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投稿：論文

介護保険制度がもたらす地域間格差是正の可能性について

長谷川 良二＊1，安岡 匡也＊2

抄 録

介護保険制度はさまざまな形でマクロ経済に影響を与えている。介護保険制度の存在による税や社

会保険料負担の発生は家計の可処分所得の低下を通じて総消費を減少させる効果を持つ。しかし一方

で，介護保険制度による自己負担の軽減は介護リスクに備えた予備的貯蓄動機を減らすことを通じて現

在の消費を増やす効果もある。本稿はそのような効果を検証するために，家計消費に関する理論モデル

を展開した上で，現実の日本のデータを用いて構築した理論モデルに基づく数値計算を行った。加え

て，都道府県間産業連関表を用いて家計消費がもたらす経済波及効果を計測することによって，介護保

険制度が総消費や経済波及効果に与える影響を国全体だけでなく地域別にも考察を行った。本稿の分

析により，介護保険制度の拡充は一国の総消費を増加させ，さらに地域間格差を是正させる可能性があ

ることが示唆された。
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Ⅰ はじめに

日本における介護保険制度は2000年4月より始

まり，現状では，介護サービスの利用の際，自己

負担は1割であり残りの9割は税・保険料収入によ

り集められた財源により給付される。少子高齢化

が進展し続ける日本において，介護保険制度の役

割はますます重要になっており，社会状況に応じ

た制度の見直しや拡充は喫緊の課題である。

介護保険制度の消費生活に与える短期的な効果

に注目すると，まず介護費用の自己負担が軽減さ

れることによる介護サービス以外の消費の増加が

考えられる。これは介護サービスを必要としてい

る（高齢者）世帯に対する効果であり，マクロ経

済的な視点で見ればおおむね高齢者世帯の消費支

出を増加させる効果であると言える。

また予備的貯蓄1)の減少による消費の増加も期

待される。将来，介護状態になるかどうかは若い

ときには一般的には分からないので，もし介護保

険制度がなければ，若年世代（および高齢世代）

は介護への備えとしてより多くの予備的貯蓄を行

＊1福山市立大学都市経営学部 准教授
＊2関西学院大学経済学部 教授
1) 不確実性が存在する下での貯蓄行動についてはLeland（1968），Caballero（1991），Liljas（1998），Picone et al.

（1998），Hemmi et al.（2007）などの研究があり，予備的貯蓄の存在が理論的に示されている。
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うことになる。しかし介護保険制度が存在すれ

ば，介護状態になったとしても介護費用の自己負

担があまりかからないため，家計は予備的貯蓄を

減らし消費支出を増やす行動を取るようになると

考えられる［大守他（1998）など］。このような効果

はリスクプール効果と呼ばれる［Smith and Witter

（2004）など］が，リスクプール効果による消費増

はおおむね若年世代への効果であると言える。

一方で，介護保険制度は短期的に消費を減少さ

せる効果も併せもっている。言うまでもなく介護

費用を公的に給付するためには，税・保険料など

の形で財源を確保する必要がある。したがって介

護保険制度の導入は，原則として税や保険料の増

大による可処分所得の減少を通じて，消費の減少

をもたらす効果をもっている。そしてこのような

消費減の効果は若年世代と高齢者世帯のいずれも

が被る影響であると言える。

以上を踏まえると，介護保険制度には消費支出

を増加させる効果と減少させる効果の両側面があ

り，それらが与える家計への影響は世代間によっ

て大きく異なることは明白である。さらに上述し

たように高齢化率が地域間で差があることを踏ま

えれば，介護保険制度が地域経済へ与える影響も

地域間で大きく異なることも予想される。

本稿はこのような状況に注目し，介護保険制度

の拡充が各地域の消費パターンをどのように変化

させ，さらに地域間交易や産業構造の違いを通じ

て最終的にどのように地域経済に影響を与えるの

かを検証する。具体的には介護や世代を考慮した

家計行動の理論モデルを構築した上で，Hasegawa

et al.（2015）により作成された都道府県間産業連

関表を用いて消費支出への影響を通した介護保険

制度が与える地域経済への影響について実証分析

を行う。そして分析結果を踏まえ，介護保険制度

が少子高齢化対策だけでなく，地域経済の活性化

や格差是正にどのような役割を果たしうるかを考

察する。

安岡（2016）では，さまざまな高齢化シナリオ

を考慮したいくつかのパラメータ条件の下で，介

護保険制度の自己負担率を変えることで，消費，

貯蓄及び効用水準にどのような影響を与えたのか

を分析したが，本稿は，現実的に観察されるデー

タを下にしたパラメータの下で，マクロ経済全体

の消費，貯蓄水準だけでなく，各都道府県におけ

る介護保険制度の自己負担の変更による経済波及

効果を見たものである。

以下，本稿の構成は以下の通りである。Ⅱ節で

は介護保険制度を分析するための地域産業連関手

法を説明する。Ⅲ節では世代重複モデルを基本と

した介護保険制度が存在する下での家計行動に関

する理論モデルを構築する。Ⅳ節では構築した理

論モデルの数値分析結果，およびそれに基づく産

業連関分析の結果を示す。最後にⅤ節で分析結果

の考察と今後の展望をまとめる。

Ⅱ 介護保険制度の地域産業連関分析

1 全国47都道府県間産業連関表の概要

本稿は，地域産業連関表を用いることで，介護

保険制度がもたらす直接的な消費支出への影響だ

けでなく，地域間や産業間への間接的な波及効果

も把握することを試みる2)。地域産業連関表は地

域内産業連関表と地域間産業連関表に二分するこ

とができる。前者は1地域内の取引のみを内生的

に取り扱っており地域間の取引である移出入は外

生的に取り扱われているのに対し，後者は地域内

外の両取引を内生的に取り扱っており地域間の相

互依存関係を明示的に把握できる。

日本では介護保険制度は基本的には国家レベル

の政策であり，一義的には全国レベルでその影響

を把握することが望ましい。一方で地域間におけ

る，年齢別世帯構成比，所得額，消費支出，さら

には交易パターンなどの違いにより，その影響は

地域間で一様ではない。本稿は介護保険制度の影

響を全国レベルで包括的に把握すると同時に地域

間での違いを考察することを目的としていること

2) 地域産業連関表を用いた介護保険制度に関する研究事例として，例えば伊藤・高橋（2000）がある。また高齢化
の進展がもたらす家計消費と政府支出への影響を産業連関表を用いて分析した研究として濱本・中谷（2007）が
ある。
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より，全国をいくつかの地域に分割した地域間産

業連関表を用いることにする。

公的に作成・公表されている地域間産業連関表

として，全国を9地域3)に分割した経済産業省の地

域間産業連関表がある。しかしこの地域区分では

単に人口や経済の規模が大きいだけでなく，北海

道と沖縄県を除けば単独の地方政府が管轄する地

域区分ではないことから，分析結果から地域特性

や政策提言を適切に導き出すことは困難である。

そこで本稿は全国を都道府県別に分割した47都道

府県間産業連関表（以下，「都道府県間表」と略

す）を用いる。都道府県間表は省庁などにより公

式に作成・公表されていないが，石川・宮城

（2004），萩原（2011），Hasegawa et al.（2015）など

いくつかの作成事例がある。このうちHasegawa

et al.（2015）で作成された表は，その論文の

Additional File と し て Journal of Economic

Structuresのウェブサイトより一般に公開されて

おり，本稿はHasegawa et al.（2015）により作成さ

れた都道府県間表を用いることにする。

Hasegawa et al.（2015）の都道府県間表は対象年

次が2005年で，日本のすべての都道府県である47

地域からなり，産業部門数は80部門である。表1

はその産業部門を示している。また図1は47都道

府県間産業連関表の構造を示した概略図である。

図1から分かるように，内生部門と最終需要部門

における取引が都道府県別に把握され，移出入は

内生的に取り扱われることになる。また海外取引

のうち，輸出は行方向で，すなわち販路の1つとし

て一括して計上されている一方で，輸入は列方向

3) この9地域は北海道，東北，関東，中部，近畿，中国，四国，九州，沖縄からなる。
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表1 47都道府県間産業連関表の産業分類

番号 部門名 番号 部門名 番号 部門名

1 農林水産業 28 陶磁器 55 その他の製造工業製品

2 金属鉱物 29 その他の窯業・土石製品 56 再生資源回収・加工処理

3 非金属鉱物 30 銑鉄・粗鋼 57 建築及び補修

4 石炭・原油・天然ガス 31 鋼材 58 公共事業

5 食料品・たばこ 32 鋳鍛造品 59 その他の土木建設

6 飲料 33 その他の鉄鋼製品 60 電力

7 繊維工業製品 34 非鉄金属製錬・精製 61 ガス・熱供給

8 衣服・その他の繊維既製品 35 非鉄金属加工製品 62 水道・廃棄物処理

9 製材・木製品 36 建設・建築用金属製品 63 商業

10 家具・装備品 37 その他の金属製品 64 金融・保険

11 パルプ・紙・板紙・加工紙 38 一般産業機械 65 不動産

12 紙加工品 39 特殊産業機械 66 住宅賃貸料（帰属家賃）

13 印刷・製版・製本 40 その他の一般機械器具及び部品 67 運輸

14 化学肥料 41 事務用・サービス用機器 68 通信

15 無機化学基礎製品 42 産業用電気機器 69 放送

16 石油化学基礎製品 43 電子応用装置・電気計測 70 情報サービス

17 有機化学工業製品（除石油化学基礎製品） 44 その他の電気機器 71 インターネット附随サービス

18 合成樹脂 45 民生用電気機器 72 映像・文字情報制作

19 化学繊維 46 通信機械・同関連機器 73 公務

20 化学最終製品（除医薬品） 47 電子計算機・同付属装置 74 教育・研究

21 医薬品 48 半導体素子・集積回路 75 医療・保健・社会保障・介護

22 石油製品 49 その他の電子部品 76 広告

23 石炭製品 50 乗用車 77 物品賃貸サービス

24 プラスチック製品 51 その他の自動車 78 その他の対事業所サービス

25 ゴム製品 52 自動車部品・同付属品 79 対個人サービス

26 ガラス・ガラス製品 53 その他の輸送機械 80 その他

27 セメント・セメント製品 54 精密機械
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に，投入という形で内生部門と最終需要部門のそ

れぞれで一括して計上されている。したがって，

この都道府県間表は，輸入品は内生部門と最終需

要部門から既に控除されている構造になってい

る。

この都道府県間表から展開される産業連関バラ

ンス式は（1）式の通りである。（1）式のx，A，f，

eはそれぞれ生産額ベクトル，投入係数行列，最終

需要ベクトル，輸出ベクトルを表している。（1）

式は行方向で生産額のバランス式を示している。

さらに（1）式を展開し（2）式のような産業連関

モデル式を導出する。

（1）

（2）

（2）式におけるは（I−A）−1レオンチェフ逆行列

であり，これに依存して外生的に与えられる最終

需要や輸出がもたらす経済波及効果が求まる。上

述したように輸入は元々の基本取引表において内

生部門と最終需要部門から控除されているので，

（1）式と（2）式においても含まれていない。した

がって（2）式のレオンチェフ逆行列は輸入品の影

響を取り除いた経済波及効果を示すことになり，

実質的には開放経済型逆行列である。

2 年齢階級別民間消費額の都道府県間交易マ

トリックスの作成

本稿は用いる都道府県間表の最終需要項目のう

ち，民間消費支出に関して年齢階級別に世帯単位

で分割することを試みる4)。その方法は表2のよう

な作業を通して行われる。

表2で示すように，まず2005年の家計調査年報

より得られる，全世帯を対象にした世帯主の年齢

階級別の品目別消費支出額（円/世帯・月）を，用

いる産業連関表の80産業分類に再配分する。その

際，家計調査年報が購入者価格であるのに対し，

産業連関表は生産者価格表示であるので，総務省

が公表する全国版の2005年産業連関表のデータを

用いて，消費支出額を購入者価格から生産者価格

へ変換する。そしてこの品目別消費額を12倍する

ことで，全国ベースの年齢階級別・世帯当たり年

間消費支出額を求める5)。

4) 家計調査年報の消費支出額を産業連関表の部門分類への再配分，および消費支出額の年齢階級別への分割の手
法は主に濱本・中谷（2007）を参考にした。

介護保険制度がもたらす地域間格差是正の可能性について 107
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次に，この全国ベースの年齢階級別・世帯当た

り年間消費支出額と，2005年の国勢調査より得ら

れる，各都道府県の世帯主年齢階級別の世帯数を

用いて，都道府県別・年齢階級別の年間消費支出

額を求める。なお世帯主年齢階級は表2に示すよ

うな7階級を作成した。

このようにして求めた都道府県別・年齢階級別

の年間消費支出額は，用いる都道府県間表の80産

業分類に案分されているが，交易比率に基づいて

各都道府県にさらに案分する必要がある。具体的

には，都道府県間表の80部門×47地域からなる民

間消費ベクトルの比率を用いて，都道府県別・年

齢階級別の年間消費支出額を産業別だけでなく，

都道府県別にも案分する。

このようにして導出した各都道府県の民間消費

ベクトルは年齢階級別に分類されていることか

ら，都道府県間交易マトリックスの形状になる。

この交易マトリックスは都道府県間表の民間消費

額における地域合計や産業合計の値に一致させる

ようにRAS法で調整することで，都道府県間表の

民間消費額との整合性が保たれることになる。

Ⅲ 家計行動の理論モデル

1 モデル設定

本稿では世代重複モデルを基本とした家計行動

モデルを構築する。このモデル経済では家計と政

府の2つの経済主体が存在する6)。

（1） 家計

家計における個人は1期目（若年期），2期目（壮

年期），3期目（老年期）の3期間生存する。若年期

は20〜39歳，壮年期は40歳〜64歳，老年期が65歳

〜79歳の期間を考えており，壮年期は介護保険の

第2号被保険者7)，老年期は第1号被保険者の期間

に対応する。

1期目における予算制約式を次のように考える。

c=1−εw−s （3）

5)総務省『平成17年家計調査年報（家計収支編）』，『平成17年国勢調査』，『平成17年産業連関表』を参照。
6) 本稿では企業の最適化行動を考慮しない。企業の最適化行動を考慮することによって，企業の労働需要関数，
資本ストックの需要関数を得ることができ，賃金率と利子率を内生的に決定することができるが，複雑になるた
め，本稿では賃金率と利子率を外生変数として仮定する。一般的に，小国開放経済を仮定することで，国内利子
率を外生的に与えられる世界利子率と同じとし，その結果，賃金率も世界利子率によって決められると設定する
論文は多く存在し，賃金率と利子率を外生変数と仮定することは一般的である。
7) 本稿で40〜64歳の壮年期に該当する，第二号被保険者は末期がんや脳血管疾患などの非常に限られた疾病に該
当し要介護認定を受けた者しか介護給付を受けることができない。したがって壮年期で介護給付を受ける確率は
極めて低く，マクロ経済に与える影響はほとんどないと考えられることから，本稿では第二号被保険者の介護保
険給付は考慮していない。

社 会 保 障 研 究 Vol. 4 No. 1108

表2 民間消費額を年齢階級別に分割するための作業工程

工程 作業内容

（1）
全国ベースの年齢階級別・世帯当
たり年間消費支出額の導出

家計調査年報の収支項目と産業連関表の部門分類の概念・定義・範囲を踏まえた上で，2005

年の家計調査年報で得られる世帯主の年齢階級別の品目別消費支出額を産業連表の部門分類
に再配分する。

（2）

都道府県別・年齢階級別の年間消
費支出額の導出

各年齢階級別に
（全国ベースの年齢階級別・世帯当たり消費支出額）×（県別の年齢階級別・世帯数）
を計算することで求める。なお年齢階級は世帯主年齢を基準に29歳以下，30〜39歳，40〜49

歳，50〜59歳，60〜64歳，65〜69歳，70歳以上の7階級に分割する。

（3）
都道府県別・年齢階級別の年間消
費支出額の交易比率による案分

都道府県間表の対応する地域の民間消費ベクトルの比率を用いて，民間消費額を自給分と各
地域からの移入分に案分する。

（4）
都道府県間表における民間消費
額との調整

年齢階級別の民間消費額を初期マトリックスとして，都道府県間表の民間消費額における地
域合計や産業合計の値をコントロール・トータルとしてRAS法で調整することで，都道府県間
表の民間消費額との整合性を保持する。
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ただし，w:1期目の賃金，s:1期目の貯蓄，ε：厚生

年金保険料率，c:1期目の消費である。なお，こ

こでは余暇と労働の選択問題は考慮せず，1期で

は1単位の労働供給を行うと仮定する。

次に2期目における予算制約式を次のように考

える。

c=1−τ−εw+1+rs−s （4）

ただし，w:2期目の賃金，r:1期目の貯蓄に対する

利子率，s:2期目の貯蓄，τ：第2号被保険者の介護

保険料率，c:2期目の消費である。なお1期と同様

に2期でも1単位の労働供給を行うと仮定する。

次に3期目における予算制約式を考える。ただ

し，3期目においては介護状態になる場合となら

ない場合の2つの状態が存在し，介護状態になら

ない場合の3期目の予算制約式は次の通りである。

c
=z+1+rs−T （5）

ただし，z：年金給付，r：2期目の貯蓄に対する利

子率，T：第1号被保険者の介護保険料，c
：介護

状態にならない場合の3期目の消費である。

一方，介護状態になる場合の3期目の予算制約

式は次の通りである。

c
=z+1+rs−T−1−θσ （6）

ただし，θ：介護給付率，σ：介護費用，c
：介護状

態になる場合の3期目の消費である。老年期にお

いて介護状態になるかどうかは事前には分からな

いと仮定する。老年期になった時点で介護状態に

なるかどうかが決定される。従って，個人は介護

状態に関して不確実性が存在することとなる。

個人の効用関数についてであるが，次のような

対数効用関数を仮定する。

u=ln c+αlnc+pβlnc
+1−pβlnc

 （7）

α，βはそれぞれ正の値をとるパラメータであ

る。pは介護状態にならない確率，一方，1−pは介

護状態となる確率である（0<p<1）。個人は予算

制約（3）〜（6）式の制約の下で（7）式の期待効

用を最大化するように s, sを決める。sは次の

式を満たすように決まる。

1
1−εw−s

=
α1+r

1−τ−εw+1+rs−s
（8）

sは次の式を満たすように決まる。

1
1−τ−εw+1+rs−s

=
pβ1+r

z+1+rs−T
+

1−pβ1+r
z+1+rs−T−1−θσ

（9）

（8）式と（9）式を満たすように1期目の貯蓄 s，

2期目の貯蓄 sが決定される。さらに，それらの

貯蓄が決定されることによって，1期目の消費 c，

2期目の消費 cが決定され，さらに3期目に介護

状態になるか否かが決まることで3期目の消費 c


または c
が決定されることとなる。

（2） 政府

政府は壮年世代と老年世代から介護保険料を徴

収し，介護保険給付を行う。壮年世代と老年世代

の人口比率をnとし，均衡予算で介護保険を運営

すると仮定すると，予算制約式は次のように示さ

れる。

1−pθσ=nτw+T （10）

また，政府は厚生年金の運営も行っている。実

際の公的年金の運営は，保険料収入に加え年金積

立金の取り崩し分も年金給付に充てている状況で

あり，均衡予算で運営されていない。本稿でも厚

生年金については均衡予算を仮定しない。

2 介護保険と貯蓄の関係

（8）を元にして介護保険料率 τが増加した場合

を考える。介護保険料率 τが増加した場合，（8）

式の右辺は増加する。すなわち，sを増やすこと

介護保険制度がもたらす地域間格差是正の可能性について 109
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により cが追加的に増えることを通じて効用の

増加が大きくなる。従って，この場合，家計は s

を増やす行動をとることになり，介護保険料率の

増加は若年期の貯蓄を増やす効果をもつこととな

る。

次に，（9）を元にして介護保険料率 τが増加し

た場合を考える。その前に，（10）を（9）に代入

すると次の式を得る。

1
1−τ−εw+1+rs−s

=
pβ1+r

z+1+rs−T

+
1−pβ1+r

z+1+rs−T−σ+
nτw+T

1−p

（11）

ここで，介護保険料率 τが増加した場合に注目

する。このとき，左辺は増加する一方で，右辺は

減少する。左辺は sを1単位増やすことにより，

cが減ることによる限界損失，右辺は sを1単位

増やすことにより，c
または c

が増えることに

よる限界効用を示す。この場合，限界損失が上回

ることで，家計は sを減らす行動をとることとな

る。

また，65歳以上の高齢者が負担する介護保険料

T が増加した場合も考える。T が増加すると

（11）の右辺の第1項目は増加するものの，第2項目

は減少する。第1項目は c
の限界効用，第2項目

は c
の限界効用である。もし，第1項目の効果の

方が大きい場合，右辺は増加することとなるた

め，家計は sを増やす行動をとることとなる。一

方で，第2項目の効果の方が大きい場合，右辺は減

少することとなるため，家計は sを減らす行動を

とることとなる8)。

以上は理論モデルの解析的な性質の説明であ

る。以下では，具体的な数値を求めるための数値

計算を行う。

3 数値計算

安岡（2016），安岡（2017）に基づいて数値を設

定する9)。p＝0.821とする。内閣府（2018）によれ

ば，第1号被保険者のうち，2015年度末で要介護者

の割合は17.9％である。したがってp=0.821と設定

する。

1+r=1.22019，1+r=1.282432とする。内閣府

（2017）における日本の長期経済統計を見ると，近

年の日本の長期金利は年率1％程度となっている。

1+rは20年の複利計算，1+rは25年の複利計算

で求めた。

w=233.565625，w=307.4125とした。厚生労働

省（2016）と総務省統計局（2018）に基づき，推

計した。wは年齢別の正規社員と非正規社員の

20〜39歳までの年齢別賃金を合計して平均を出

し，非正規雇用比率が2015年には37.5％であるこ

とから，その値を用いて加重平均を出した。w

も同様であり，40〜64歳までのデータを使って同

様に求めた。

σ=189.36とした。厚生労働省（2017b）によれ

ば，2015年4月審査分の受給者1人当たり費用額は

15.78万円となっている。これに12をかけて1年分

とすることで，1年あたりの介護費用を出した。

ε=0.0915とした。厚生年金の保険料率は

18.3％であるが，労働者負担分は半分となり

9.15％である。

z=123.3576とした。日本年金機構（2016）によ

8) この説明は，壮年期において老年期に負担する介護保険料の負担が増加した場合である。壮年期において負担
の増加が起きたため，貯蓄 sを変化させることで，効用最大化行動を行っている。もし，老年期の時点で T が増
加した場合，介護状態にならない場合の高齢者の消費は減り，介護状態になる場合の高齢者の消費は増えること
となる。
9) 用いる産業連関表の年次が2005年であることを踏まえれば，パラメータの数値の設定も2005年のデータを用い
ることが原則である。しかし2000年4月から導入された介護保険制度は2005年時点ではまだあまり普及しておら
ず介護保険制度がマクロ経済に与える影響が十分ではないと考え，より近年のデータを用いることにした。具体
的には人口に関するデータを用いるので国勢調査の最新調査年である2015年を基準としてデータの年次を選んで
いる。

社 会 保 障 研 究 Vol. 4 No. 1110



0301_社会保障研究_【長谷川・安岡】_PK.smd  Page 8 19/06/12 16:31  v3.40

れば，厚生年金の平均月額は10.2798万円であり，

これを1年で表すために12をかけて求めた。

第1号被保険者の保険料は次のように設定した。

T=
0.22
0.5

θσ1−p （11）

第2号被保険者の保険料率は次のように設定し

た。

τ=
0.28
0.5

θσ1−p
N

N

1
w

（12）

n=
N

N

であり，Nは壮年世代の人口，Nは老

年世代の人口である。

なお，厚生労働省（2017a）や厚生労働省ウェブ

サイトによると，2015年度の第一号被保険者は

3382万人であり，2014年度の第二号被保険者は

4220万人である。実際の介護保険財政では，保険

料部分は50％，税負担部分は50％を占め，保険料

部分のうち，22％が第1号被保険者，28％が第2号

被保険者となっており，上記の通り設定した。な

お，税金部分についてはどの世代のどの程度負担

があるのかが明確ではないため，税負担額は保険

料負担比率に基づき，壮年世代と老年世代で負担

しているものと考えている。

また，α，βについては，若年世代が20年，壮

年世代を25年，老年世代を15年と考えていること

により，α=1.25，β=0.75とする。

以上よりパラメータの設定をまとめると次のよ

うになる。

Ⅳ 分析結果

1 理論モデルの数値分析結果

最初にⅢ節で展開した家計行動の理論モデルに

基づく数値計算の結果を考察する。

現在の日本では，介護保険給付率（θ）は0.9で

あり，この状態から，給付率をさらに上げた場合

と下げた場合として，それぞれθ＝1.0，0.8の場

合の数値計算を行った。表4はその結果を示して

いる。

介護保険の給付を充実させる，つまりθを0.9

から1.0へ引き上げることで，c
は8.53％増加す

る。これは介護状態になっても介護費用を払う必

要がなくなったため，その費用が浮いた分，消費

に回していると考えられる。また，c
は1.82％の

減少である。これは税・保険料負担が増加するこ

とによる消費の減少に加えて，介護保険が充実し

たことにより，老年期に備えのための貯蓄をし，

結果的に介護状態にならなかったので，消費に振

り分ける行動がなくなるからである。

そして，cと cはわずかではあるが，0.03％上

昇している。これは，介護保険が充実したことに

より，予備的貯蓄の動機が失われ，その分，消費

に回す分を増やすことができたためと考えられ

る。もちろん，介護保険の充実は税・保険料負担

が増加して，それが消費を低下させる効果がある

ものの，それ以上に予備的貯蓄の減少による消費

増加の効果が大きいといえる。

なお，逆に介護給付率（θ）を0.9から0.8へ引き

下げた場合はおおむね上述とは逆の状態になるこ

とが分かる。そして効用は介護給付率を0.9から

引き上げると増加し，引き下げると減少してい

る。これは介護給付率の上昇（低下）は各世代を

合わせた総消費を増加（減少）させることを反映

していると考えられる。

2 介護保険制度拡充による波及効果分析

次に表4の結果の一部を利用して，介護保険制

度の拡充による経済波及効果を検証する。ここで

は介護保険制度の拡充として，介護保険給付率が

介護保険制度がもたらす地域間格差是正の可能性について 111

表3 パラメータの設定

1+r=1.22019 1+r=1.282432

p=0.821 w=233.565625

w=307.4125 σ=189.36

ε=0.0915 z=123.3576

α=1.25 β=0.75
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現状の9割から10割に上昇したときの影響を考察

する。つまり表4より得られる，θが0.9から1.0に

変化したときの各世代の消費の変化率（c，c，

c
，c

の 変 化 率 は そ れ ぞ れ 0.03％，0.03％，

−1.82％，8.53％）を用いて，各都道府県の各世代

の民間消費額の増減により発生する生産誘発額お

よび粗付加価値誘発額をⅡ節で説明した都道府県

間表により計測する。

具体的には，各世代の消費の変化率で，各都道

府県の各世代の民間消費の総額が変化すると仮定

する。その総額の変化額に，該当する年齢階級別

の民間消費ベクトルを乗じることで生産誘発額を

計測する。さらに計測された生産誘発額に，都道

府県間表より導出される都道府県別・産業別の粗

付加価値係数を乗じることで粗付加価値誘発額も

計測する。

したがって，本稿の産業連関分析では，介護給

付率の上昇による介護需要の増加だけでなく，ほ

かのすべての品目の消費支出の影響が考慮される

ことになる。その際，各世代の消費の変化率は都

道府県間で同じであり，地域間交易比率や品目別

消費比率は変化しないと仮定されることになり，

一定の課題を抱えているものの，介護サービスだ

けでなくすべての産業への影響を包括的にとらえ

ることが可能となる。

なお本稿は世代重複モデルにおける3期間は，

産業連関分析において，若年期は29歳以下と

30〜39歳の2階級，壮年期は40〜49歳，50〜59歳，

60〜64歳の3階級，老年期は65〜69歳と70歳以上

の2階級を当てはめる。これらの年齢階級を順に

若年世帯，壮年世帯，老年世帯と呼ぶことにする。

都道府県間表により計測された生産誘発額は産

業別だけでなく都道府県別にもその取引関係が把

握できる。表5は計測された生産誘発額と粗付加

社 会 保 障 研 究 Vol. 4 No. 1112

表4 介護給付率と効用・消費の変化率

介護給付率（θ） 効用（u）

消費

若年期（c1） 壮年期（c2） 老年期（非介護給付者）（c
）老年期（介護給付者）（c

）

0.8 -0.000095 -0.001141 -0.001141 0.020710 -0.082617

0.9 0 0 0 0 0

1.0 0.000021 0.000302 0.000302 -0.018239 0.085348

表5 生産誘発額および粗付加価値誘発額の変化額

（百万円）
1 2 3 4 47

北海道 青森 岩手 宮城 沖縄
（A） 3589 16 16 38 12 5325

（B） 2256 8 8 20 6 3109

（A） 14 651 3 8 3 1033

（B） 7 427 2 4 1 617

（A） 16 4 700 9 3 1129

（B） 8 2 473 4 1 678

（A） 37 8 9 1385 6 2266

（B） 18 4 4 897 3 1318

… …… … … … …

…

3 岩手 …

4 宮城 …

2 青森 …

…
合計

（生産ベース）

1 北海道 …

（A） 7 2 1 4 649 828

（B） 3 1 1 2 394 484

（A） 5611 1114 1180 2412 1004 126130

（B） 3195 642 694 1393 556 72369

… …

47 沖縄 …

合計
（消費ベース）

…

… … … … …

…

各地域で発生する誘発額

各
地
域
が
発
生
さ
せ
る
誘
発
額

注：（A）は介護保険給付率の上昇がもたらす生産誘発額，（B）はそれがもたらす粗付加価値誘発額を表す。
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価値誘発額について，産業部門を集計して1部門

として都道府県単位で示している。ただし全都道

府県で示すことは煩雑になるので一部のみを示し

ている。表5では，介護給付率が上昇した際に，あ

る地域の民間消費が各地域にもたらす誘発額を列

方向，および各地域の民間消費によりある地域で

発生する誘発額を行方向で示すことで，都道府県

間のマトリックス形式で表示している。したがっ

て，列和はある1地域が発生させる誘発額の合計

（消費ベース合計），行和はある1地域内で発生す

る誘発額の合計（生産ベース合計）を意味する。

以下，本稿は表5の行和で示されている生産

ベース合計の誘発額に注目し分析結果を考察す

る。生産ベース合計の値は，全国一律の介護給付

率の上昇がもたらす，各都道府県内で発生する誘

発額を意味する。その中の粗付加価値誘発額は域

内総生産（GRP）の変化額であり，その全国の集

計値は国内総生産（GDP）の変化額と見なすこと

ができる。

表6は，介護給付率の上昇がもたらす，全国レベ

ルの民間消費額と国内総生産の変化額を示してい

る。GDPに注目すると若年世帯と壮年世帯の消

費増の効果により，それぞれ171億円，388億円上

昇していることが分かる。また老年世帯の影響

は，保険給付者は消費を増やす反面，非保険給付

者は消費を減らすが，合わせた効果は消費の増加

をもたらしGDPを165億円上昇させている。全体

の効果としてGDPが724億円，民間消費額が838億

円上昇する結果となっている。GDPの上昇額が

民間消費額より小さい理由は，民間消費の一部は

輸入品が含まれているからであり，国産品による

国内の生産波及で生み出されるGDPは民間消費

額の上昇額よりも小さくなっていると解釈でき

る。

表7は，表5における生産ベース合計の付加価値

誘発額を現状の域内総生産（GRP）の上昇率とし

て示している。全世帯の効果による上昇率に加え

て，若年世帯，壮年世帯，老年世帯のそれぞれの

効果による上昇率も示されている。なお域内総生

産は都道府県間表における各都道府県の粗付加価

値額の合計を用いている。

全世帯の効果を見ると，最も上昇率の低い富山

県の0.0118％から最も高い北海道の0.0163％ま

で，都道府県間で1.3843倍の差がある。しかし世

帯別の上昇率に注目すれば，若年世帯と老年世帯

において，それぞれ1.8421倍，1.6591倍の差があ

り，これらの世帯の消費増がもたらす域内総生産

を増加させる効果は都道府県間で大きく異なるこ

とが分かる。

若年世帯の効果において最も大きな上昇率は東

京都の0.0042％であり，以下，0.0042％（神奈川

県），0.0038％（北 海 道），0.0038％（京 都 府），

0.0038％（宮城県），0.0038％（千葉県），0.0037％

（埼玉県）と続いている。このような状況を踏ま

えると，相対的に若年世代が多く高齢化率の低い

都市部においては，介護保険給付率の上昇による

域内総生産の増加は若年世帯の消費増の効果が相

対的に大きいことが窺える。

一方，老年世帯の効果において最も大きな上昇

率は鹿児島県の0.0042％であり，以下，0.0041％

（高知県），0.0041％（秋田県），0.0038％（山形県），

0.038％（熊本県），0.0038％（鳥取県），0.0038％

（和歌山県）と続いている。このような状況を踏

まえると，域内総生産の増加における老年世帯の

効果は，若年世帯とは対照的に，おおむね高齢化

率の高い過疎地域において相対的に大きくなるこ

とが窺える。

都道府県別の粗付加価値誘発額に関して，さら

にローレンツ曲線とジニ係数を用いて考察する。

図2は，表5で示される生産ベース合計の粗付加価

介護保険制度がもたらす地域間格差是正の可能性について 113

表6 GDPと民間消費額の変化額の全国集計 （百万円）

若年世帯（〜39歳）
の消費増の効果

壮年世帯（40〜64歳）
の消費増の効果

老年世帯（65歳〜）の効果 合計

保険給付者 非保険給付者

GDP 17135 38769 831187 -814722 72369

民間消費額 19827 44870 964855 -945742 83811
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値誘発額を3世帯別に分割し，都道府県間でロー

レンツ曲線を描いたグラフである。グラフの横軸

は，誘発額の値で昇順に並べた都道府県であり，

縦軸は各都道府県の誘発額を累積比で測ってい

る。図中の右上がりの直線は45度線であり，ロー

レンツ曲線が45度線に近づくほど誘発額の都道府

県間の差が小さくなり，逆に45度線から遠ざかる

ほどその差が大きくなる。

表8は，図2におけるローレンツ曲線から求めら

れるジニ係数に加えて，全世帯がもたらす粗付加

価値誘発額および現状の域内総生産について同様

の方法で導出したジニ係数も示している。ジニ係

数は0から1の値を取り，数値が大きくなるほど地

域間の格差が大きくなる。表8より域内総生産の

ジニ係数が0.495であるの対し，全世帯が0.513で

ある。このことは介護保険給付率の上昇は各地域

の域内総生産を増加させるが，地域間で差があ

り，現状の域内総生産の地域間格差よりも大きい

ことを意味している。

さらに世帯別のジニ係数に注目すると，若年世

帯が0.559と最も高く，老年世帯が0.477と最も小

さい。このことは若年世帯の効果は現状の地域間

格差よりもはるかに大きく特定の地域により集中

する一方で，老年世帯の効果はより均等に多くの

地域にもたらされることを示している。表7の結

社 会 保 障 研 究 Vol. 4 No. 1114

表7 各世帯の消費増がもたらす域内総生産の上昇率

（億円） （％）
域内総生産
（GRP）

若年世帯 壮年世帯 老年世帯 全世帯

1 北海道 190626 0.0038 0.0087 0.0037 0.0163

2 青森 43927 0.0027 0.0078 0.0035 0.0140

3 岩手 46482 0.0029 0.0080 0.0037 0.0146

4 宮城 84776 0.0038 0.0084 0.0034 0.0155

5 秋田 35280 0.0024 0.0076 0.0041 0.0141

6 山形 39433 0.0025 0.0074 0.0038 0.0137

7 福島 80572 0.0030 0.0079 0.0034 0.0143

8 茨城 119807 0.0028 0.0074 0.0029 0.0131

9 栃木 81531 0.0026 0.0067 0.0026 0.0119

10 群馬 74860 0.0029 0.0073 0.0032 0.0134

11 埼玉 203713 0.0037 0.0088 0.0032 0.0157

12 千葉 195319 0.0038 0.0085 0.0032 0.0155

13 東京 778489 0.0042 0.0079 0.0033 0.0154

14 神奈川 309801 0.0042 0.0084 0.0032 0.0157

15 新潟 92849 0.0027 0.0076 0.0037 0.0140

16 富山 48318 0.0023 0.0064 0.0031 0.0118

17 石川 44808 0.0030 0.0069 0.0029 0.0128

18 福井 33516 0.0026 0.0069 0.0033 0.0128

19 山梨 33517 0.0026 0.0065 0.0029 0.0120

20 長野 87329 0.0030 0.0074 0.0036 0.0141

21 岐阜 74017 0.0027 0.0072 0.0032 0.0132

22 静岡 160258 0.0031 0.0077 0.0033 0.0142

23 愛知 361629 0.0031 0.0066 0.0026 0.0122

24 三重 78616 0.0028 0.0070 0.0031 0.0129

25 滋賀 60338 0.0031 0.0071 0.0028 0.0129

26 京都 93248 0.0038 0.0083 0.0036 0.0157

27 大阪 389299 0.0036 0.0078 0.0033 0.0146

28 兵庫 185442 0.0032 0.0077 0.0033 0.0141

29 奈良 37342 0.0031 0.0085 0.0035 0.0151

30 和歌山 35249 0.0026 0.0075 0.0038 0.0139

31 鳥取 20373 0.0029 0.0080 0.0038 0.0147

32 島根 25382 0.0024 0.0069 0.0037 0.0131

33 岡山 78276 0.0030 0.0072 0.0034 0.0135

34 広島 122949 0.0031 0.0070 0.0031 0.0133

35 山口 59920 0.0024 0.0064 0.0034 0.0122

36 徳島 28384 0.0027 0.0071 0.0034 0.0133

37 香川 37149 0.0029 0.0074 0.0035 0.0137

38 愛媛 49885 0.0029 0.0074 0.0035 0.0138

39 高知 21939 0.0028 0.0077 0.0041 0.0146

40 福岡 188141 0.0037 0.0080 0.0034 0.0150

41 佐賀 27921 0.0026 0.0074 0.0036 0.0135

42 長崎 42518 0.0027 0.0076 0.0037 0.0140

43 熊本 56038 0.0029 0.0078 0.0038 0.0146

44 大分 48151 0.0027 0.0068 0.0032 0.0127

45 宮崎 36291 0.0031 0.0077 0.0037 0.0145

46 鹿児島 55418 0.0032 0.0080 0.0042 0.0154

47 沖縄 32460 0.0037 0.0081 0.0031 0.0149

48 合計 5031582 0.0034 0.0077 0.0033 0.0144

最大値／最小値 1.8421 1.3843 1.6591 1.3843

注：網掛けの数値は各世帯における最大値または最小値を表す。
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図2 各世帯がもたらす粗付加価値誘発額の都道府県

間のローレンツ曲線
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果も踏まえれば，前者の効果は若年世代の多い都

市部を中心に特定の地域に集中する一方で，後者

の効果は高齢化率の高い過疎地域を中心により均

等にもたらされることが予想される。

Ⅴ おわりに

本稿は介護保険制度の拡充がもたらす地域経済

への影響に注目し，介護保険給付率の上昇の効果

について理論と実証の両面で分析を行った。

理論分析において，現実の日本のデータを用い

てパラメータを設定し，介護保険制度が家計の消

費，貯蓄行動にどのような影響を与えるかを3期

間の世代重複モデルを元にした数値計算で明らか

にした。分析の結果として，介護保険の介護給付

率を引き上げること，言い換えれば介護保険の自

己負担を引き下げる政策は経済全体の総消費を引

き上げることが分かった。これは，介護保険の負

担が大きくなることによって家計の可処分所得が

減る効果よりも，介護保険の自己負担が軽減され

ることによる消費増の効果，および予備的貯蓄の

動機が小さくなり消費を増やすというリスクプー

ル効果の方が大きいことを示している。

また，実証分析においては，都道府県間産業連

関表を用いて，介護保険給付率の上昇による世代

別・都道府県別の消費額の変化がもたらす経済波

及効果を検証した。

分析結果より，介護保険給付率の引き上げによ

り全国の民間消費は838億円増加し，その結果

GDPを724億円増加させることが分かった。

本稿はさらにGDPの増加を都道府県別および

世帯別に検証した。域内総生産の上昇率は都道府

県間で1.3843倍の差があったが，世帯別の効果で

は，若年世帯と老年世帯において，それぞれ

1.8421倍，1.6591倍の差があり，これらの世帯の

消費増がもたらす域内総生産を増加させる効果は

地域間で大きく異なることが明らかとなった。ま

たこのような地域間の差をローレンツ曲線やジニ

係数を用いて分析した結果，若年世帯の効果は現

状の地域間格差よりもはるかに大きく若年世代の

多い都市部を中心とした特定の地域により集中す

る一方で，老年世帯の効果は高齢化率の高い過疎

地域を中心により均等にもたらされることを推測

するに至った。

本稿の分析結果より，介護保険制度拡充の影響

は以下のように考察できる。介護保険給付率の引

き上げは消費やGDPを増加させるものの地域間

格差を若干拡大させる傾向がある。特に若年世帯

の効果はその傾向が顕著である反面，対照的に老

齢世帯の効果は地域間格差を縮小させる傾向を

もっている。今後ますます高齢化が進展する状況

においては，前者の効果は小さくなり後者は大き

くなるような傾向が見込まれるが，この傾向は介

護保険給付率の引き上げによる老年世帯の消費増

が都市部と過疎地域の所得格差を是正する可能性

があることを示唆している。

しかし現状では，介護保険制度の財政は少子高

齢化の進展により厳しさを増す一方であり，介護

給付率は引き下げ基調である。本稿は介護給付率

の引き上げの効果を検証したが，理論モデルにお

いて政府は保険料と租税により介護保険給付をす

ることが仮定されており，介護給付率を引き上げ

ても均衡財政が維持されることを前提としてい

る。その上で，介護給付率の引き上げは一国全体

として消費を増加させ，高齢者世代の消費増が地

域間格差を縮小させることが示されていることを

踏まえれば，介護給付率の引き上げも検討の余地

があるのではないか。また本稿では考慮しなかっ

た，介護保険制度がもたらす家族介護者の離職を

防ぐ効果も考慮することにより，介護保険制度の

拡充の有効性がより高まると考えられる。

今後の課題として，現実の介護保険制度により

適用するように分析モデルを精緻化する必要があ

る。本稿の理論モデルは全国レベル，産業連関分

介護保険制度がもたらす地域間格差是正の可能性について 115

表8 各世帯がもたらす粗付加価値誘発額およびGRPの都道府県間のジニ係数

域内総生産（GRP） 全世帯 若年世帯 壮年世帯 老年世帯

0.495 0.513 0.559 0.508 0.477
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析は都道府県レベルの分析であるが，これは現状

の保険料水準を全国平均に基準化した上で介護給

付率の引き上げによる各都道府県の影響を検証し

ていることから，1つの規範的なケースの分析と

見なすことができる。一方で日本の介護保険制度

は基本的に市区町村別の保険料の設定になってい

ることを踏まえると，今後は理論モデルにおける

各パラメータを市町村別に導出することなどによ

り，市町村レベルの影響にまで分析を展開させる

必要がある。

さらに介護保険制度の消費に与える影響につい

てさらなる包括的な検証も求められる。そのよう

な影響のうち，本稿で検証した効果に加えて，上

述した介護保険制度による家族介護者の離職を防

ぐ効果が挙げられる。つまり介護保険制度の拡充

で家族介護者が介護から解放されることで，就業

する機会を得て所得を増やすことで消費の増加を

もたらす効果である。介護保険制度がもたらす地

域経済への影響をより詳細に検証するためには，

このような効果も今後分析していく必要がある。

このような課題をさらに検討していくことで，

人口減少や高齢化が進展する将来を見据えた上

で，介護だけでなく，地域格差の是正や経済活性

化にも資するような介護保険制度の制度設計を提

言していくことが可能となる。

（平成30年7月投稿受理）

（平成30年12月採用決定）
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Abstract

Long-term care insurance in Japan affects the macroeconomy through many mechanisms. An

increase in taxes and insurance premiums from long-term care decreases aggregate consumption because of

decreased household disposable income. However, long-term care has positive effects on aggregate

consumption because of a decrease in precautionary saving caused by a decrease in the risk of long-term care.

This paper presents an examination of these effects, develops a theoretical model for household consumption,

and assesses numerical examples of macroeconomic effects with parameters that are consistent with data of

Japan. Furthermore, economic ripple effects brought about by household consumption are calculated using a

multi-prefectural input-output table to examine how long-term care insurance affects household consumption

and economic ripple effects at the regional level and at the national level. Results imply that long-term care

insurance expansion increases household consumption at the national level and alleviates economic disparities

among prefectures.

Keywords：Long-Term Care Insurance, Overlapping Generations Model, Multi-Prefectural Input-Output

Analysis, Gini Coefficient


