模ではあっても、自らを「点」として捉えている。 
この相違は、従来の法人格、課税権、公選議会・首長の 3 点セットを持つ基礎自治体こそがコミュ

ニティの担い手たりうるという考え方とコミュニティの「ガバナンス」に、必ずしも上記の意味での

「ガバメント」は必須ではないという考え方の対立に還元できよう。ここでも、あくまで最終的には

道州制を視野に入れ、「面」としての展開を重視する「大阪都」構想と、「点」としての意思決定の機

動性を重視する「特別自治市」の相違を見ることができる。 
 
３．両戦略の行方と国の役割 
どちらの戦略が功を奏するかは、リーダーシップをめぐる議院内閣制と首相公選制の議論と同様、

ステークホルダー間の調整に依存しそうである。 
「大阪都」構想の「面」としての戦略が最も極端な形で展開された場合、道州は連邦として主権を

持つことになる。逆に言えば、現在の国と地方の関係が、そのまま道州と「都」あるいは「特別自治

区」との関係に反映されることになる。この縦の関係の中で理想的な補完性の原理を徹底できるかは、

起点として「集権」の対象として想定されている府市の調整能力にかかっているといえる。 
 他方、「特別自治市」構想の「点」としての戦略が成功した場合、従来より狭く、市町村を内包

しない道府県が誕生することになる。ここで想定されるのは、行政区と他の市町村が比較の対象とな

ることである。道府県よりも「分権」が進んでいない大都市とはいかなる主体であるのか。行政区の

権利を制限してまで何を実現しうるのか。「特別自治市」は、「集権」の成果をわかりやすく示すこと

が求められるだろう。 
 また、どちらの戦略によって今後の地方分権が進むにしろ、国が問われるのは、これらの成果を

制度として全国展開するか否かである。制度の適用を特定の自治体に限定するのか、道州制と「特別

自治市」のどちらかを全国に適用するのか、あるいはその双方を織り交ぜた一国多制度まで許容する

のか、「国のあり方」が問われている。この意味において、大都市だけでなく、国に対しても一定の

主体性の発揮が期待されている。国と地方の力学の中で、大都市がその潜在力を発揮できる体制を整

備できるか否かは、今後の日本のグローバル競争力を規定する決定的な要因となるであろう。 
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