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要約
ギリシャを筆頭に欧州諸国が債務危機に陥っている昨今の世界経済情勢において、我が
国の債務状況に関しても例外ではない。政府債務残高の対 GDP 比率は世界最悪の水準と
言われており、止まらない累積債務残高の増大が不安視されて久しい。政府債務残高の増
大に対して、政府は経済成長を促しながら、歳出を抑え歳入を増やすことを念頭に置いた
財政運営をしている。本稿はそのような現行の財政運営ではなく、累積した政府債務残高
の削減のための国債の消化に対する政策を打ち出すものとなっている。
まず第 1 章では、初めに国債の発行額の決定や消化プロセスといった国債の概要を説明
する。その後、累積する政府債務に関して現状分析を行い、債務不履行や財政の硬直化と
いった政府債務残高累増が引き起こす問題点や影響について触れる。
第 2 章では、累積する政府債務残高に関して主に 2 つの要因を定める。1 つ目の要因
は、歳入と歳出のバランスに起因する新規国債発行額の多さであり、これを改善するため
に政府は財政健全化計画を幾度となく発表している。しかしながら、たとえ基礎的財政収
支の黒字化を達成したとしても新規国債発行は消滅せず、政府債務残高の増大は続くこと
から、本稿においては 2 つ目の要因として、国債の消化の点に焦点を当てることとする。
政府債務残高を国債の安定した消化という観点から考える際に、高い利払い費と償還費を
問題意識として捉え、これらの点を国債の満期構成や保有者割合の調整によって改善する
ことを目的に分析に移る。
第 3 章では、本稿の分析の基礎となる国債管理政策と課税平準化理論に関して説明した
後、先行研究を参考として分析の方向性を定める。国債の満期構成に関する文献として
は、Bohn(1990)のモデルが扱われている竹田・矢嶋(2003)に関して主に言及する。一方で
国債の保有者の比率に関する文献としては、Bohn モデルと共に高山(2010)を取り上げ
る。本稿においては、これらの先行研究のモデルを用いた定量的な分析と、理論に基づい
た定性的な分析を、満期構成と国債保有それぞれの方面から行うことにより独自性を発揮
する。
第 4 章では、満期構成に関して定性的且つ定量的な分析を行う。一般に長期国債は、短
期国債の場合と比較して、長期的な利払い費や償還費を削減することができ、国債の安定
消化に好影響をもたらす。定量分析では、Bohn(1990)のモデルに現在の経済状況を示す数
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値を代入することで、望ましい長期国債と短期国債の比率を求める。これらの分析によ
り、国債の満期構成を長期化する必要があることを示す。
第 5 章では、保有者割合に関して定性的且つ定量的に分析する。国債の海外保有は、少
子高齢化が進む我が国において、国債の安定消化という面で有効である。定量分析に関し
ては、まず Bohn モデルにおいて、日米の金利と為替レートを基に理想的な国内外の保有
比率を求める。また、高山(2010)のシミュレーションにおいて、現在の政府の計画を反映
させ、国債の国内消化率と海外保有比率を試算する。Bohn モデルと高山のシミュレーシ
ョンの双方の分析結果を基に、海外保有比率を増加させる必要があることを示す。
第 6 章においては、満期構成の長期化、海外保有の促進の 2 つを同時に達成することが
できる政策として、「国債市場特別参加者制度の法制化と参加者責任の改訂」を提言す
る。具体的には、国債市場特別参加者制度を財政法の条文として追加する。また制度の運
営基本要領に関して、参加者責任を改訂した上で政令として新しく打ち出すことにより、
国債市場特別参加者制度をより確実なものにする。改訂点としては、制度における国債発
行額に対する落札基準を、長期国債においては増加させ、短期国債においては減少させ
る。これにより、国債の新規発行額における平均償還年限を長期化し、満期構成の長期化
を図る。また、国債市場特別参加者制度において、海外に本店を持つ企業に対して、国内
で購入した国債のうち 51%以上を海外本店、または海外支店で保有することを義務づけ
る。これにより海外保有比率の安定的な増加を促進する。以上をもって政策提言とする。
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はじめに
財政健全化の必要性が叫ばれて久しい昨今、政府は基礎的財政収支の黒字化に向けて社
会保障費削減などによる歳出削減や消費増税などによる歳入増加を行っている。しかしな
がら、我が国の債務は累増の一途を辿っており、1990 年代のバブル崩壊や 2008 年のリー
マンショックの影響も相まって、現在、政府債務残高は対 GDP 比で 200%を突破してい
る。これは先進国中でも最高の数値であり、欧州諸国が直面した債務不履行問題のリスク
から、その債務状況は予断を許さないものであると言っても過言ではない。
上記のような危機的な状況に直面している我が国において、望ましい将来の経済の姿と
はどのようなものであろうか。政府債務の観点から見るのであれば、政府債務残高累増の
問題の解決を実現することが重要な指標として挙げられるだろう。政府債務残高累増の問
題は、現在政府の運営だけでなく、将来世代に対しても暗い影を落とし、それ故この問題
の解決なくして真に柔軟で機動的な財政運営の実現は望めないのである。現在、我が国は
政府債務残高累増の問題の解決をすべく、先に述べた歳出削減や歳入増加を念頭に基本方
針を立てて財政運営を行っている。しかしながら、国債発行の要因たる財政収支の不均衡
に関して解決の道筋を立てている一方で、蓄積されてきた政府債務残高に関してその消化
を正面から取り上げた議論は驚くほど少ない。この議論が取り上げられていない理由とし
ては、安定した国内での消化を背景に国債の消化が円滑に遂行されている点がある。しか
し、将来的な少子高齢化や予期せぬ金融ショックなどにより、国債の消化が現在のように
円滑に行われなくなる可能性が多分に存在する。つまり、仮に基礎的財政収支の黒字化を
達成し、新規国債発行の必要性がなくなるとしても、これまで蓄積してきた政府債務残高
の安定した消化方法を模索することなくして政府債務残高問題の完全な解決が得られない
とわかる。本稿においてはこのような国債の消化の観点から見て現状の我が国の債務管理
政策に問題意識を捉え、この問題の解決に向けた政策提言を行う。
政府債務の発行方針を定める国債管理政策において、持続可能な財政運営を行うために
は、中長期的な観点から国債管理を行うことが必須であると示されている。国債の消化を
考える上で重要な因子となるのが、国債の満期構成と保有者割合である。本稿において、
この 2 つの観点から政府債務残高削減の問題に関して定性的に、且つ定量的に分析し、顕
在化する問題意識に関して明確な回答を出すことを目的とする。
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第１章 国債の発行と債務残高累増
第１節 国債の発行プロセス
第 1 項 国債の発行
図 1-1、1-2 に示した国の財政収支を見てみると、歳出から国債費2を除いた基礎的財政
収支対象経費が、税収を上回っており、この差額は新規国債の発行によって埋められてい
る。すなわち、毎年政府の予定収入額から支出予算額を引いた差額が国債の予定発行金額
である。
この発行される国債を消化するために、表 1-1 のように様々な種類の国債が発行されて
いる。これらの各種類の国債発行額は、まず満期構成が決定され、次に利回りが決定さ
れ、様々な金融機関や投資家相手に消化される。次項では、各種類の国債発行額の決定プ
ロセスを説明する。

図 1-1 歳入(億円)

(財務省 HP より作成)

種別
超長期国債

図 1-2 歳出(億円)

概要

(財務省 HP より作成)

備考

償還期限 15 年、20 年、30 年、40

利付国債(40 年もの)

年

利付国債(30 年もの)

償
還
期
限

利付国債(20 年もの)
変動利付国債(15 年も
の)
長期国債

2

償還期限 10 年

利付国債(10 年もの)

国債の利払い費と償還費が含まれる。
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中期国債

償還期限 2 年、5 年

利付国債(5 年もの)
利付国債(2 年もの)

短期国債

償還期限 1 年

国庫短期証券

政府短期証券

償還期限 2 カ月、3 カ月、6 カ月、1

国庫短期証券

財務省証券

年

外国為替資金証
券
石油証券
食糧証券
個人向け国債

償還期限 10 年、5 年、3 年

変動利付国債(10 年も
の)
固定利付国債(5 年もの)
固定利付国債(3 年もの)

物価連動国債

償還期限 10 年

物価連動国債(10 年も
の)

利付国債

債
券
形
態

発
行
根
拠
法

償還期限までに、定期的に利払いを

年 2 回払い

約束
割引国債

償還期限までの利子相当額があらか
じめ額面金額から差し引かれて発行

割賦償還制国債

元金利の償還を割賦の方法で行う

建設国債

財政法第 4 条第 1 項

特例国債

特例公債法など

年金特例国債

財政運営に必要な財源の確保を図る
ための公債の発行に関する法律

復興債

東日本大震災からの復興のための施
策を実現するために必要な財源の確
保に関する特別措置法

政府短期証券

財務省証券…財政法第 7 条第 1 項
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外国為替資金証券…特別会計に関す
る法律第 83 条第 1 項
石油証券…特別会計に関する法律第
94 条第 2 項、第 95 条第 1 項
食糧証券…特別会計に関しる法律第
135 条第 1 項、第 137 条第 1 項
その他財政融資資金証券等
特別会計に関する法律第 46 条第 1

借換債

項、第 47 条
特別会計に関する法律第 62 条第 1

財投債

項

発
行
目
的

普通国債

国の収入となり国の経費をまかなう

政府短期証券

国庫の日々の資金繰りをまかなう

交付国債及び出

国の支払いの手段であり国の収入と

遺族国庫債券、IMF 通

資・拠出国債

ならない

貨代用証券など

内国債

国内で発行する

外国債

国外で発行する

起
債
地
表 1-1 国債の種類

(図説日本の財政より)

第 2 項 国債発行額の決定
国債にも一般の債券と同様に満期が存在し3、国債を保有している間に国債の購入者に対
して利子が支払われ、満期が到来すれば償還しなければならない。この利子を含めた年間
収益の投資金額に対する割合が利回りであり、国債の予定発行額において、満期の平均期
間や満期別の集中度合いを満期構成という。これら利回りと満期構成は「市場との対話」
によって決定している。

3

イギリスが発行するコンソル債を除く。
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「市場との対話」とは、国債の発行主体である財務省と消化を担う市場間における話し
合いであり、「国の債務管理の在り方に関する懇談会」「国債市場特別参加者会合」「国
債投資家懇談会」「国債トップリテーラー会議」の 4 つが主に挙げられる。
まず、「国の債務管理の在り方に関する懇談会」とは、国の債務管理について、財務省
が高い識見を有する民間に対し中長期的な観点から意見を求める場である。次に、「国債
市場特別参加者会合」は、2004 年 10 月の国債市場特別参加者制度4の導入以降行われてい
る、財務省と制度参加者間による国債市場に関する重要事項の意見交換である。また、
「国債投資家懇談会」は、銀行や保険会社などの主要な国債の機関投資家と財務省が直接
且つ継続的に意見交換を行う場である。最後に、「国債トップリテーラー会議」は、財務
省が個人の国債保有を促進しているという点から、個人向け国債の募集取り扱いを積極的
に行っている金融機関の実績や取り組みを評価し、個人に対する国債販売を更に推進させ
るため、取り扱い機関と財務省が意見を交換する場である。
これら「市場との対話」によって、市場において満期構成と利回りが決定され、様々な
国債が発行される。

第 3 項 国債の消化プロセス
様々な国債が発行されたとしても、買い手がいなければ消化はされない。消化は、「市
中発行」「個人向け」「公的部門」の 3 つの方式に大別できる。
①市中発行
市中発行は国債に対して広く投資家の応募を勧誘する公募入札が基本であるが、入札
に関し、「価格競争入札」「非価格競争入札」「第Ⅰ非価格競争入札および第Ⅱ非価格
競争入札」の 3 つがある。まず、「価格競争入札」とは、財務省が発行予定額と表面利
率(クーポン・レート)を提示し、応募者が落札希望価格と落札価格を入札する方式であ
る。つまり、価格とは利回りを示し、利回りの低いものから順に、発行予定額に達する
までの額が落札される。次に、「非競争入札」とは、価格競争入札と同時に行われるも
ので、発行予定額の 10%を応募限度額とし、価格競争入札における加重平均価格を発行
価格とする入札である。これは、応募額の小さい参加者に対しても、公平に入札の機会

4

欧米各国で導入されている、国債の発行体が主要な国債機関投資家に、国債市場に関する特別な責任及
び資格を与えるという「プライマリー・ディーラー制度」に倣った制度。
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を与えるために導入されている。そして、「第Ⅰ非価格競争入札5および第Ⅱ非価格競争
入札6」とは、国債市場特別参加者にのみ参加資格が認められ、直近 2 四半期の落札実績
に応じて決められる落札限度額まで応札・落札できるものである。
②個人向け
個人向け国債は、証券会社、銀行等の金融機関や郵便局といった取り扱い機関が、一
定の期間を定め、募集を行うことで発行されている。取り扱い機関は、国から委託を受
けるかたちで国債の募集・発行されている。
③公的部門
公的部門による国債の消化とは、日本銀行が各種オペレーションを通じて取得した国
債の償還に伴い、借換債を引き受ける場合7である。

第２節 債務残高の現状
第 1 項 国債発行額の推移
現在、我が国の政府債務残高は増加し続けており、2011 年には政府債務残高の対 GDP
比は 200％を突破した。近年、ギリシャの債務不履行問題や、米国の債務上限問題など、
世界的に政府債務問題が深刻になってきている。我が国の政府債務残高はこのような国々
と比べて大きく突出しているが(図 1−3 参照)、現状のところ、債務不履行に陥る危険性は
それほど顕在化してはいない。政府は累増する債務残高に対して、主に基礎的財政収支改
善の観点から対応している。赤字国債の発行額は 2012 年度以降減少しているものの(図 1−
4 参照)、全体的な国債の発行残高は増加傾向にある。
国債発行額の上昇が止まったにもかかわらず国債残高が増加し続けているのは、国債の
償還ペースが新規国債の発行ペースに追いついていないためである。この状況が継続する
限りさらに政府債務残高が増大することは想像に難くなく、満期構成の 60%を占める短期
国債が一斉に償還を迎える時期と金利急騰が重なった際、国の財政が窮地に陥る危険性が
十分にある。

価格競争入札と同時に実施されているもので、発行予定額の 10%を応募限度額とし、価格競争入札にお
ける加重平均価格を発行価格とする入札である。
6 利回り競争入札における発行価格を発行条件とする入札であり、利回り入札の結果公表後に行われる。
7 財政法第 5 条では、日本銀行による国債の引き受けを禁止しているが、但し書きにおいて、特別の事由
がある場合に限って例外が認められている。
5
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図 1-3 各国政府債務残高対 GDP 比 (財務省 HP より引用)
図 1-4 税収、歳出及び国債発行額の推移(兆円)(財務省 HP より)
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図 1-4 税収、歳出及び国債発行額の推移(兆円)
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第 2 項 政府債務残高の国際比較
下記の表は政府債務残高の対 GDP の国際比較である。我が国の数値は突出しており、
債務危機に陥ったギリシャ、経済規模が小さいジャマイカ、レバノンと続いている。我が
国は世界的にも突出して経済規模に対する政府債務残高の割合が高いだけでなく、額面ベ
ースで比較したとき、我が国の GDP が世界第 3 位だということを考えると、経済規模に
対しても非常に大きな額の政府債務を抱えていることがわかる。

1位

日本

246.42%

2位

ギリシャ

177.19%

3位

ジャマイカ

140.64%

4位

レバノン

134.41%

5位

イタリア

132.11%

表 1-2 政府債務残高対 GDP 比順位(2015 年 4 月現在)

(IMF HP より引用)

第３節 債務残高累増の諸問題
政府債務残高が増大すると、数多くの問題が発生する。これらの問題を、「国債が累増
する過程における問題」と「累増した先にある問題」、そして、それらが「解決された後
の財政運営」の 3 つに分けて分析する。

第１項 国債が累増する過程における問題
国債が累増することにより主に以下の 4 つの弊害が生じている。1 つ目は財政の硬直化
である。これは、国債費の歳出全体に占める割合が高まり、予算配分の自由度を狭めてし
まう現象のことである。国債費は、政府にとって義務的経費であるため、必要性の高い政
策の実現を妨げるとともに、機動的・弾力的な財政運営の手元を縛ることになるのであ
る。つまり、財政の景気調整機能と資源配分機能を制限することになる。2 つ目として、
政府債務残高が増大することによる将来世代への負担が挙げられる。将来世代の負担国民
が国債を購入することによって、本来なら生産的投資に当てられるはずだった資金が政府
に回収される。これにより、民間資本ストックが減少し、所得減が生じる形で将来世代に
負担をかけることになるのである。3 つ目としてはマクロ経済的現象たるクラウディン
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グ・アウトの発生が挙げられる8。クラウディング・アウトとは、政府が資金需要を賄うた
めに国債を発行すると、金利が上昇し、結果として民間の資金需要が抑制されてしまう現
象のことであるが、これにより、短期的には景気回復を妨げ、長期的にも生産性の低下を
通じて将来世代に負担をかけることとなる。さらに 4 つ目として、非ケインズ効果が生じ
る可能性もある9。国債が累増する中で政府は国債頼みの景気対策を行う。しかし、政府の
期待とは裏腹に国民は将来の税負担増を予想して消費を控えることにより、国債相場が下
落して利回りが上昇し、国債発行増による経済効果が打ち消されてしまうというものであ
る。

第２項 国債累増の先にある問題
国債が累増し続けていくと、最終的に債務不履行問題に直面する。2015 年の 7 月にギ
リシャがこの問題に直面したことは記憶に新しい。結果として財政破綻とユーロ圏離脱は
回避されたが、世界的に政府債務問題が身近な問題となっていることを象徴するニュース
となった。一度債務不履行を経てから財政再建を行うべきだという意見もあるが、債務不
履行が発生すると、貨幣の価値が無くなってしまうため、国民が一時的に無一文での生活
を強いられる点や、国内経済が大混乱になる点などの弊害がある。債務不履行による悪影
響としては、国民への過度な負荷にとどまらず、政治的・経済的観点における国際社会か
らの信用の喪失も挙げられる。債務不履行を発生させることは、我が国が自力で財政危機
にある現状を脱することができない国であることを自ら認める行為にほかならない。

第３項 国債累増なき財政運営へ
政府債務残高の対 GDP 比が世界で類を見ない最高の水準にある我が国にとって、国債
累増という問題を完全に解決するのは難しい。しかし、財政危機を放置することが許され
ないのは前項で述べたとおりである。政府自身も国債累増問題は解決されなければならな
いと自覚しており、財政健全化計画でも最終的な目標として明示している。財政の持続可
能性がある状態とは、Hamilton and Flavin (1986) の定義によると、無限先の将来政府債
務残高の現在価値が 0 に収束する見込みがある状態である。この定義に基づく財政の持続
可能性が成り立つ必要条件には、Bohn (1998) の条件があることが知られている。この条

8
9

高木(2007)にて指摘されている。
井堀(2002)にて分析が行われている。
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件は、前年度末政府債務残高対 GDP 比が上昇したならば、基礎的財政収支対 GDP 比を改
善させる財政運営を行っていれば、財政は持続可能であるというものである。しかし、加
藤 (2010) などによると、これまでの財政運営を続ける限り、将来の政府債務残高は無限
となって持続可能でなくなるとの結果が示されている。故に当初の目標としては、最終的
に政府債務残高が持続可能となる状態を目指す必要がある。近い将来起こる可能性が否定
できない財政危機を未然に防ぐためにも、将来的に政府債務残高が発散することなく安定
して累積政府債務残高を減らしていくことが必要であり、1 つ目に新規国債の発行を抑え
るための基礎的財政収支の黒字化を達成し、2 つ目に安定して国債を消化していく国債管
理政策を示していくことが不可欠である。この 2 つのことを達成して初めて、国際的な国
債の格付け10も安定し、将来世代への過度な負担を残さず、且つ柔軟な財政運営ができる
ようになる。

10

ムーディーズ・S&P・フィッチ等によって発表され、国家の総合的な債務履行能力を示し、信用度の
尺度となる。我が国は格付けの低下が進んでいる。
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第２章 債務残高累増の要因
第１節 基礎的財政収支と債務残高
第１項 歳出が歳入を上回ることによる国債累増
現在、我が国の財政状況において、政府の歳入・歳出は均衡状態にはなく、国債に頼っ
た資金調達がなされている。図 2-1 で示されているように、歳入の約半分は国債で賄われ
ており、税収で確保できる収入は歳入の 52%である。また、図 2-2 から、歳出の約 1/4
は、国債費となっており、歳出額累増の原因にもなっている。歳入と歳出が等しいことか
ら、国債による歳入と歳出における国債費の差が約 1/4 であることがわかり、歳出から国
債費を引いた基礎的財政収支対象経費と税収で示される基礎的財政収支は歳出が歳入を上
回っているため、赤字となっている。この基礎的財政収支は図 2-3 のように、1989 年から
赤字続きである。つまり、その赤字分は常に新規国債の発行によって補完されているので
ある。

図 2-1 歳入(億円)

(財務省 HP より作成)

図 2-2 歳出(億円)
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基礎的財政収支
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(財務省 HP より作成)
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図 2-3 一般会計の基礎的財政収支対 GDP 比
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先に触れた Bohn (1998)の条件が示唆するように、財政を持続可能にするには基礎的財
政収支の改善が必要である。基礎的財政収支に焦点を当てる本質的な理由はここにある。
我が国の一般会計で基礎的財政収支の赤字が続いている要因として、基礎的財政収支対象
経費の増加と税収の減少の 2 点が挙げられる。
まず、基礎的財政収支対象経費の増加の理由としては、バブル経済崩壊後の 1990 年代
に政府によって過剰な公共投資が行われていたことが挙げられる。政府は景気対策として
公共投資を行う傾向にあり、1998 年をピークに減少傾向ではあるが、図 2-4 における建設
国債11の発行額から、公共事業が国債に頼ったものになっていたことがわかる。また、近
年では社会保障費の増加も国債累増の理由として挙げられる。高齢者の増加により、図 25 のように社会保障費の国庫負担額が増加傾向であることがわかる。そして、年金特例国
債12が 2012 年、2013 年に発行されていること、図 2-6 のように特例国債13が累増してい
ることから、社会保障費の国庫負担が国債に頼ったものになっていることがわかり、国債
累増の要因であると考える。
200000
150000
100000
50000
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0

図 2-4 建設国債発行額(億円)
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(財務省 HP より作成)

図 2-5 社会保障費 国庫負担額(億円)
11

(財務省 HP より作成)

公共事業に充てるために発行される。
(社会保障費用統計より作成)
基礎年金の国庫負担の追加に伴い、見込まれる費用の財源となる、税収が入るまでのつなぎとして発行
される。
13 年金以外の社会保障費の負担を補うために発行される。
12
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次に税収の減少の理由としては、バブル期における資産価格高騰などを理由とする一時
的な税収増に対し、バブル崩壊後に起こったデフレーション対策としての税率の引き下げ
を行ったことが挙げられる。90 年代以降、基礎的財政収支対象経費は増加傾向であるのに
対して、税収は伸び悩むいわゆる「ワニの口」と呼ばれる現象が起きた。これによって政
府債務残高の累増は加速したといえる。
上記のような歳入と歳出の関係は、歳出面においては社会インフラの老朽化を背景とし
たそれらの維持・更新に伴う多額の公共投資の必要性や、高齢者の増加による社会保障費
の増加、また歳入面においては人口減少社会における納税者の減少によって税収減が起こ
ると考えられ、差が拡大すると予想できる。

第 2 項 政府が目指す基礎的財政収支黒字化
前項のような財政状況を踏まえて、近年、政府が発表する「骨太の方針」にて、基礎的
財政収支の黒字化が盛り込まれている。政府は、基礎的財政収支黒字化に向けた財政健全
化計画において、「2015 年度までに基礎的財政赤字を半減」・「2020 年度までに基礎的
財政収支黒字化」という 2 つの目標を掲げており、それに向けて具体的な政策が実施され
ている。この財政健全化計画によって基礎的財政収支の黒字化が達成された場合、税収が
基礎的財政収支対象経費を上回るため、基礎的財政収支対象経費による新規国債の発行は
されなくなると考えられる。

第２節 国債の消化と債務残高
第 1 項 国債の消化が進まないことによる累増
前節において、基礎的財政収支対象経費と税収からなる基礎的財政収支という観点か
ら、国債累増の原因とそれに対して政府が発表している財政健全化計画を概要した。しか
しながら、政府債務残高の累増の原因はこれだけではない。なぜなら、前節でも述べたよ
うに、基礎的財政収支は歳出面に関して国債費を考慮していないためである。
本来、一般歳出を上回った分の税収でそれ以前に発行した国債の利払い費と償還費を負
担するが、基礎的財政収支が赤字の場合は、前節でも触れたように、赤字分を新規国債に
よって負担するのに加え、利払い費と償還費も新規国債の発行によって負担しなければな
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らない。図 2-7 で示したように、借換債14の発行額は増加傾向にある。これは国債償還に
関する 60 年償還ルールに基づいて現金償還と借換えを行っていることによるのだが、債
務残高がそもそも累増していることが決定的に影響している。
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図 2-7 借換債発行額(億円)
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加えて、図 2-8・2-9 から、利払い費や償還費が大きい場合、基礎的財政収支が黒字化さ
れたとしても新規国債の発行額が 0 になるわけではないということがわかる。なぜなら、
利払い費と償還費が税収で賄いきれない場合には、新規に国債を発行することが必要とな
るからである。

図 2-8

図 2-9

(平成 26 年度予算より作成)

(筆者作成)

第２項 国債の消化に関わる満期構成と保有者割合
前項で述べたように、国債の累増という問題の解決は基礎的財政収支の黒字化を達成す
るだけでは不十分であり、利払い費と償還費の減少を視野に入れるべきである。15そこ

14

既存の国債を償還するために発行する国債
もちろん、債務残高対 GDP 比が低下すれば国債の累増という問題の解消につながるが、本稿では、無
現先の債務残高の現在価値が０に収束するという前掲の定義に基づく財政の持続可能性を担保する視点に
立っている。債務残高を現在価値で評価しており、財政の持続可能性を担保するためにも利払い費と償還
費の減少が必要である。
15
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で、本稿では、中長期的な視点に立ち、国債の発行の先にある国債の消化という問題に焦
点を置く。
国債の消化という問題を検討するにあたり、具体的には国債の満期構成と保有者の比率
を改善することで、政府債務残高の累増を最小限に抑制していく手法を模索する。
まず、満期構成であるが、図 2-10 のように、近年満期 10 年未満である短期国債が多く
発行されており、現時点では満期 10 年以上の長期国債に比べ、新規国債の 60%を占めて
いる。これは、ゼロ金利政策によるものであり、ほぼゼロ金利で国債を発行することで利
払い費を抑制することが可能である。しかしながら短期国債を多く保有するということ
は、長期国債に比べて借換債を発行する回数が多くなることであり、この先必ず来ること

図 2-10 国債 満期構成

図 2-12

(財務省 HP より作成)) 図 2-11 国債 保有者割合

国債 保有者割合 国際比較
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が予想される金利急騰局面では高金利の借換債を発行する必要が生じる。上記のような満
期構成の長期化を促進することの妥当性に関して、詳しくは第４章にて説明する。
次に、保有者割合である。図 2-11・図 2-12 からわかるように我が国の保有者割合は国
内が 91％を占めており他の諸外国と比べても非常に多い。一般的に国内保有者は海外保有
者よりもリスク・プレミアム16の要求が低く、低金利でも需要があるため、安定して国債
を消化することができている。また、国際比較からわかるように、我が国の国債は中央銀
行である日本銀行において多く保有されているため、安全資産とされている。つまり、国
債は、低金利で且つ安全な資産であるといえる。しかしながら、中長期的な視点に立つ
と、少子高齢化の進行と生産年齢人口の減少から、日本の家計金融資産が趨勢的に減少す
ることが見込まれ、国内での国債の消化に限界が来ると十分に予想できる。そのため、将
来的に政府は国債を国外により多く売り出す必要性に迫られる。海外保有を促進すること
の妥当性に関しては第５章にて後述する。

16

リスク・プレミアムとは、あるリスク資産の期待収益率が、それと同じ投資期間の無リスク資産の収益
率を上回る幅のことを言う。
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第３章 先行研究
第１節 国債の発行について
第１項 課税平準化論
これまで、国債発行のあり方について、短中期と長期の視点で考察してきた。この章で
はさらに続けて、現在から将来にかけて望まれる公債発行に関する経済理論を確認してお
こう。この章で取り上げる理論は、本稿での後の分析の基礎となる。
公債の発行と償還のタイミングについて資源配分の効率性の観点から考え方を示したも
のとして、Barro(1979)の課税平準化理論が挙げられる。この理論は、資源配分に歪みを
与える租税があるとき、課税に伴う超過負担を最小にするのが望ましいというものであ
り、この理論に従うと時間を通じて税率を上下させるべきではなく一定に保つことが最適
となる。実際の発行プロセスについて言えば、税収が政府支出を下回る場合は公債を発行
し、税収が政府支出を上回る場合において公債の返済を行うことが望ましいとなる17。
本研究においては、課税平準化論に従い分析を行うこととする。つまり国債発行に関し
ては、一定の税率で課した税収が政府支出より下回れば新規国債を発行し、その後は財政
収支を黒字にして国債の返済に充てることとする。

第２項 国債管理政策
我が国における国債発行方針は国債管理政策において定められている。国債管理政策の
基本方針は、「国債の確実且つ円滑な発行」「中長期的な調達コストの抑制」の 2 つであ
る。国債管理政策の有効性については国債金利の期間構造に依存している。経済学的に指
摘されている国債金利の期間構造に関する仮説には「純粋期待仮説18」「市場分断仮説19」
「流動性プレミアム仮説20」の 3 つが存在する。「純粋期待仮説」が成立するとき、国債
管理政策は無効となる。しかし、「市場分断仮説」や「流動性プレミアム仮説」が成立す

17

通常時は租税負担を均等化し、不足分は公債でまかなうことから「公債のクッション政策」と呼ばれ
る。
18 長期金利が将来における短期金利の期待値の平均と等しくなる、という仮説。
19 短期国債市場と長期国債市場が分断されており、国債金利はそれぞれの市場の需要と供給によって決定
する、という仮説。
20 残存年数が長い債券ほどリスク・プレミアムが大きい、とする仮説。
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るとき、国債管理政策は有効である。我が国の金利の期間構造の分析を行った先行研究は
多く存在する21。1980 年代までは「純粋期待仮説」が支持されてきたが、近年では「流動
性プレミアム仮説」が支持されている。本稿においても「純粋期待仮説」は成立していな
い前提に立ち、国債管理政策は有効と考える。
現在我が国の国債は、特別な事象が発生しない限り市場金利としては短期国債の方が低
いものとなっている。それ故市場金利の観点から比較すると、利払いが容易なのは短期国
債であることが分かる。しかし、この市場金利の観点から見た国債発行は、短期的な利払
い費を抑えるものであり、中長期的な費用を抑制する国債管理政策の方針とは一致しない
ことが伺える。また短期国債の増加は、満期時における借換債の発行や金利急騰局面での
利払い費の急増などで、国債管理政策の観点から望ましくはない。

第２節 最適な国債保有に関する先行研究
第１項 本研究の理論に関する先行研究
本稿の理論を支える先行研究としては、土居(2005)が挙げられる。この論文は、国債管
理政策のあり方や今後の展望について、理論的な観点から定性的に分析した論文である。
リカードの公債の中立命題22が成立している状況下において国債管理政策はマクロ経済に
対して有効な策ではない。なぜなら、どの時点で公債を発行または償還するかが、マクロ
経済に何ら影響を与えなくなるためである。しかし、我が国のマクロ経済において、公債
の中立命題は完全には成立しないことは Doi et al.(2001)において確認されているため、国
債管理政策は有効である。公債の中立命題が成立しない状況下において公債発行のあり方
を考えたのが、Barro(1979)の課税平準化理論である。先述の通り本稿では、この課税平
準化理論を前提として定量的分析を行うものとする。

第２項 満期構成に関する先行研究
本項では、国債の満期構成に関する分析を行った論文について整理する。井堀他(2002)
は、国債の満期構成の変化に伴う国債発行スケジュールの変化を数値分析し、土居(2005)

21

藤井・高岡(2007)等を参照されたい。
リカードの公債の中立命題とは、ある一定の政府支出を公債発行と課税調達で賄うのでは、全く同じ効
果を持つという等価定理である。
22
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でも説明されている償還年限と政策的含意の関係について導出している。この論文では、
満期構成を短期化させる場合は、緩やかに国債依存度を低下させ、満期構成を長期化させ
る場合には、満期到来時期に応じて国債依存度をコントロールするような国債の発行をす
るべきだとの結論に至っている。竹田・矢嶋(2003)は、課税平準化理論の下で、リスクの
異なる金融資産全般を政府債務の調達手段として取り扱う Bohn(1990)モデルを用いて、
GDP に対する最適な国債保有割合を導出している。結果として、長期国債の比率が正の値
のまま推移しており、課税平準化理論の下で債務ポートフォリオを組みつつ国債発行を行
うのであれば、政府は論文発表当時(2003 年)としては長期国債の発行を維持するべきだと
いう結論に至っている。また、短期国債に関しては、1989 年までは政府は資産として保有
しておくべきだったが、1989 年以降は大きな正の値を示すようになり、債務として発行す
べきであったことを表している。従って、かつて満期構成を短期化の方向に進めていた政
府の方針は正しかったことが示された。しかし標本期間は過去のものに留まっており、将
来予測を含めた政策的含意は成されていない。

第３項 保有者割合に関する先行研究
国債の保有者と国債累増の問題を扱った文献としては貝塚他(2012)があるが、海外保有
者を増加させていくべきとの旨が定性的に著されるに留まり、定量的分析に欠けている。
先に示した竹田・矢嶋(2003)は、円建て国債と外貨建て国債においても Bohn モデルを
用いて定量的に分析しており、結論としては、90 年代に入ってから、外国通貨建て国債を
政府債務として発行すべきではあったが、その重要性は内国債に比べると低いものになっ
ている。しかしながらこの議論を具体的な保有者割合に関する分析や将来予測に発展させ
るには至っていないため、我々はこのモデルを新たに保有者割合の議論にも応用したいと
考える。
海外保有を促進する理由として、矢尾(2009)が指摘しているように国内消化力の低下が
挙げられる。高山(2010)は、国債の国内消化力を数値化する計算式をもとに、新規国債発
行分のうち国債消化余力を上回る分を海外投資家が保有すると仮定し、2020 年までの将来
的な海外保有比率の推移を分析している。結果としては、海外保有比率を現在より上昇さ
せるべきという政策的含意を示すものとなっている。しかしながら、日本銀行の買い入れ
の値や国債の償還費に関しては一定の値をとると仮定するに留まっている。
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第３節 本稿の貢献
今後の我が国の国債管理政策を議論する上で欠かせないのは、少子高齢化に伴う家計金
融資産の減少、国内消化余力の低下を視野に入れて、公債発行・償還のタイミングにまつ
わる異時点間での資源配分の歪みをできるだけ小さくすべく、課税平準化論を踏まえた最
適な公的債務構成を明らかにすることである。ちなみに、ここでの「最適」とは、社会厚
生を最大化する状態を指す。そのために適した理論モデルとして、本稿では Bohn(1990)
のモデルを採用し、これを基にした最適な公的債務構成の定量的な分析を試みて、政策的
含意を導く。併せて、国債の消化状況を、国内の消化余力を踏まえた分析を行う手法とし
て、Bohn モデルと高山(2010)のシミュレーションを採用し、課税平準化論と国債消化力
の双方を加味した最適な保有者割合について明らかにする。
また本稿の独自性としては、政府債務残高削減に関して、定性的な分析と定量的な分析
を統合して満期構成・保有者割合という双方向からの分析を行う事が挙げられる。保有者
割合や満期構成に関して分析した先行研究は多く存在するが、この両方に関して同時に分
析した先行研究については見受けられない。2 つの全く異なるベクトルでの分析を組み合
わせることにより、政府債務残高削減に対してより厳密な政策提言を行うことができると
言える。
満期構成の分析に関しては、Bohn(1990)のモデルにおいて過去の政府債務の発行形態の
みの分析に留まっているのに対し、本稿ではモデルに基づく将来推計にも焦点を当ててい
る。竹田・矢嶋(2003)も Bohn(1990)に基づいた我が国の分析を行っているが、過去の国債
の発行状態に関する分析にとどまっている。具体的には、国債の金利や政府支出、GDP 等
の数値の将来予測を行った上でモデルを活用することにより、今後の我が国の望ましい満
期構成を推計している。
海外保有者の分析に関しては、前述の通り Bohn モデルを分析に用いて過去と将来の分
析を新規に行っている。高山(2010)のモデルに関しては、国債償還費に関してはより実質
の発行額に近い将来予想を行い、裁量性が高い日本銀行の買い入れ額に関しては 3 つの仮
定を置くことにより出口戦略の予想が困難な日本銀行の動向をカバーしている。また国債
消化力を求める計算式の要素に、個人向け国債の購入額を加えることによってより厳密な
予測を行っている点も独自性と言える。
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第４章 満期構成に関する分析
第１節 定性分析
国債管理政策の主要な目的の一つは中長期的な調達コストの抑制である。この前提に基
づき、昨今の我が国の国債の満期構成に関して定性的に分析を行う。

第１項 短期国債による借換コスト(リスク)の増加
短期国債による資金調達は長期金利と比べ、低金利のため利払い費を抑制することがで
きるが、借換債を発行する回数が多くなるため借換リスクが上昇する。一般的にイールド
カーブが順イールドであることを前提とした場合、図 4-2 にあるように国債の発行年限と
借換リスクはトレード・オフの関係にある。現在、国債のイールドカーブは順イールドで
あり、国債発行年限の長期化により借換リスクを抑制できる。確かに順イールドカーブの
状況下では、短期国債中心の資金調達によって利払い費を抑制できるが、イールドカーブ
は時間によって変化する。このようにイールドカーブが動的状態である際には、一時点に
おける短期国債、長期国債の金利差は意味をなさず、時間を通じて相対的に金利が低い債
券を用いた資金調達を行うべきである。それ故、長期国債を発行することが通時的な利払
いの抑制につながる。

図 4-1 日本国債のイールドカーブ
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図 4-2 満期構成の変更によるコストとリスクの概念図23

(債務管理レポート 2015 より引用)

第２項 短期国債と金利急騰リスク
また、短期国債中心の国債発行では金利急騰期に利払い費急増のリスクが増大する。土
居(2005)でも指摘されているように、日本銀行は 1999 年 2 月から断続的にゼロ金利政策
をとり、短期国債の金利上昇を抑制してきた。こうした状況下では政府は短期国債の増発
をする誘因を持ち、実際、国債の満期構成は短期化の傾向をたどっていった。実額ベース
で見ても日本の短期国債残高は、世界最大の国債市場であるアメリカに次いで 2 番目であ
る(表 4-1 参照)。しかしながら、目先の利払い費の抑制を目的として短期国債を増発する
と、金利急騰局面において高金利で借換しなければならず、将来的には利払い費が急増す
る可能性がある。このような観点から鑑みるに、長期的な財政負担を抑制するためにはで
きるだけ長期国債を発行するべきであり、ゼロ金利政策に際して安易に短期国債を増発す
ることは避けねばならない。
また、上記の理論に基づき、我が国でも 2000 年代後半より満期構成の長期化が行われ
ているが、具体的な目標値を設定していない。さらに、諸外国に比べ我が国の政府債務残
高が突出して高いことを考えれば、長期化が進んでいるとはいえ依然として短期国債の発
行額は高く、一層の長期化が必要である。

国債発行の内訳を変更した場合のコストとリスクの変化を表したもの。詳細は債務管理レポート 2015
を参照されたい。
23
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以下では、課税平準化を踏まえた Bohn モデルを用い、最適な満期構成を求める。
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図 4-3 日本国債の短期・長期比率の推移
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表 4-1 短期国債残高 国際比較(単位：10 億米ドル)(2014 年 12 月時点)
2015 より作成)
第２節 (欧州中央銀行・アメリカ財務省・債務管理レポート
Bohn モデルによる定量分析

第２節 Bohn モデルによる定量分析
第１項 Bohn モデルの説明
Bohn モデルの特徴は課税平準化理論を通時的な観点のみではなく、将来の不確実性も
考慮した点である。つまり、税率を一定に保つことは時間を通じてのみではなく、予期し
ないショックが起きた状態でも必要である。このように時間だけではなく、状態を通じた
課税平準化を達成するために政府が取るべき債務構成を分析できる点が Bohn モデルの利
点である。
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Bohn モデルの詳細に関しては補論 A を参照されたいが、ここではモデル式が意図する
最適保有比率の成立過程を記述する。ここでいう「最適」とは、代表的家計の期待効用(ひ
いては社会厚生)の最大化を実現する状態という意味である24。
Bohn(1990)において、債務構成の分析には以下の二つの条件式を前提条件としている。
これらは、代表的家計の期待効用最大化条件として導出される。
𝐸𝑡 (𝜏𝑡+1 ) = 𝜏𝑡 …式 4-125
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝜏𝑡+1 , 𝑟𝑡+1,𝑘 ) = 0…式 4-226
ここで式 4-1 は将来における税率の期待値が現在の税率と一致している、つまり時間を
通じて税率が一定に保たれていることを示している。式 4-2 は各債券収益率と税率の共分
散が 0 であることを示しており、これは債券収益率と税率が無相関であることを示す。つ
まり、税率がいかなる経済状態からも影響を受けないことを示している。条件式 4-1、4-2
の下、家計の効用最大化を行うと、以下の式が得られる。

∑𝑙 𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑙 , 𝑟̂𝑡+1,𝑘 ) 𝑑𝑡,𝑙 + 𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑘 , ∑𝑗≥0 𝜌 𝑗 𝑔̂𝑡+1+𝑗 ) + 𝜔𝑡 𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑘 , ∑𝑗≥0 𝜓 𝑗 𝑦̂𝑡+1+𝑗 ) = 0…
式 4-3
式 4-3 を行列に直すと
𝑑𝑡 = 𝜔𝑡 ∑𝑟 −1 ∑𝑦,𝑟 − ∑𝑟 −1 ∑𝑔,𝑟 …式 4-4
式 4-3 より最適発行割合を決定には 4 つの要素によって決定する。第１に各債券収益率
の分散共分散を示す∑𝑟 、第 2 に債券収益率と GDP 成長率の分散共分散を示す∑𝑦,𝑟 、第 3
に債券収益率と政府支出の分散共分散を示す∑𝑔,𝑟 、第 4 に税収対 GDP から導出した𝜔𝑡 で
ある27。
第 1 の要素は収益率の変動が異なる債券を資金調達手段として用いることで、資金調達
コストを抑制できることを表している。第 2 の要素は GDP 成長率と変動が異なる債券を
選択することによって、景気過熱期においても金利の抑制が行えることを表している。第

24

特に断りがない限り、本稿において債券収益率は国債金利を指していることとする。

25

式 4-1 は時間を通じた課税平準化の前提である。

26

式 4-2 は状態を通じた課税平準化の前提である。

ただし、厳密には各要素 2 変数 VAR によって求めた各要素の理論値と観測値の残差を現在価値化した
値を用いており、下記の解説とは異なる変動を取ることがある。
27
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3 の要素は政府支出の対 GDP 比と変動の異なる収益率をとる債券を選択し、政府支出増
加時に金利の低い債券によって調達コスト抑制につながることを示している。
本稿では式 4-4 の行列式を以下のように展開し分析に用いた。
−1

𝑑𝑡 ,𝑆
𝑉𝑎𝑟𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑆 )
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑆 , 𝑟̂𝑡+1,𝐿 )
(
) = 𝜔𝑡 {(
)
𝑑𝑡 ,𝐿
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑆 , 𝑟̂𝑡+1,𝐿 )
𝑉𝑎𝑟𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝐿 )

(

𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑆 , 𝑦̂𝑡+1+𝑗 )
)}
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝐿 , 𝑦̂𝑡+1+𝑗 )
−1

𝑉𝑎𝑟𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑆 )
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑆 , 𝑟̂𝑡+1,𝐿 )
−(
)
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑆 , 𝑟̂𝑡+1,𝐿 )
𝑉𝑎𝑟𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝐿 )

𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑆 , 𝑔̂𝑡+1+𝑗 )
(
)
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝐿 , 𝑔̂𝑡+1+𝑗 )

𝜔𝑡 : 税収対 GDP より導出(補論参照)
𝑑𝑡,𝑆 , 𝑑𝑡,𝐿 ∶

t 期における GDP に対する長期債、短期債の最適発行比率

𝑟̂𝑡,𝑆 , 𝑟̂𝑡,𝐿 : t 期における長期債、短期債の理論値と実際の金利値との残差
𝑦̂𝑡 :

t 期における GDP 成長率の理論値と観測値との残差

𝑔̂𝑡 :

t 期における政府支出対 GDP 比の理論値と観測値との残差

以下では Bohn モデルの条件式である式 4-1 式 4-2 について我が国で課税平準化の前提
条件が成立しているか検定を行う。

①時間を通じた課税平準化
まず式 4-1 について我が国において成り立っているか検定を行う。式 4-1 を示すには
税率28の定常性を証明できればよく、ここでは本稿において分析対象としている 1981 年
第 1 四半期から最新の 2015 年第 1 四半期の税収と GDP の値を用いて、税収対 GDP 比
の単位根検定を行った。ここでは拡張ディッキー・フラー(ADF)検定とフィリップス・
ペロン(PP)検定を用いた。結果は以下のとおりである。

28

ここでいう税率とは、財務省から公表される租税収入合計額を名目 GDP で除した値である。
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1982q1
1983q4
1985q3
1987q2
1989q1
1990q4
1992q3
1994q2
1996q1
1997q4
1999q3
2001q2
2003q1
2004q4
2006q3
2008q2
2010q1
2011q4
2013q3

5.00%
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

図 4-5 我が国の税収対 GDP 比率

(内閣府 HP より筆者作成)

Augmented Dickey-Fuller test for unit root

Number of obs =

131

Test Statistic
Z(t)

-5.721

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000
D.tax

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

tax
L1.

-0.7395915

0.1292735

-5.72

0.000

LD.

-0.4276398

0.0803699

-5.32

0.000

_trend

-0.0000399

0.000012

-3.33

0.001

_cons

0.0216464

0.0038628

5.60

0.000

図 4-6

ADF 検定結果

(筆者作成)

Phillips-Perron test for unit root

Number of obs

=

132

Newey-West lags

=

6

Test Statistic
Z(rho)

-263.445

Z(t)

-14.940

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000
tax

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

tax
L1.

-.2893018

0.839032

-3.45

0.000

_trend

-0.000069

0.0000114

-6.06

0.000

_cons

0.0376929

0.0025766

14.63

0.000

図 4-7

PP 検定結果
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両検定とも 1%の有意水準に於いて帰無仮説が棄却され、単位根が存在しないことが
示された。よって我が国において税率の定常性が保たれていることが確認された。
②状態を通じた課税平準化
ここでは式 4-2 が我が国において成立しているか検定を行う。税率に関しては上記し
た通りであり、債券収益率は短期国債として 1 年国債の市場金利(𝑟𝑆 )、長期国債として
10 年国債の市場金利(𝑟𝐿 )を四半期ごとに平均値を算出した。税率と債券収益率が無相関
であることを示すためには、税率を被説明変数、各債券収益率を説明変数として GMM
推定を行い、帰無仮説である式 4-2 が棄却できなければよい。以下は、税率を各債券収
益率によって GMM 推定した結果である。
Instrumental variables (GMM) regression

rs

0.0571975

Robust
Std. Err.
0.0652966

r1

0.0323613

_cons

0.023361

tax

Coef.

図 4-8

Number of obs

=

133

wald chi2(2)

=

27.81

Prob > chi2

=

0.0000

R-squared

=

0.1873

Root MSE

=

0.00465
P>|t|

z
0.88

0.381

0.0711376

0.45

0.649

0.0010184

22.94

0.000

GMM 推定結果

(筆者作成)

結果から、帰無仮説は棄却できず、式 4-2 の状態は我が国において成立していること
が示された。実際に本稿で扱っている 1982 年から 2015 年のデータを用いた共分散の値
もほとんど 0 であった。
Cov(tax, 𝑟𝑆 ) = 0.0000587555457193701 ≅ 0
Cov(tax, 𝑟𝐿 ) = 0.0000501386439486305 ≅ 0
以上より Bohn モデルを用いるに当たり条件式 4-1、4-2 は我が国において満たされてい
ると結論づけた。

第２項 最適債務構成の推移
Bohn(1980)における式 4-4 を満たす最適な債務構成を、我が国の場合について計測す
る。本稿では短期国債・長期国債金利を用いた満期構成を分析対象とする。式 4-4 を構成
する各行列要素は、Bohn(1990)と同様の方法で以下のように求めた。GDP 成長率や政府
支出の予期しない増減はそれぞれ国債金利との 2 変数 VAR モデルから理論値と観測値の
31
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残差で表現し、各時点における入手可能な情報を表すために 2 変数 VAR モデルの観測値
を一期ずつ縮めて推定した。
統計的に正確を期すため、自由度を 20 以上に保つ必要性がある。そのため分析は 2008
年第 3 四半期までにとどまる29。なお、Bohn(1990)においては政府支出と債券収益率の共
分散∑ 𝑟, 𝑔が漸近的に 0 になるとされて考慮されていないが、本稿では政府支出も考慮に入
れて推計した。しかし、政府支出が及ぼす影響は無視できるほど小さく全体の大勢に影響
はなかった。
① Bohn モデル結果とインプリケーション
10

(%)

8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

1984q3
1985q3
1986q3
1987q3
1988q3
1989q3
1990q3
1991q3
1992q3
1993q3
1994q3
1995q3
1996q3
1997q3
1998q3
1999q3
2000q3
2001q3
2002q3
2003q3
2004q3
2005q3
2006q3
2007q3
2008q3

-10

短期国債
図表 4-9

長期国債

短期債と長期債の望ましい保有比率(対 GDP 比)

(筆者作成)

図表 4-9 から見て取れるように政府は 1994 年以降長期債を増発するべきであったこ
とがわかる。また、1992 年から短期国債はマイナスの値を取っており、バブル崩壊後の
政府による資金調達は長期国債によってなされるべきであったと解釈できる。なお、本
稿と標本期間は異なるもののマイナスの値を報告している竹田・矢嶋(2003)において、
政府が国債を保有することも考慮しており、マイナスの値は政府が国債を債務としてで
はなく資産として保有することを示している。1990 年代後半から長期国債は正の値、短

29

自由度の数とラグの数の合計分を 2015 年度第 2 四半期から遡った結果である。
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期国債は負の値を安定的に取っていることから、今後も長期国債を中心に資金調達する
ことが望ましいというトレンドが見て取れる。
②将来推計
ここでは前項で用いた Bohn(1990)の手法を使って 2030 年まで将来予測を行う。期間
設定を 2030 年とした理由は、10 年後の 2025 年まで将来推計を行うためには、自由度
20 以上保つ必要があるため、2030 年までのデータを必要としたからである。将来予測
を行うに当たり、設定するケースは以下の 3 つである。

ケース①長期金利、短期金利、GDP 成長率、政府支出、税収ともに現状維持
ケース②長期金利・短期金利が変動。他の条件はケース①と同一。
ケース③GDP 成長率が変動。他の条件はケース①と同一。

税収に関しては税率一定の条件式 4-1 より GDP と連動していると仮定する。そのため、ω
の数値も税率によって決定する。

各ケースに関して簡単に説明を加える。
ケース①(現状維持)に関して
各時系列データからトレンドと季節性を抽出し、過去 15 年間のトレンド平均に漸近的
に回帰すると仮定した。
ケース②(金利上昇)に関して
長期金利の時系列データから抽出された季節性を考慮に入れ 2030 年第 4 四半期に長期
国債金利が 7%に達すると仮定するシナリオ(ⅰ)。短期金利が上昇し長期金利と同水準に
なると仮定するシナリオ(ⅱ)に更に場合分けをする。
ケース③(GDP 成長率変化)に関して
GDP 成長率が年間 3%と仮定するシナリオ(ⅰ)、1.5%と仮定するシナリオ(ⅱ)、0%と仮
定するシナリオ(ⅲ)に更に場合分けをする。

なお、各時系列データの季節性、トレンドの抽出は季節性時系列分解分析
(decomposition of seasonal time series analysis)を行った。紙面の関係上、ここでは GDP
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成長率のみ結果として取り上げるが、同様の分析はすべての時系列データにも用いた。

図 4-10

GDP 成長率分解結果30

(筆者作成)

以下が将来推計の結果である。

ケース① 現状維持の場合
(%)

20
15
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5
0
-5

-10
-15
-20

長期国債
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1989q4
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1992q4
1994q2
1995q4
1997q2
1998q4
2000q2
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2003q2
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2006q2
2007q4
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2010q4
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2013q4
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2016q4
2018q2
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2022q4
2024q2

-25

短期国債

図 4-11

30

満期構成比率(ケース①)

(筆者作成)

上から元データ、季節性要素、トレンド要素、ランダムショックを表す。
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図 4-11 より現状維持の状態では長期金利の保有割合を増加させる政策をとることが
最適となる。また、長短比較を見ると、長期国債の増加率よりも短期国債の減少率の方
が大きく、短期国債の保有を減少させる政策も重要である。
1990 年代のバブル崩壊、2000 年代のリーマンショックと経済危機が起きた際に短期
国債の保有比率が大きく変化している。これは短期国債の最適保有比率が景気変動の影
響を受けやすく、対して長期国債の変動幅は小さいため長期国債の保有比率は安定的に
保つべきであることを示している。

ケース② 金利が変動した場合
シナリオ(ⅰ) 長期金利が上昇
シナリオ(ⅱ) 短期金利が上昇
(%)10
5

-5
-10

2008q1
2008q4
2009q3
2010q2
2011q1
2011q4
2012q3
2013q2
2014q1
2014q4
2015q3
2016q2
2017q1
2017q4
2018q3
2019q2
2020q1
2020q4
2021q3
2022q2
2023q1
2023q4
2024q3
2025q2

0

-15
-20
-25
通常ケース
図 4-12

長期金利上昇
短期国債の推移(ケース②)
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0

-15
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図 4-13

長期金利上昇
長期国債の推移(ケース②)

短期金利上昇
(筆者作成)

長期金利が31危険水準とされている 7%の上昇するシナリオ(ⅰ)は 2008 年以降、長期
国債マイナスの値を取っており、短期国債による資金調達が望ましい。また短期国債が
長期国債金利の水準にまで上昇した場合、通常ケースと結果があまり変わらなかった。
これは現在の国債金利が低水準で推移しているために短期国債と長期国債の金利差があ
まりないためと推測される。

ケース③ GDP 成長率が変化した場合
シナリオ(ⅰ) GDP 成長率が年率 3%
シナリオ(ⅱ) GDP 成長率が年率 1.5%
シナリオ(ⅲ) GDP 成長率が年率 0%

31

日経新聞 2014/10/16
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3%
(筆者作成)

短期国債の推移(ケース③)
)

8

国債の推移

(筆者作成)
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1.50%

長期国債の推移(ケース③)

3%
(筆者作成)

) 3%の場合、長期国債の発行割合を増加さ
経済が成長し、GDP 成長率が 1.5%または
国債の推移 (筆者作成)
せ、短期国債の比率を減少させることが望ましい。これは金利変動幅が短期国債に比べ

少ない長期国債の金利と GDP 成長率の共分散∑ 𝑟, 𝑦の数値が大きくなったためである。
反対に経済が停滞し、GDP 成長率が 0%の場合、短期国債を発行し長期国債の比率を減
少させることが望ましい。これは GDP 成長率がほとんど変化しない場合、変動が少な
い長期国債金利との共分散∑ 𝑟, 𝑦が小さくなったためである。つまり、経済が成長する局
面では長期国債を中心とした資金調達が望ましい。
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また長期国債と比べ、短期国債の変動幅が大きい。つまり、短期国債の最適保有比率
は景気変動の影響を受けやすいことが確認された。
以上をまとめたのが以下の表 4-2 である

ケース

最適発行比率の変化

現状維持

長期国債増発

長期金利上昇

短期国債増発

短期金利上昇

長期国債増発

金利変動
3%成長 長期国債増発
GDP 成長率変化

1.50%成長 長期国債増発
0%成長 短期国債増発

表 4-2 将来推定結果一覧
)
国債の推移

(筆者作成)
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第５章 保有者割合に関する分析
第１節 定性分析
第１項 少子高齢化の時代へ
世界最悪と言われる累積債務残高にも関わらず、我が国が欧州諸国のように債務不履行
の危険性に脅かされることがない要因の一つに、国債の国内保有比率が非常に高く、低金
利で安定的に消化されているが挙げられる。2014 年末時点での各国の国債等保有者別内訳
32からは我が国の国内保有率の高さを導出することができる。しかしながら、今後の我が

国は、60 歳代以上人口の比率が 30％を超える深刻な少子高齢化に直面することが予想さ
れている。家計調査報告33によると、高齢者世帯の大部分を占める無職世帯において、１
か月平均の可処分所得は消費支出を下回っており、毎月の収支不足は金融資産の取り崩し
によって賄われていることも示される。貯蓄の取り崩し層である 60 歳代以上の人口の上
昇と、貯蓄を増大させ得る生産年齢人口の減少は、国内全体の貯蓄率の微減をもたらすこ
ととなる。さらにストックベースでみた家計の金融資産も減少傾向となり、国債の消化余
力が低下していくことが予想される。国債の消化力の低下は、これまでのような高い国内
の国債消化率を難しくするため国債保有者の多様化、とりわけ投資余力のある海外投資家
へ国債を保有させるべきとの論調が高まりつつある。

第２項 リスク分散を目的とした多様化
リスク分散の観点から見ても、国債保有者の多様化が強く望まれている。国債の保有者
層が特定層へ偏重することは、市場情勢が大きく変化した際に取引が一方向に偏り、安定
性に欠いた状況になる。すなわち、金融ショックに直面する可能性を考慮した際に、国債
保有者の分散は大きな意味を持つことが示唆される34。利払い費の観点から見ても、国債
の国内購買力の低下によって、国債の購入が進まず、必然的に国債の価格が下がり、金利
の上昇が引き起こされる恐れがある。故に利払い費を抑制するという観点からも、金利の

財務省発行の債務管理レポート 2015 参照。
総務省発表の家計調査報告(家計収支編)参照。
34 貝塚他(2012)において、市場情勢の大きな変化に対応すべく国債の保有者層の多様化を進めるべきとの
旨が記されている。
32
33
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抑制、すなわち国債価格の競争状態を保つことが必要不可欠であり、吸収力が弱まった国
内消費者にとどまらず海外市場での国債保有を促進すべきとの結論が導かれる。また、海
外投資家は、我が国の財政状況を重要な投資判断の材料とすることが予想されるので、海
外投資家の国債保有を安定的に積み上げていくためにも、我が国の財政健全化の道筋を明
確に示していくことも併せて必要となるであろう。
もちろん海外保有者割合が増加すると、国債市場が不安定化し金利の急騰をもたらすと
の反論が存在することは否定できない。債務危機に陥ったギリシャの原因の一端が、国債
の消化の大部分を海外投資家に頼っていたことにより、金融危機に際して投資家が国債売
却の一方向に流れ金利が急騰したことにあるのは事実である。しかし、Arslanalp(2012)35
においては海外保有者の増加が資金調達コストの抑制につながると主張され、勝田(2013)
においては国債に関して海外保有者が国内保有者と違った投資行動を持つことが証明され
ている。上記の議論を統合するに、海外保有者の増加が金利上昇につながると一概には言
えず、寧ろ投資行動の違う海外投資家をポートフォリオに組み込むことでリスク分散がな
され、国債の安全性の上昇と共に国債金利の低下が達成される。このように国債の海外保
有者割合の上昇と金利の上昇は必ずしも相関するものではないと推測できる。

第２節 Bohn モデルによる定量分析
第１項 モデルの説明
第 4 章の長期国債、短期国債の保有比率の考察と同様の Bohn モデルを用いた考察を行
う。ここで、債務ごとの保有比率は、第４章と同様であり、以下のように表すことができ
る。
(

𝑑𝑡 𝑈𝑆𝐴
)
𝑑𝑡 𝐽𝑃𝑁
−1

𝑉𝑎𝑟𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑈𝑆𝐴 )
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑈𝑆𝐴 , 𝑟̂𝑡+1,𝐽𝑃𝑁 )
= 𝜔𝑡 {(
)
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑈𝑆𝐴 , 𝑟̂𝑡+1,𝐽𝑃𝑁 )
𝑉𝑎𝑟𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝐽𝑃𝑁 )
−1

𝑉𝑎𝑟𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑈𝑆𝐴 )
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑈𝑆𝐴 , 𝑟̂𝑡+1,𝐽𝑃𝑁 )
−(
)
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑈𝑆𝐴 , 𝑟̂𝑡+1,𝐽𝑃𝑁 )
𝑉𝑎𝑟𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝐽𝑃𝑁 )

35

𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑈𝑆𝐴 , 𝑔̂𝑡+1+𝑗 )
(
)
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝐽𝑃𝑁 , 𝑔̂𝑡+1+𝑗 )

2004 年から 2011 年を対象に先進国 24 ヶ国の金利状況を分析した。
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𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑈𝑆𝐴 , 𝑦̂𝑡+1+𝑗 )
(
)}
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝐽𝑃𝑁 , 𝑦̂𝑡+1+𝑗 )
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また、モデル中の文字は以下の意味を表す。
𝑑𝑡 𝑈𝑆𝐴 , 𝑑𝑡 𝐽𝑃𝑁 ∶

t 期の GDP に対する米ドル建て日本国債、円建て国債の理想的保有比率

𝑟̂𝑡,𝑈𝑆𝐴 , 𝑟̂𝑡,𝐽𝑃𝑁 : t 期の米ドル建て債、円建て債の理論値と実際の金利との差
𝑦̂𝑡 , 𝑔̂𝑡 :

t 期の GDP 成長率、政府支出の理論値と実際の値との差

ここでは、米ドル建て日本国債と円建て日本国債の保有比率を分析するために、金利平
価説36を用いて米ドル建て債の金利を近似する。ここで必要な直物相場と先物相場に関し
ては、我が国の政策金利と米国の政策金利を基に金利平価説の公式37から求める。こうし
て求めた直物相場と先物相場と、米国 10 年債の金利を再度金利平価説の公式に代入し、
米ドル建て日本国債の金利の近似値を求める。こうして求めた米ドル建て日本国債の金利
と、円建て日本国債の金利を Bohn モデルにて用いることで、両国債の最適比率を導出す
る。過去の各期の理論値に関しては第 4 章と同様の導出方法である。一方将来の各期の予
測値に関しては、政策金利データの都合から、1990 年第 3 四半期から、2030 年第 4 四半
期までのサンプルを利用し、過去の 2 変数 VAR モデルと同様、ラグの使用や異常値の除
外等の処理により、有効なサンプル数は減らしている。

第２項 分析結果
Bohn モデルから導出された理想的保有比率に関して、GDP と比較して過大な値や、過
少な値が観察されることから、算出された値を理想的保有比率と認めるのではなく、理想
的満期構成のトレンドに注目する。我が国は現在まで国債のほとんどを国内で賄う財政運
営を進めてきており、図 5-1 のグラフのトレンドより、現在までの国内債と外国通貨建て
債の債務構成は正しかったと評価できる。さらに、金利との関係を分析すると、金利上昇
時に望ましい債務構成における米ドル建て債の構成比率が上がるトレンドも示唆されてい
る。したがって今後予想される金利上昇局面においては、外国通貨建て国債の保有を進め
ること、すなわち国債の海外保有を促進することに一定の効果があることがわかる。

36

外国為替レートの決定要因を説明する概念の一つで、為替レートは自国通貨と外国通貨の名目金利の差
によって決定されるという説。
37 日本の金利－外国の金利×先物相場／直物相場＝(先物相場－直物相場)／直物相場
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図 5-1 過去保有者割合結果(GDP 比)

(筆者作成)

一方で将来予測に関しての分析を行った結果、同様にトレンドベースで判断した結果、
米ドル建て日本国債と円建て日本国債の構成が逆転していることがわかる。国債の利子率
が逓増する想定で行った分析であることを鑑みれば、金利急騰時にも国家財政に負担をか
けないような債務構成においては、外貨建て国債の割合がある程度高い状態であることが
望ましいと推定される。金利上昇局面を考慮した結果、国内債と外貨建て国債の理想の債
務構成は後者を増大させるべきとの傾向が推定され、今後の保有者層の海外化という定性
分析による結果を強く裏付ける結果となっている。

図 5-2 将来保有者割合結果(GDP 比)
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(筆者作成)
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第３節 国債消化シミュレーションによる定量分析
第１項 国債発行額・残高の試算
国債の国内消化率を計算していく前提として、毎年度の新規国債発行額と累積債務残高
の推計を行う。基礎的財政収支を目指す現政府の政策の適応範囲内でのシミュレーション
モデルを行うため、範囲を 2014 年度から 2020 年度までの 6 年間とする。歳入と歳出の
データに関しては、財務省による 2015 年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算38から引
用し、歳出額から歳入額を差し引いたものを新規国債発行額とする。累積債務残高に関し
ては、2014 年度の残高を基準とし、新規国債発行額から償還費分を差し引いたものが残高
として増加していくものとする。ここで必要となる償還費は、国債費39から利払い費40を除
することにより算出する。上記の結果を示したものが表 5-1 となる。

2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度

歳出
歳入
新規国債発行額 国債残高 償還費 利払い費 国債費
95.9
54.6
41.3
778
14.7
8.6
23.3
96.3
59.5
36.8
801.6
13.2
10.3
23.5
98.8
60.2
38.6
826.4
13.8
11.1
24.9
102.2
64.4
37.8
849.9
14.3
12.4
26.7
105.1
66.5
38.6
874.5
14
14.2
28.2
108.1
67.5
40.6
901.2
13.9
15.9
29.8
110.8
68.5
42.3
929.8
13.7
17.5
31.2
表 5-1 国債費等試算(兆円)

(財務省 HP より作成)

第２項 国債の国内消化余力の先行き試算
単位；兆円
国債の国内消化率を、国内における国債購入余力の新規国債発行額に対する比率と定義
する。すなわち、もし国内消化率が１を上回れば、国内における国債購入余力が新規国債
発行額を上回り、政府が発行する国債は全て国内で消化されうるということになる。ここ
で国内における国債購入余力に該当するものとして、日本銀行による新規国債買い入れ、
民間金融機関貸出減少額、政府による国債の償還資金、に加え高山(2010)で定められてい
ない個人向け国債の購入額を定めると、求める式は以下のようになる。

国内消化率＝

日銀買い入れ額＋民間金融機関貸出減少額＋償還費＋個人向け国債発行額
新規国債発行額

この際、2014 年度は当初予算額、2015 年度は政府予算案、2016 年度以降は 2015 年度予算における
制度・施策を前提とした後年度推計とする。
39 2015 年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算から導出する。
40 財務省が 2015 年に発表した国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計算によって導出する。
38
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上記の式に関して、日本銀行の買い入れパターンに関して 3 つのケースを、民間金融機
関貸出減少額に関して 2 つのケースを定め、合計 6 パターンの分析を行うこととする。
まず日本銀行の新規買い入れ額に関して検討する。本来日本銀行の国債買い入れに関し
ては、保有残高を日銀券発行残高以内に収めるという「日銀券ルール」が存在する。しか
しながら、量的・質的金融緩和41の中で日銀券ルールは一時停止状態におかれ、日本銀行
は多額の国債買い入れを続けて保有残高を高めているのが現状である。当面の長期国債買
い入れの運営によると、量的・質的金融緩和が実施される以前は月額 1.8 兆円のペースで
買い入れを行っていたものの、量的・質的金融緩和の開始以降購入額は極めて大きくなっ
ている42。
今後の日本銀行の国債買い入れペースを推計するにあたり、インフレ率との関係から出
口戦略の開始時期を推計することとした。現在総務省が公表している 2010 年ベースの消
費者物価指数の内、生鮮食品を除いたコア CPI の前年同月比と、日本銀行の国債保有残高
を同じく 2010 年ベースで前年同月比に変換したものに関して、異次元緩和が始まってか
ら現時点までの期間において回帰分析を行った。こうして目標インフレ率を達成する時期
とその時点での日本銀行の国債保有残高を推計した結果、インフレ率 2％を達成するのは
2016 年 6 月と推計でき、その時点での日本銀行の国債保有額は約 320 兆円となった。
これ以後の出口戦略を考えるために、日本銀行が意図的に国債を買い入れていない状態
の保有水準に戻すことを目的とする。具体的には、黒田総裁の量的質的緩和以前の白川総
裁による資産買い入れ等の基金の設置より以前の水準を理想水準43とする。2010 年４月時
点の日本銀行が保有する国債の銘柄別残高の合計の対 GDP 比が 0.099 であり、この水準
を 10 年間かけて達成していくことを出口戦略とする。2026 年時点の GDP は、GDP 成長
率が毎年 1.5％であると仮定すると約 623.1 兆円となり、前述の比率を適用すると、約
62.3 兆円の国債保有が妥当となる。

41

黒田総裁の就任と共に開始された大規模な金融緩和策で、日本銀行が金融資産をこれまで以上に買い入
れることで、市場への資金供給量を大幅に増やし、本格的なデフレ脱却と物価上昇率目標の達成を目指
す。
42 2013 年 4 月以降は月額 6~8 兆円のペースでの買い入れとなり、更に 2014 年 10 月以降は月額 8~12 兆
円のペースとなっている。
43 この基金が設けられた 2010 年 5 月までは、通常のオペレーションで国債を購入することはあっても、
意図的に国債を買い増すことはしていなかった。
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図 5-3

GDP と日本木銀行残高試算(億円)

(筆者作成)

さらに、現在保有する国債が全て売却されることなく満期を迎えていくとすると、国債
を全く購入しない場合の 2026 年時点の国債保有額は約 14 兆円となり44、図 5-3 からもわ
かるように理想値との差額は約 48.3 兆円となる。故にこれを 10 年間で割った 4.8 兆円が
年額で増えていくような国債の買い入れをしていくことが妥当な出口戦略となる。年間
4.8 兆円の買い入れを行いそれ以外の要因で国債保有残高が全く減少しないケースと、
2010 年 5 月時のペースによる年間 16.8 兆円の買い入れを行う一方で何らかの要因で年間
12 兆円減少していくペースと、両者の中間たる年間 10.8 兆円の買い入れを行い同様に年
間 6 兆円減少していくペースの 3 つのケースを想定する。出口戦略以前の買い入れペース
に関しては、2014 年 10 月までは月額７兆円、2014 年 11 月から 2016 年６月までは月額
8 兆円と仮定して求めた。以上によって導出した日本銀行の買い入れペースは以下のよう
になった。

44

日本銀行が保有する国債の銘柄別残高と、利払い・償還銘柄一覧表から算出した。
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2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度

日本銀行買い入れ額Ⅰ 日本銀行買い入れ額Ⅱ 日本銀行買い入れ額Ⅲ
86
86
86
96
96
96
56.4
56.4
58.8
4.8
16.8
10.8
4.8
16.8
10.8
4.8
16.8
10.8
4.8
16.8
10.8
表 5-2 日本銀行買い入れケース(兆円) (筆者作成)

次に企業の資産・負債バランスと民間金融機関の資産構成を検討する。非金融民間企業
と民間金融機関のストックに着目した際に、1990 年代以降、非金融民間企業の借入の減少
による負債超過の結果として、民間金融機関の総資産に占める貸出のシェアの低下が起こ
っている。それに対して国債の保有割合は上昇が続いていることから、非金融民間企業か
ら金融機関に還流した資金が国債購入への余力となることが示唆される。故に、民間非金
融法人企業の金融資産･負債差額45の前年度比の減少分が、新たな国債消化余力となる。そ
の結果、過去 15 年でデータをとると平均 2.3 兆円の減少ペースとなり、過去 10 年、5 年
でデータをとると増加傾向であり、民間金融機関に還流して新たな国債購入資金となる金
額は存在しないこととなった。
国債の償還費に関しては、第１項と同様に国債費と利払い費の関係から算出する。
個人向け国債の買い入れ予想額に関しては、財務省発表の国債保有者の内訳より毎年新
規発行額の 5％を購入していると仮定する。
以上の手順によって 6 つのケースにおいて国内の消化余力を求め、国債の国内消化率を
計算する。
民間金融機関貸出減少額Ⅰ
民間金融機関貸出減少額Ⅱ

日本銀行買い入れ額Ⅰ 日本銀行買い入れ額Ⅱ 日本銀行買い入れ額Ⅲ
Case1
Case2
Case3
Case4
Case5
Case6

表 5-3 シミュレーション使用ケース

(筆者作成)

第３項 分析結果
算出した国債の国内消化率を１から差し引いたものが、海外で保有されるべき国債の対
新規発行国債比率となる。6 つのケースに関して図と表にて示した結果は以下のようにな
る。

45

資金循環統計よりストックベースで引用する。
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2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度

Case1
-1.4883
-2.0174
-0.8687
0.44471
0.46295
0.48941
0.51265

表 5-4

Case2
-1.4883
-2.0174
-0.8687
0.12725
0.15207
0.19384
0.22896

Case3
-1.4883
-2.0174
-0.9308
0.28598
0.30751
0.34163
0.3708

Case4
-1.5439
-2.0799
-0.9282
0.38386
0.40337
0.43276
0.45827

Case5
-1.5439
-2.0799
-0.9282
0.0664
0.09249
0.13719
0.17459

Case6
-1.5439
-2.0799
-0.9904
0.22513
0.24793
0.28498
0.31643

海外保有比率シミュレーション結果

(筆者作成)

図 5-4 海外保有比率シミュレーション結果

(筆者作成)

日本銀行が完全に出口戦略に移行する 2017 年以降、海外保有比率の推計値は全てのケ
ースにおいて正の値をとっており、このことから日本銀行が出口戦略に移行し買い入れの
ペースを弱めた暁には、国内だけでは国債の消化が賄えないことが示唆される。日本銀行
の買い入れのペースが最も高く、且つ企業の貸出減少額も十分存在すると想定したケース
において最も低い数値が算出された。その結果においても 2020 年時点で 17％へ海外保有
比率を増加させるべきとの結果が導出されており、海外保有者を増加させることの正当化
が証明された。
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第６章 政策提言
第４章・第５章にて、満期構成の長期化と国債保有者の海外化の正当化を、定性分析・
定量分析双方の観点から行った。この章では、上記２つの方向性を具体的に実現する政策
について説明していく。

第１節 国債市場特別参加者制度の改革構想
第１項 継続的な国債需要を保証する法案の必要性
金融商品としての国債は、経済学の原則が示唆するように、自由に取引されるものであ
る。国債の発行に関して、「市場との対話」において議論され、そこでの論旨をもとに政
府が国債を発行して以降は、市場の競争原理に委ねられる。国債の購入者は、我が国の経
済情勢に加え国債の償還年限や利率や形式等の特徴、その他の金融商品との比較から判断
し、最適な金融資産保有をしていくものであり、継続的な国債購入のインセンティブを見
出すのは難しい。本稿のように満期構成の長期化や保有者層の海外化という明確な方針が
存在していても、それを確実に実行できる制度を設けることは非常に困難であると言わざ
るを得ない。事実、財務省が実行を目指す政策46においても、例えば個人向け国債の促進
や、海外保有者に向けた海外 IR(投資家向け広報活動)の実施など、国債消費者のインセン
ティブを喚起する方法に留まっている。
上記のような現状を踏まえて、我々は、現在の国債市場において需要側と供給側の間に
ある情報の非対称性を大きく緩和させる方策として国債市場特別参加者制度に着目する。
自由な市場取引が円滑に行われ、望ましい市場均衡へと導くには、市場の失敗の要因を取
り除くことが重要となる。国債市場においても、政府が望む国債発行量や満期構成と、国
債投資家が望む国債の購入量やその満期構成との間には、情報の非対称性があり、市場の
失敗を未然に回避するには、この情報の非対称性を緩和する必要がある。そこで、この緩
和に有用な制度として、国債市場特別参加者制度に着目するに至った。義務と権利の関係
を土台に、国債保有に関して確実性と継続性を保証するこの制度こそ、本稿の分析結果を
具現化するべく最良な手段であると結論づけられる。

46

債務管理レポート 2015 を参照されたい。
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また、本制度の実行性を更に確実にする方法として法制化を掲げる。この理由として
は、現状国債市場特別参加者制度が財務大臣によって設置された「制度」であり、法的根
拠が不明確であることがあがる。法律として制定することで現状より大きな法的拘束力が
発生し、国債の安定消化と債務削減にコミットする国債管理政策を実行することが可能と
なる。なお、法制化に伴う法的拘束力と市場における国債の自由取引は、矛盾せず両立す
るものである。なぜなら、法制化の目的はあくまでも情報交換による非対称性の緩和にあ
り、政府が国債の金利形成に強制力を持つためのものではないからである。

第２項 国債市場特別参加者制度の概要
アメリカのプライマリー・ディーラー制度、イギリスのマーケット・メイカー制度、フ
ランスの国債プライマリー・ディーラー制度を参考に、2004 年より我が国において「国債
市場特別参加者制度」が導入されている。これは国債の安定消化と国債市場の整備を目指
したものであり、証券会社や銀行などを含めた 22 社47が特別参加者として携わっている。
「国債市場特別参加者制度」は特別参加者と国債発行当局が協力し、国債管理政策の策
定・遂行の枠組みを構築しているものである。特別参加者には四半期に 1 回程度開催され
る国債市場特別参加者会合への参加資格、国債の買い入れ消却のための入札への参加資
格、財務省の金利スワップ取引への優先的な参加などの資格48が与えられる一方、特別参
加者として果たすべき責任もある。応札責任(すべての国債の入札で発行予定額の 3％以上
の応札)、落札責任(短：0.5%、中・長・超長期：1%の落札・引き受け)、流動性提供責任
(国債市場に十分な流動性を提供)そして情報提供責任(国債の取引動向等に関する情報の提
供)である。これらの責任を果たす際に、特別参加者が主体的に応札・落札により国債の安
定消化の促進が図られることが期待され、特に流動性提供責任は中長期的なコストの削減
において重要となっている。

第３項 長期化・海外化を促進する改革案
現状の国債市場特別参加者制度の性質と本稿の議論を踏まえて、我々は「国債市場特別
参加者制度の法制化と参加者責任の改訂」を本稿の政策提言とする。その骨子は以下の通
りである。

47
48

国債の発行等に関する省令第５条第２項の規定に基づき指定されている。
その他の資格に関しては、国債市場特別参加者制度運営基本要領を参照されたい。
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(1)国債市場特別参加者制度の法制化
現行の国債市場特別参加者制度を、財政法における「第１章 財政総則」の条文として
新しく設ける。なお、制度の運営基本要領に関しては、参加者責任における以下の 2 点
を改訂した上で財政法施行令として格上げする。
(2)落札責任の変更
直近 2 四半期中の入札における発行予定額の一定割合の落札責任に関して、原則短期ゾ
ーン 0.5％、短期以外のゾーンは 1％以上の額の落札責任であったものを、原則短期ゾー
ン 0.3％、中期ゾーン 0.8％、長期・超長期ゾーン 1.3％以上の額の落札責任に変更す
る。
(3)海外保有義務の設定
新たな特別参加者の責任として、海外に本社をおく特別参加者に対して、落札した国債
額の 51%以上を本社並びにその他の海外支社で保有するよう義務づける。

図 6-1 国債市場特別参加者制度変更概要

(筆者作成)

以下、改訂の内容に関してその根拠と共に説明する。

改訂点 1：
国債市場特別参加者制度の法制化
国債市場特別参加者制度は、先にも記した通り現状として法的根拠が不明確である。こ
の原因としては、本制度が財務省によって設置された制度であるという点にある。そのた
め制度自体を法制化して、法的拘束力を持たせるというものである。具体的な方法として
は、国債市場参加者制度自体については、国会の議決を経て財政法として条文に記す。制
度の基本要領に関しては、後述する落札責任の変更、海外保有義務の設定という参加者責
任について改訂した上で、財政法施行令に記載して閣議決定することにより格上げする。
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改訂点 2：
落札責任の変更
現行の参加者責任において、原則短期ゾーン 0.5％、短期以外のゾーンは 1％以上の額の
落札責任が課されており、中期国債、長期国債、超長期国債は同程度の保有が促進されて
いることがわかる。カレンダーベース市中発行額を鑑みれば、市中発行額の大部分を占め
ている中期国債の落札責任額が長期国債と超長期国債のそれを上回ることになり、中期国
債の償還満期が 2～5 年であることを考慮すれば、満期構成の長期化を目指す観点から望
ましくない傾向となっている。
そこで、現在の平均償還年限を上回る長期国債(満期：10 年)と超長期国債(満期：10 年
超)の落札を促進できる落札責任の構成に変更することを政策提言としたい。落札責任の数
値の変更に伴って参加者の負担が著しく増加することは、特別参加者への参加を継続する
ことへのディスインセンティブと成り得るため、調整が必要となる。具体的には、変更に
伴う短期ゾーン・中期ゾーンの実額ベースでの負担減少分と、長期ゾーン・超長期ゾーン
の実額ベースでの負担増加分の均衡が取れる数値の変更を妥当なものとする。短期国債と
中期国債の発行総額49は長期国債と超長期国債の発行総額の約 3/2 倍であり、これより、
短期国債と中期国債の落札責任の数値の変更幅を長期国債と長期国債のそれの 2/3 倍に設
定すれば、対象企業の総合的な負担を変えることなく長期化を促進することができる。最
終的に、短期国債・中期国債の落札責任の数値を 0.2％引き下げ、一方で長期国債・超長
期国債の落札責任の数値を 0.3％引き上げることとする。

改訂点 3：
海外保有義務の設定
現在国債市場特別参加者制度には、22 の企業が参加しているが、そのうち 12 社が海外
に本社を置く企業である。しかしながら、これらの企業が日本国内で保有する金融資産は
国内資産として計上される50ため、海外での金融資産増加に寄与することはない。そこ
で、確実に国債の海外保有率を上昇させるために、海外に本社を置く企業には、我が国で
の金融資産保有を抑制して海外に移譲するように促進する規制を定めることとする。海外

49
50

財務省発表の 2014 年度のカレンダーベースの市中発行額の数値を引用。
日本証券業協会が定める定義による。
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本社に限定せずに、海外に本社を持つ企業の他の海外支社での保有も推奨するという意図
も含意して、落札した国債額の 51%以上を本社並びにその他の海外支社で保有するよう義
務づけることとする。数値の設定意図としては、現状国内で落札した国債を日本支社で保
有することの優先順位が高い中で、海外本社並びに支社での保有の優先順位を最上位に置
くことを目的として落札額の過半数と設定した。

第２節 政策の実行可能性とその効果
第１項 改定案の実行可能性
本項では、国債市場特別参加者制度の参加者資格の改訂を行う過程に関して説明する。
現在、国債市場特別参加者制度の参加者資格は、財務省発表の「国債市場特別参加者制度
運営基本要領」にて記載されており、基本要領の見直し方法に関しては、制度の運営状況
を勘案し必要があると認めるときに、基本要領の変更をもって改訂とすると定められてい
る。以上の前提に基づき実行可能性の詳細に関して検討する。
まず制度の法制化についてであるが、本制度を財政法として施行する際に国会における
承認が必要となる。このプロセスに関しては、国債の長期化・海外保有化を促進する財務
省の方針に準じているため、実現可能性は高いと考えられる。また基本要綱の格上げに関
しては、閣議決定のみで施行することが可能であるため、先に示した理由により同じく高
い実現可能性を持っている。これにより国債市場特別参加者制度は、その制度自体につい
ては法律による強い拘束力を持ちつつ、運営方針については、国会の議決を経ずとも臨機
応変に市況に応じて修正ができる柔軟性を兼ね備えた、より堅固な制度へと生まれ変わる
のである。
落札責任の数値の変更に関しては、財務省における前回の応札責任の変更51と同様のプ
ロセスを辿ると予想される。前述の通り数値の変更による参加者の負担増加もないため、
参加者責任の厳格化による参加者の反発という懸念は杞憂に終わり、また長期化の方針を
打ち出す財務省の思惑とも一致するため、滞りなく改訂が可能と推測される。一方で海外
保有義務に関しては、過去の改訂に類似案件はなく、全く新規の改訂形態になる。日本国
内で落札した国債を海外本社並びに支社で保有することによる追加取引の必要が負担にな

2015 年 4 月 1 付で、国債市場特別参加者の応札責任が、全ての国債の発行予定額の 4%以上となっ
た。
51

52

ISFJ2015 最終論文

るのではとの意見があろうが、安定金融資産たる我が国の国債を分散して保有する契機と
なるという点で長期的な観点から参加者が享受できる利益が上回ると判断できる。財務省
が保有者層の多様化を推進する旨を示している52ことからもわかる通り、近年の財政当局
の方針も斟酌したものとして制度上の改訂への障壁は低いと考えられる。
以上のように、本稿の政策提言案は、財務省による基本要領の改訂という性質上コスト
面での負担は極めて少ないが、第２項にて後述する通り確実な効果を保証する点で優れた
ものとなっている。このように本稿における政策提言案は、政策実行主体における費用・
便益分析だけでなく、対象者の利点や政府の方針も考慮に入れているため、実行可能性の
高いものとなっている。

第２項 効果の算出
本項では、実際に我々の政策提言案を実行した際に国債市場にもたらされる効果に関し
て、定量的に示す。まず責任の改訂案にて、長期債・超長期債の落札責任の数値が 0.3％
変更になったことにより、市場全体の発行額、参加者の数を合わせると、約 3.5 兆円が新
たに落札義務として参加者全体に課されると算出される。この数値は 2014 年度ベースで
の長期債・長期債の新規発行額の約 7％を占めるほどであり、長期債の需要並びに保有を
大きく高めることが示唆される。これにより満期構成の長期化が確実に促進され、長期的
にみた利払い費や借換リスクの削減が可能になり、我々が問題視する国債消化問題の解決
に寄与する。一方海外保有義務に関しては、我々の落札責任の数値を変更した上で、各国
債の市場全体の発行額とあわせると、参加者１社あたり約 1.3 兆円の落札義務があるとわ
かり、また参加者のうち 12 社が海外に本社を置く企業であり、それらの企業が落札額の
過半数を海外保有に回すことを鑑みれば、約 7.5 兆円が海外保有に回されるということに
なる。この額は 2015 年 3 月ベース53で海外保有者分の 8％を占める数値であり、国債の海
外保有を強く推進できることを表す。これにより国債の保有者層の多様化が実現すれば、
少子高齢化が進む我が国において金融危機の可能性も内在する国債消化構造に関して、改
善の大きな一手となることは言うまでもない。

52
53

債務管理レポート 2015 による。
データは日本銀行より入手した。
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おわりに
本稿では、定量分析と定性分析を効果的に統合することにより、安定した国債消化に寄
与する満期構成と保有者割合に関する研究を行った。またその結果を基に、国債市場特別
参加者制度の法制化と参加者責任の改訂を提唱した。
一連の政策に関して実現可能性の検証はしたものの、これらの政策が効力を発揮してい
く上で、急激な経済情勢の変化の影響を受ける可能性が多分にあることは疑いようのない
事実である。金利の決定因子が多数存在する経済システムにおいて、国債管理政策は日々
の経済情勢の変化に敏感に反応すべきものであり、我々の政策がどのような経済情勢にお
いても確実に実現可能であるという確証はない。
その一方で、本稿で主張されている国債の消化に関する議論は、経済情勢の変化に十分
に対応した理論であり、且つこれまで比較的軽視されてきた議論である。なぜなら政府債
務残高の問題に際して、政府はその財政収支を主要な原因として捉え、その改善策の検討
に大きな比重を置いてきたからである。しかしながら、国債管理政策において、政府以外
の主体の果たす役割は大きく、各主体が国債消化に関して問題意識を持つことが今後の政
府債務残高削減の達成において不可欠であることは言うまでもない。そこで我々は、これ
まで十分な議論が成されてこなかった国債消化の問題に焦点を当てることによって、我が
国の各経済主体に対して国債消化の問題意識を喚起したく思い、本稿の作成に至った。
我が国の政府債務残高削減問題において、もちろん基礎的財政収支の黒字化に向けた課
題は最優先で対処すべきものである。基礎的財政収支の改善なくして政府債務残高の削減
は達成されず、この問題を一刻も早く解決するために政府を始め国民一人一人が真剣に向
き合うべきである。その上で我々は、国民一人一人に国債消化の問題と向き合うことを促
したい。本稿で提唱する国債市場特別参加者制度の法制化と参加者責任の改訂が、国民一
人一人の国債消化に関する問題意識の向上、更には我が国の政府債務残高累増問題の解決
に繋がることを願って止まない。
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補論 Bohn モデル
本稿では、Bohn(1990)のモデルに現在のデータをあてはめていくことで、最適な満期構
成を分析できるモデルを策定していくこととする。このモデルでは、危険中立的である家
計が予算制約式の下で効用水準を最大化するような金融資産選択をするとする。そして、
家計の資産選択を所与にして、政府は課税による資源配分の歪みを考慮した社会的厚生を
最大化するように満期構成を選択するとし、これを最適な満期構成とする。

第１項 モデルの設定
まず、割引率をρとする危険中立的な家計が、消費 Ct+j, j=0,….∞による効用を最大化し
ていると仮定する。このとき家計を危険回避的なものとすると、消費関数が指数関数にな
ってしまい、社会的厚生の最大化の一階条件が、モデルで扱うには困難になってしまうの
で、危険中立的であるとする。
∞

𝑈𝑡 = 𝐸𝑡 ∑ 𝜌 𝐶𝑡+1
𝑗=0

取引される K+１種類の金融資産が存在し、金融資産 k の t+1 期時点における収益率 rt+1,k
は
𝑟𝑡+1,𝑘 =

𝑝𝑡+1,𝑘 + 𝑓𝑡+1,𝑘
𝑝𝑡,𝑘

𝑓𝑘,𝑡+𝑗 (j ≧ 1): 将来配当されるキャッシュ・フローの流列

となる。課税による資源の歪みが税率のみの凸関数 h(τt)と表されると仮定すると、ｔ期
における家計の予算制約式は、
𝐾

𝐾

𝐶𝑡 + ∑ 𝑝𝑡,𝑘 𝐴𝑡,𝑘 = 𝑌𝑡 [1 − τt − h(𝜏𝑡 )] + ∑(𝑝𝑡,𝑘 + 𝑓𝑡,𝑘 )𝐴𝑡−1,𝑘
𝑘=0

𝑘=0

𝐴𝑘,𝑡 : 資産 k のｔ時点における購入量
𝑃𝑘,𝑡 : t 時点における消費財単位の価格
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である54。ただし、家計の所得 Yt は、外生的に付与される。危険中立的である家計による
効用最大化に基づく金融資産選択の結果、
𝑝𝑡,𝑘 = 𝜌𝐸𝑡 (𝑝𝑡+1,𝑘 + 𝑓𝑡+1,𝑘 )
すなわち、
1
𝐸𝑡 (1 + 𝑟𝑡,𝑘 ) ・・・・・・(∗)
𝜌
が全ての k に対して成立している。便宜的に k=0 の金融資産を満期が一期間の安全資産で
1

あると想定し、その価格を Pt,0=1、収益率を r= − 1とする。この安全資産と比べた余剰収
𝜌

益率をr̂t+1,k=rt+1,k-r と定義する。そのとき、最適な資産選択の結果である式(*)は、
𝐸𝑡 𝑟̂𝑡+1,𝑘 = 0
を意味する。ここで政府は、外生的に決まる財政支出 Gt を所与として、t 期において金融
資産 k を Dt,k だけ発行する。政府の予算制約式は、
𝐾

𝐾

𝑇𝑡 = τ𝑡 𝑌𝑡 = 𝐺𝑡 + ∑(𝑝𝑡,𝑘 + 𝑓𝑡,𝑘 )𝐷𝑡−1,𝑘 − ∑ 𝑝𝑡,𝑘 𝐷𝑡,𝑘
𝑘=0

𝑘=0

として記述することができる。55政府が最大化すべき家計の効用は、家計の予算制約式と
政府の予算制約式により、
∞

𝑈𝑡 = 𝐸𝑡 ∑ 𝜌𝑗 {𝑌𝑡+𝑗 [1 − h(τ𝑡+𝑗 )]}
𝑘=0

となる。すなわち。政府債務の最適化問題は、
∞

max{𝜏, 𝐷} 𝑈𝑡 = 𝐸𝑡 ∑ 𝜌𝑗 {𝑌𝑡+𝑗 [1 − h(τ𝑡+𝑗 )]}
𝑘=0
𝐾

𝐾

st. τ𝑡 𝑌𝑡 = 𝐺𝑡 + ∑(𝑝𝑡,𝑘 + 𝑓𝑡,𝑘 )𝐷𝑡−1,𝑘 − ∑ 𝑝𝑡,𝑘 𝐷𝑡,𝑘
𝑘=0

𝑘=0

よって一階条件は、

左辺は t 期の消費と購入額、すなわち支出を表し、右辺は t 期の所得と所有資産、すな
わち使用可能額を表す。
54

55

この式を、
𝐾

𝐾

𝑇𝑡 + ∑ 𝑝𝑡,𝑘 𝐷𝑡,𝑘 = τ𝑡 𝑌𝑡 = 𝐺𝑡 + ∑(𝑝𝑡,𝑘 + 𝑓𝑡,𝑘 )𝐷𝑡−1,𝑘
𝑘=0

𝑘=0

と書き直すと、左辺が政府の t 期の収入、右辺が支出を表す等式となる。
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𝐸𝑡 [ℎ′(τ𝑡+1 )] = ℎ′(τ𝑡 )
𝜌𝐸𝑡 [ℎ′(τ𝑡+1 )(1 + 𝑟𝑡+1,𝑘 )] = ℎ′(τ𝑡 )
ℎ

である。課税の資源配分上の歪みを二次関数 h(τt)= τ2 と表すと、第一の条件は、時間を
2

通じた課税平準化を表す。
𝐸𝑡 (τ𝑡+1 ) = τ𝑡 … … … … … … . (1)
また第二の条件は、式(*)より
𝐸𝑡 [(τ𝑡+1 − τ𝑡 )(1 + 𝑟𝑡+1,𝑘 )] = 0
となる。これはすなわち、
𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝜏𝑡+1 , 𝑟𝑡+1,𝑘 ) = 0 … … … … … … (2)
を意味する。つまり、税率と各種資産の収益率との共分散がゼロであることが必要にな
る。共分散がゼロであるとき、相関係数もゼロとなることから、政府の最適な金融資産発
行のための条件は、税率と金融資産収益率との相関係数がゼロであることになる。さら
に、政府の通時的な予算制約式に線形近似を行い、課税平準化のための必要条件である
(1),(2)を課すと、
∑ 𝐶𝑜𝑣𝑡 (𝑟𝑡+1 , 𝑟̂𝑡+1,𝑘 )𝑑𝑡,𝑙 + Cov(𝑟̂𝑡+1,𝑘 , ∑ 𝜌𝑗 𝑔̂𝑡+1+𝑗 ) − 𝜔𝑡 Cov𝑡 (𝑟̂𝑡+1,𝑘 , ∑ 𝜓𝑗 𝑦̂𝑡+1+𝑗 ) = 0
𝑙

𝑗≥0

𝑗≥0

が得られる。ここで、
𝑦̅は GDP 成長率𝑦𝑡 の標本平均
ψ = ρexp(−y)
𝜔𝑡 =

exp(𝑦̅)
𝜏
1−𝛹 𝑡

𝐸𝑡+1 𝐺𝑡+1+𝑗 −𝐸𝑡 𝐺𝑡+1+𝑗

𝑔̂t+1+j=

𝑌𝑡

𝑦̂𝑡+1+𝑗 = 𝐸𝑡+1 𝑦𝑡+1+𝑗 − 𝐸𝑡 𝑦𝑡+1+𝑗
dt,k=𝑑𝑡,𝑘=

𝑝𝑡,𝑘 𝐷𝑡,𝑘
𝑌𝑡

を表す。この条件を行列ベクトルで表示すると、最適な公的債務構成は以下を満たす。
−1
𝑑𝑡 = 𝜔∑−1
𝑟 ∑𝑦,𝑟 − ∑𝑟 ∑𝑔,𝑟 ・・・・・(𝑐)

すなわち、最適な公的債務管理の決定要因は 3 つあり、1 つ目は債務コスト(金融資産の収
益率)間の相関を表す分散共分散であり、2 つ目は、恒常所得と債務コストとの間の分散共
分散であり、3 つ目は、恒常的な政府支出と債務コストとの間の分散共分散である。
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