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はじめに

　財政危機が喧伝され始めて１０年が経つ。

　時の政府（村山内閣，武村蔵相）が「財政危機宣

言」を発したのは１９９５年１１月のことであった。そ

して，この宣言を受ける形で，財政制度審議会

（豊田章一郎会長）が「財政構造改革を考える―

明るい未来を子どもたちのために―」なる報告

書をとりまとめ（９６年７月），早期に財政を健全

化すべしという答申を政府（橋本内閣，三塚蔵

相）に提出した（９６年１２月）。以降，橋本内閣の下

で，「財政構造改革会議」の設置（９７年１月），消費

税率の引き上げ等を織り込んだ財政再建型９７年

度予算の編成（成立・９７年３月），９８年度以降２００３

年度までの政府予算に財政再建の視点からの枠

をはめる「財政構造改革法」の立案（国会可決・９７

年１１月）と，具体的な施策が展開されていく。

　こうした一連の動きを振り返ってみると，財

政赤字の拡大を前に当時の政府がいかに危機感

にとらわれていたか，その解消に向けていかに

遮二無二施策を展開していたか，その有様が如

実に見えてくる。「このままでは国が滅ぶ」１）と

の強い危機意識が政府を突き動かしていたので

ある。

　それからおよそ１０年。

　財政赤字はどう変化したか。「危機宣言」が発

せられた１９９５，９６年頃の財政赤字の状況を国債

残高で見ると，９５年度末が２２５兆円，９６年度末が

２４５兆円である。それが，２００４年度末には５０５兆

円となり，２００５年度末には５３８兆円に達する（財

務省見通し）という。「危機」が言われ，「破綻」と

すら表現された９５，９６年当時に比べ，国債残高

は２倍以上に膨らんでいる。１０年前が「危機」で

あり「破綻」であるとしたら，現状はどう表現し

たらいいのであるか？

　にもかかわらず，である。財政赤字は，「高金

利，クラウディング・アウト，為替の下落，輸

入インフレといった弊害をもたらす」，そうした

弊害が「生ずる時代が目の前に来ている」２）と言

われていたにもかかわらず，その弊害はいまだ

に現実のものとしては表われていない。なぜで

あるのか？

　筆者は１０年前の状況の下で，「財政危機は誇大

宣伝である」と論じ，「財政赤字の弊害は現実化

しない」と主張した。「財政赤字を冷静な目で眺

めれば，それは，十分な時間をかけ，何をどう

改めていけばいいのか。慎重に検討すべき問題

である」とも述べた。３）

　そのように論じ，主張した根拠については本

論の中でも再び述べる予定であるが，ともあれ，

結果から見れば，「財政危機を誇大化し，危機の

克服を第１の課題として財政再建最優先政策を

展開することは，日本の経済社会を歪んだもの

とし，『本物の危機』をもたらす路線である」３）と

論じたことは正鵠を射ていたように思われる。

ことを国債残高に限って見ても，橋本内閣の財

政再建政策採用（１９９７年度）以降，２００５年度末ま

での９年間の増加額は２９３兆円（９６年度末比２００５

年度末見込み）に達している。「財政改革元年」以
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前の９年間（８７年度末比９６年度末）の増加額は９３

兆円（１５２兆円→２４５兆円）であったから，「改革」

実施後の国債残高の増加はそれ以前の３倍に

なったということである。「偽りの危機」が誇大

宣伝され，結果として「本物の危機」を招いてし

まった，ということであろう。

　本稿の課題は，さて，そのように悪化した現

状の下で，財政赤字をどう捉えるか，その弊害

についてどう見るか，問題の解決をどの方向に

見出すべきか，などについて考えることである。

以下，順にみていくことにしよう。

１　財政赤字をどう捉えるか

（１）財政部門のバランス・シートで捉える

　財政赤字を何で捉えるべきか。

　政府（財務省，旧大蔵省）が９０年代から引き続

き行っている方法は，もっぱら国債残高でこれ

を見る，という方法である。いま，「我が国の財

政事情について」と題された財務省主計局作成

の２００５年度予算関連資料を見ると，そこに示さ

れた１０余りの図表の中で，最も目を引くのは「公

債残高の累増」と題された図である。１９６０年から

２００５年まで，各年度末の国債残高が階段状に示

された図で，２００５年度末残高５３８.４兆円のところ

には，「一般会計税収の約１２年分に相当」という

吹き出しが付けられている。また，白地部分に

「参考」として「国民１人当たり約４２２万円，４人家

族で約１,６８７万円」「勤労者世帯の平均年間可処

分所得約５２９万円」と付記されている。

　これだけの借金を払い切るには，１２年余の税

収をまるまるそれに当てねばなりません，勤労

者世帯について言えば，３年分の年収をまるま

るそれに当てねばなりません，と言外に主張し

ているわけで，国債残高がいかに巨額に達して

いるか，広く一般に理解してもらおうとの主旨

と見受けられる。

　ここに引かれている数字自体に誤りはないし，

１２年分，あるいは３年分という計算もまちがっ

てはいない。まちがってはいないが，しかし，

これは一面的で，誤解を生みやすい図であり，

注釈である。一面的であるというのは，この図

が国の負債のみを示して資産を示していないか

らである。企業経営に引き付けて言えば，債務

残高（あるいは銀行借入残高）のみをあげつらっ

て，その保有する資産などに全く触れていない

ということである。誤解を生みやすいというの

は，国債残高はゼロにしなければいけないとい

う暗黙の前提のうちに計算がなされている，と

いうことである。これも企業経営に引き付けて

言えば，銀行借入ゼロの経営を目指すべきであ

るという前提に立って論を出発させている，と

いうことである。

　企業の財務状況を判断するについては，負債

の側だけでなく資産の側も見なければならない。

また，企業経営が銀行借入ゼロを目指すべきだ

と断言するのは乱暴に過ぎる。ことは，財政赤

字を判断するについても同様である。財政赤字

を捉えるについては，政府部門の資産・負債全

体の中でこれを見なければならない，というこ

とである。

　「国民経済計算年報」によって，政府の資産・

負債の状況を見よう（図表１）。

　図表１に示す政府とは，国と地方自治体とを

合算したものである。その最新の数値（２００３年

末）について見ると，日本の政府部門は４４１兆円
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の金融資産，３３１兆円の固定資産，１２８兆円の土

地を保有している。資産合計９００兆円である。対

して，負債合計は８２０兆円であり，国債残高も当

然ここに含まれている。負債合計と国債残高と

の差は借入金，地方債などである。見られるよ

うに，負債よりも資産の方が多く，資産から負

債を引いた８０兆円の正味資産を有している，と

いうのが政府の現在（２００３年末）の姿である。

　こうして見ると，先に引いた財務省の「公債残

高の累増」の図に付されていた説明の一面性が

明らかになる。国民１人当たり約４２２万円の国債

残高というのは誤りではないが，それを言うな

ら，同時に，政府の保有する資産は国民１人当

たりにして７５０万円ということも言うべきであ

る，あるいは，政府の正味資産は国民１人当たり

にしておよそ７０万円である，と言うべきである。

　また，この図から見ると，政府の負債につい

ては資産の十分な裏付けがある，ということも

わかる。負債については，必ずしも急いで返済

をする必要があるわけではない，ましてその残

高をゼロにすべきというものでもない，という

ことである。

　なお，国債による資金調達については，「子ど

もたちに借金を残すことになるからよくない」
２）ということがしばしば言われる。しかし，こ

の発言もこの図によって修正されるべきことが

判る。現行世代は，たしかにその子どもたちに

膨大な借金を残すことになるが，同時に，それ

を上回る資産をも残す，ということである。少

なくとも現状（２００５年）においてはそうである。

　ここで，少なくとも現状においては，と記し

たのは，過去の十数年が正味資産を喰い潰して

きた十数年であり，現状も，この先もなおそう

である，という事実を踏まえてのことである。

　いま，正味資産の残高の推移を見ると（図表

２），１９９１年をピークに，９２年以降減少の一途で

ある。それでも，「財政構造改革」が始められる直

前，１９９６年末には正味資産残高はなお３１０兆円を

上回る水準にあり，その前５年間の減少は５０兆

円程度にとどまっていた。それが２００３年末には

およそ８０兆円ということであり，この７年間に

２４０兆円近く減少してしまった，ということであ

る。正味資産に目を据えて見れば，少々の減少

にうろたえ騒いで誤った対策（財政再建最優先

政策）を採った結果，かえって傷を深くしてし

まった，ということである。

　ともあれ，現在もなお年間３０兆円前後の正味

資産の減少が続いているから，２００６年中には，

正味資産残高はマイナスに転じることになりそ

うである。
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　財政赤字は，先人の遺産を喰い潰す時代から，

子孫に負債（純負債）を残す時代になっていくと

いうことであり，経済的にはともかく道義的に

は，その解消が必要な時代にこれから入ってい

く，ということである。

（２）日本経済全体の中で捉える

　財政赤字を捉えるに当ってのいまの１つの重

要な視点は，日本経済全体の中でそれを捉える，

ということである。

　財政赤字を語るに際しては，しばしば家計に

たとえての語りがなされる。例えば，財政制度

審議会の報告書がそうである。１９９６年度，国の

一般会計予算を例にとれば，「月収３１.４万円（税・

税外収入月当たり３.１４兆円から換算，以下同じ），

田舎への仕送り７.９万円（交付税交付金），ローン

の返済・金利払い９.５万円（国債費），差し引き可

処分所得１４万円，家計費２６.２万円（一般歳出），

借入１２.２万円（国債）」という生活を日本政府

（国）はしている，という２）。こんな生活は永続

きしない，早く手を打たなければ，ということ

だが，このたとえ話は政府を一家と見なすとい

う点で基本的にまちがっている。一家と見なす

べきは日本経済全体で，政府はその一員（ともか

くも生活の柱となっている夫婦）とでも見なす

べきなのである。

　そうするとたとえ話はどうなるか。「一家の柱

である夫婦の月収２３.５万円（月収３１.４万円から，

本来的に地方政府の収入である交付金７.９万円

を除いた額），引退して同居している両親（退職

金を貯金している）からの借入１２.２万円，同借入

返済・金利支払い９.５万円，家計費２６.２万円」。と

なる。

　こういう風にたとえ話を変えてみると、この

一家の経済は健全であると見なしていい。

　さて，日本経済全体の中で財政赤字を見ると

どうなっているか。再び「国民経済計算年報」に

より，経済を４部門（家計，企業，政府，その

他）に分け，各部門毎の資金過不足の状況を見て

みよう（図表３）。

　政府部門については，先に図表１でも示した

が，金融資産残高４４１兆円，負債残高８２０兆円で

差し引き３７９兆円の資金不足となっている。企業

部門も同様資金不足でその額５４９兆円である。こ

れに対して家計部門は１,４５２兆円の金融資産を

擁し，１,０７２兆円の資金余剰となっている。その

他部門と合わせ，日本経済全体では資金は余剰

でその額は１７３兆円である。要は，政府部門がこ

れだけ巨額の負債を抱えていても（あるいは，同

じことだが，巨額の資金不足に陥っていても），

なお日本経済全体としては資金が余っている，

ということである。

　そうして余剰となった資金は，もはや国内で

は使い手がない資金であるから，（結果的に，あ

るいは統計的に）海外に流出している。対外純資

産という形で捉えられているその額を国際比較

してみよう（図表４）。日本は既に２００４年末の統
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計が出ているが，見られるように，群を抜いて

対外純資産残高が巨額の国となっている。それ

だけ資金余剰の額が大きい，ということである。

　以上は年末残高，いわばストックで見た資金

余剰の状況だが，年間，いわばフローで見た資

金余剰についても同様である。国全体の資金過

不足の状況は国の経常収支で見ることができる

が，日本は１９９７年以来毎年１０兆円を超す経常収

支の黒字，つまり，毎年毎年，１０兆円を超す資

金が余る経済となっている。ちなみに２００３年は

１５兆円，２００４年は１８兆円を超す資金余剰である。

政府が年間３０兆円前後資金が不足し，調達して

いる状況にあってもなお，国全体としてはこれ

だけの資金が余っている，ということである。

　大変な資金余剰経済の下での財政赤字―その

ことのもつ意味については章を改めて考えよう。

２　財政赤字の弊害をどう考えるか

（１）財政赤字はなぜ問題か

　財政赤字の現状を①政府のバランス・シート

の中で，また②日本経済全体の中で捉えたうえ

で，基本にまでさかのぼって考えよう。財政赤

字はなぜ問題なのか？

　財政制度審議会の報告書は，財政赤字の弊害

①として「子どもたちへの負担の先送りになっ

てしまうこと」，②として「子どもたちの時代の

活力を奪い，発展を阻害すること」の２つを挙げ，

②を細分して，「金利の上昇とクラウディング・

アウト」「財政の対応力が損われること」「財政政

策に対する信用の失遂，インフレ，為替への悪

影響」の３つを指摘している２）。

　また，財政学者の石弘光は，その著「国の借金」

の中に「財政赤字の弊害―何が心配なのか」とい

う１章を設け，「財政インフレーションの恐怖―

戦前の悪夢」「高金利―民間投資を押しのける」

「低下する国の信用度―通貨の減価」「進む財務

硬直化」「将来世代へのツケ回し」の５点につい

て論じている４）。

　他の論著の論も大差ないので，これらを筆者

なりに整理し直してみると，財政赤字の弊害と

して懸念されていることは以下の３点（数え方

によっては５点）となる。

　①後の世代に負担を残するという，道義上の

問題。

　②日本経済に弊害が発生するという，経済上

の問題。これは，（i）インフレの発生，（ii）高金利，

クラウディングアウトの発生，もしくは国債の

暴落，（iii）為替レートの下落，それによるインフ

レの発生，の３点に分けられる。

　③財政が硬直化し，自由度が低下するという，

財政上の問題。

　以下，順に検討していこう。

（２）負担の先送り論について

　国債発行が将来世代に負担を残すものである

という論に対しては，経済学者の中にも批判が

ある。国債発行による資金調達，その返済，と

いう資金面だけに着目するのではなく，調達し

た資金の使用による生産余力の有効活用という

物の面をも考慮に入れれば，将来世代に負担を

残すことにはならないとする小野善康などの批

判である５）。

　ただし，それを論じるのが本稿の目的ではな

いので，ここではその存在を指摘しておくにと

どめ，多くの人々にとって容易に理解しやすい

形で，「負担先送り論」に対する筆者の考えを提

示しておきたい。

　まず言えることは，いわゆる建設国債（財政法

第４条但し書きに準拠して発行される国債）に

ついては（あるいは同様の目的で発行される地

方債についても），その返済負担が将来世代に残

されはするものの，同時に，建設された施設や

道路等を利用するという便宜も将来世代に残さ

れるものでもあるということであり，従って，

将来世代に「負担を先送りするものである」とし

て，現行世代が道義的負担を感じる必要は必ず

しもない，ということである。もとより，その

平均耐用期間が，国債の償還期間である６０年に

ほぼ等しいと考えていいか，という問題はある。
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また，公共投資の中には，将来世代に無用のも

のを，もしくは有害なものを残すことになるの

ではないかと懸念される投資もある。そうした

問題は確かにあるとしても，原理的には，建設

国債は，借金とともに資産をも後の世代に残す

ものである，ということである。

　一方で，いわゆる赤字国債（年毎の特例法に

よって発行される国債，あるいは資金使途にお

いてそれに準ずる中央・地方政府の借入等）は，

それに見合う資産の計上ではなく，年度中に費

消されてしまうものであるから，その発行は将

来世代に返済負担をのみ残すものとなる。たと

え，多くの場合，その資金を活用することによっ

て社会不安の発生やその深刻化を防ぐなどと

いった効用があり，そのことは将来世代に益す

ることがあるとしても，である。

　そうしたことから考えると，赤字国債につい

ては，できるだけ近い世代内でその償還を終え

ることが道義上要請されるわけであるが，ただ

し，先に見たように，最近年までの赤字国債の発

行とその残高の累増については，先行世代の遺

産（図表１，図表２で見た正味資産）の喰い潰し

で済んできているという事実に留意しておこう。

　ただし，先に推測したように，２００５年末あた

りで政府の正味資産はゼロとなるから，２００６年

以降に発行される赤字国債については，資産の

裏付けのない負債として，将来世代に負担を残

すことになる。財政赤字についての，道義的責

任が生じることになるわけで，現行世代には，

その増加に歯止めをかけることが要請されるこ

とになる。

（３）インフレの発生懸念について

　第２次大戦敗戦後の日本において，２００倍ない

し３００倍の物価騰貴が発生し，戦前・戦中に発行

され，国民に保有されていた国債が紙屑に化し

たという歴史がある。この痛い記憶をもとに，

国債の大量発行がインフレにつながるのではな

いかという懸念が一般に根強くある。これだけ

大量の国債を償還することは到底不可能なので，

政府はインフレ政策を採り，その償還負担を軽

くしようとするのではないか，というのである。

　しかし，この論にはいくつかの誤まりがある。

　第１。この論は，政府は国債を全額完済しな

ければならない（発行残高をゼロにしなければ

ならない）という前提に立ち，それが不可能であ

ろうからと想定するところから出発している。

しかし，そもそも，政府には国債残高をゼロに

する必要がない。財務面，道義面から見てそう

であるし（前掲，図表１），２００６年以降に発行さ

れる赤字国債等については道義上の責任が生じ

るとはいえ，政府がその現金償還を迫られるも

のではない。

　第２。インフレの進行は当然にして金利の上

昇をもたらす。ところが金利の上昇は，年々，

巨額の国債発行（新規債，及び借換債）を必要と

している政府にとって利払費の増加を引き起こ

すから，最も避けたい事態である。政府は，イ

ンフレ政策を採るよりも，インフレが，もし生

じるような状況になれば，極力，その上昇を抑

制する政策を採る，と予想すべきであろう。

　第３。インフレは，たとえ政府がその気に

なっても，容易に起こせるものではない。現に，

日本銀行は，２００１年来，デフレ経済からの脱出

を図るべく，「消費者物価の対前年比上昇率がゼ

ロ％にまで高まる」ことを目安としての金融超

緩和政策を展開しているが，そのささやかなイ

ンフレの目安ですら，いまだ実現されていない。

圧倒的な需要不足―供給力超過経済の下におい

ては，加えて，近隣諸国からの商品流入がいつ

でも可能という状況の下においては，政策当局

がたとえ総力を挙げて取り組んでも，インフレ

は容易に起こせないのである。

　国債大量発行によるインフレ発生については

全く懸念する必要なし，と言っていいだろう。

（４）高金利，クラウディングアウト，もしくは

国債暴落の懸念について

　国債が発行されるということは資金が需要さ

れるということだから，他の条件が一定だとす
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ると，その分市中の金利が上昇する。大量発行

されるとそれに応じて金利も上昇する。資金の

需要者が民間企業の場合だと，金利の上昇はす

なわちコストの上昇であり，その分だけ投資採

算が悪くなるから投資を断念するなどして金利

の上昇には自ら歯止めがかかる。ところが，資

金の需要者が政府の場合はこうしたコスト原理

が働かないから金利は歯止めなく上昇する。そ

の結果，民間企業は採算が合わなくなって資金

調達を断念することとなり（クラウド・アウト＝

市場から締め出し＝され），投資が抑制される。

高金利，クラウディングアウト（民間資金の締め

出し）が財政赤字の弊害と言われるゆえんであ

る。

　事実，１９８０年代の米国などではこうした弊害

が発生した。金融政策は景気浮揚のための緩和

政策に転換したにもかかわらず，長期金利は，

政府の資金需要が大規模であったために高止ま

りしたのである。

　しかし，日本では，１９９０年代後半来，しきり

に高金利，クラウディングアウトを懸念する論

が展開されたりしたが，いまだ一度としてこの

弊害が現実化していない。なぜか。現実化して

いないにはいないなりの理由があって，先に見

た，国全体としては資金余剰経済である，とい

うことがそれに当たる。政府が大量の国債を発

行するなどして資金を大量に調達しても，なお

国全体としては，年間で１０兆円を超える資金余

剰が生じているのである。こうした状況下では，

政府の大量資金調達を因とする高金利や，クラ

ウディングアウトは発生のしようがないのであ

る。

　現状はともかく先行きはどうか。

　財政制度審議会は１９９６年の時点において，「近

年３か年のトレンドで輸出入が推移すれば，貿

易収支は２００３年には赤字化する計算になり」と

述べ，先にも触れたように，「クラウディング・ア

ウトが生ずる時代が目の前に来ている」と述べ

た２）。しかし，２００３年の貿易収支は１２.３兆円の黒

字と，９６年（９.１兆円の黒字）を上回るなどしてこ

の予言は実現しなかった。

　最近の政府筋の予測を経済財政諮問会議の

「日本２１世紀ビジョン」で見ると，２０３０年度にお

いても日本の経常収支の黒字（＝日本全体の資

金余剰）は，「ＧＤＰ比で緩やかに低下するものの，

その変化は緩やかであり黒字が維持される」６）

としている。ちなみに２０３０年度の経常収支の黒

字の対名目ＧＤＰ比は，「歳出抑制ケース」で２％

弱，「歳出維持，国民負担増ケース」で１％弱と展

望されている６）。クラウディングアウトの懸念

が現実化する状況は，この先２０数年にわたって

発生しないとの予測である。

　なお，高金利・クラウディングアウト懸念と

ほぼ同じ論拠に立つ懸念として，国債暴落が言

われることがある。国債の大量発行，その残高

の累増とともに償還に対して懸念が持たれるよ

うになり，国債の買い手がなくなる，国債価格

が暴落する，というのである。

　一見，現実的に見える懸念だが，しかし，主

張している懸念の中味は非現実的である。国内

は資金余剰である。国債を買わないで何を買う

というのか？。国債が売られ，民間の債券や株

式が買われる，という事態を想定することが可

能か？　あるとすれば，国債に限らず国内の債

券，株式が全て売られ，資金が海外に流出する

という事態だが，海外投資については為替リス

クの存在がある。かなりの円安の進行が確実に

ありうるということを前提にすればそういう事

態も生じようが，次にみるように，今後の円安

の進行を前提とすることは，これまた，きわめ

て非現実的である。

　高金利，クラウディングアウト，もしくは国

債暴落については，今後相当の期間（日本「２１世

紀ビジョン」によれば２０３０年過ぎまで），現実化

する懸念はきわめて小である，と見ていいだろ

う。

（５）為替レートの下落，それによるインフレ発

生の懸念について

　「財政赤字が累積するほどにその国の返済能
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力が疑われてくる」「対外的な国の信用度は，一

般にその国の通貨価値つまり為替レートの水準

によって測られる」，だから財政赤字の拡大は為

替レートの下落という弊害を生む４），そして結

果として輸入インフレが生じる２）というのが為

替レート下落論だが，これほどに日本の現実か

ら離れた議論も珍らしい。

　ここでは，意図してかしないでかはともかく，

一国の政府の赤字と，一国の赤字とが混同して

論じられている。米国のように一国としての収

支（経常収支）が赤字で，その赤字が著しく累積

（対外純負債残高，図表４参照）した国において

は，たしかにその国の返済能力が疑われ，為替

レートの下落（ドル安）が起こってもおかしくは

ない。たとえ，米国政府の収支（財政収支）が黒

字であってもそれは起こる。しかし，日本のよ

うに経常収支が大幅に黒字（永年にわたり世界

１の，それも飛び抜けて世界１の黒字国）で，し

かも，将来ともに黒字が続くと予想されている

国（先の「日本２１世紀ビジョン」参照）の通貨が，

財政赤字が累積しているからということで下落

する，などということが起こりえようか？

　予想される状況は逆である。経常収支が大幅

に黒字であることは，その国の通貨が過小評価

されていると市場は判断する。経常収支が長期

にわたり大幅黒字を続けることはありえないか

らその不均衡はいずれ通貨価値の上昇によって

解消の方向へと向かうだろう，と予想する。そ

うした市場の思いに沿って考えるならば，日本

の場合，財政赤字にかかわりなく，円相場の方

向（長期的に見た流れ）は円高である。これに，

米国の側でのドル安要因が加わるとすれば，さ

らに確実に対ドル円高である。為替レートの下

落懸念，あるいはそれを通じてのインフレ懸念

は全くの杞憂と言っていい。

（６）財政の硬直化懸念について

　財政赤字が累積すると，その返済負担や金利

費用が嵩み，その分だけ自由な政策が展開でき

なくなる，という議論である。それはその通り

であり，国の一般会計について見れば２００５年度

の予算において，国債費は既に１８兆円超（歳出・

歳入の２２％）に達している。国債残高はなおも累

積中であるから，その額は今後さらに増加しよ

う。金利の上昇があれば一段と増加することも

確実である。

　このことが，日本の現実を踏まえて考えれば，

おそらく，財政赤字の拡大がもたらす唯一，現

実的な弊害だろうが，ただし，留意しておくべ

きことが１つある。財政の自由度を回復すべく，

例えば国債発行量の抑制を図るとすれば（見返

りに税の増収や増税がないとすれば），そのこと

は一層，財政の自由度を抑制することになる，

ということである。これも，２００５年度の国の一

般会計予算で見れば，国債収入（３４兆円余）のう

ち，先の国債費（１８兆円余）を除いたおよそ１６兆

円が一般歳出に振り向けられているのであり，

その分，財政の自由度が高められているからで

ある。

　財政の硬直化によりそこなわれている政策の

自由度を，どのようにして取り戻していくか，

その具体的な政策のあり方が問われている，と

いうことである。

３　財政赤字にどう対処するか――政府の
プラン

（１）「小さな政府」と庶民増税

　政府の「改革と展望（２００４年度）」によれば，「基

礎的財政収支の黒字化については，２０１０年代初

頭までの期間を視野に入れる」７）とある。基礎的

財政収支（プライマリーバランス）とは，「借入を

除く税収等の歳入」から「過去の借入に対する元

利払いを除いた歳出」を差し引いた財政収支，と

定義される。要は，年々の国債発行はその年の

国債費に見合う額に抑え，国債費以外の歳出は

税収等（税収と税収外入）で賄うようにする，と

いうことである。２００５年度の国の一般会計を例

に引けば，税収等が４８兆円，国債費以外の歳出

が６４兆円であるから，基礎的財政収支は１６兆円
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の赤字となっている。２０１０年代初頭までにはこ

の赤字をなくする，ということである。なお，「改

革と展望」の試算では，国と地方とを合わせた政

府部門全体の基礎的財政収支の赤字を，２００４年

度についてはＧＤＰ比４.４％程度７），すなわち２２兆

円程度と試算している。この解消を図る，とい

うことである。

　「日本２１世紀ビジョン」も同様，「２０１０年代初頭

までに国と地方の基礎的財政収支を黒字化す

る」６）とうたう。また，その後については，「基礎

的財政収支の黒字を維持し，公債残高（名目ＧＤ

Ｐ比）を引き下げる」６）とある。

　次に，それを実現する方策だが，一方では歳

出抑制，「小さくて効率的な政府」８）がうたわれ，

他方では増税，「必要な税制上の措置を判断す

る」７）ことが予定されている。

　その各々についての具体的内容を見よう。

　まず，歳出の抑制について，その柱とされて

いるのは社会保障費である。「社会保障給付費の

伸びについて，特に伸びの著しい医療費を念頭

に」８）と「骨太の方針（２００５）」にある。「日本２１世

紀ビジョン」では，「集中的な社会保障制度改革」

がうたわれており，「制度や組織の抜本的見直し

を通じた行政サービスのスリム化」が課題とし

て掲げられている。後者の線に沿って，公務員

削減が，経済財政諮問会議（２００５年９月）ではも

とより，政府与党の自民党行政改革推進本部

（２００５年１０月，「１０年間で２０％純減」），野党民主党

（前原代表の発言，「もっと多く」）などからも主

張され始めている。

　次に，増税については，既に所得税・住民税

についての定率減税の半減（２００５年度税制改正）

が決定されており，２００６年度における残り半分

の廃止もほぼ既定路線化しつつある。また，税

制調査会が給与所得控除，配偶者控除等の見直

し（による増税）の必要性を説いている９）。

　政府の公式文書である「改革と展望」や「骨太

の方針２００５」においては，増税については「税制

改革案を抜本的に検討」７），「重点期間内（２００６年

度まで）を目途に結論を得る」８）と述べるに止

まっているが，先の税制調査会の報告にある所

得税増税，そして消費税増税へと方向が決まり

つつあるのは疑えないところである。

（２）政府プランの問題点

ｉ）財政再建目標について

　こうした，政府の財政赤字への対処策をどう

評価すべきか。

　まず，基礎的財政収支の均衡を図るという目

標については，当面のやむをえない目標として

妥当，と言うべきであろう。この目標では，な

おも国債残高は増加し続けることになり（国債

発行額を国債費＝元利払いにほぼ等しくすると

いう目標であるから，利払いに相当する額だけ，

国債残高は増加する），その残高の巨大さを強調

し続けてきた財務省の意に反することにはなる

が，現実にはこの目標しかあるまい。約２０兆円

内外の歳出抑制・歳入増加が当面の目標，とい

うことである。

　ただし，一方で，この目標は，「一般歳出を税

収等で購う，そのことにより国債発行額や国債

残高を制御可能な範囲に抑え込む」という，もっ

ぱら財政運営の技術的要素に着目しての目標に

過ぎない，ということに留意しておくこと必要

があろう。そのことは，基礎的収支の均衡を達

成した２０１０年代初頭以降の，「国債残高の対名目

ＧＤＰ比の引き下げ」という目標も同様である。

こうした風にその目標を達成することに何ら経

済的，あるいは財政的に意味のない数値を目標

として掲げる政府の姿勢は問題であろう。

　意味のある目標を掲げるとすれば，先に見た

政府の資産・負債状況に着目すべきであろう。

すなわち，政府の正味資産を喰い潰す（２００６年以

降にあっては，多分，政府の正味負債を増加さ

せる）ことになる赤字国債の発行をゼロにする，

という目標を掲げるべきである。２００５年度の国

の一般会計予算について見れば，その額は３０兆

円であるから，これは基礎的財政収支の均衡よ

りは一段と厳しい目標となる。

　そして，さらにその後（赤字国債の発行をゼロ
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にした後）は，今度は政府の正味負債を削減し，

ゼロにする―政府の資産・負債を均衡させる―

という目標を掲げる必要が残る。それを実現し

て始めて，将来世代に対する，現行世代の道義

的責任が果たせる，というものである。

ii）歳出削減―「小さな政府」を目指す政策につ

いて

　次に，歳出削減策についてである。しきりに

「小さな政府」を目指すべきであると喧伝され，

その具体策も論じられているが，それらに先

立って認識される必要のあるのが日本政府の現

状である。日本政府が，欧州諸国に比較しては

もとより，時には米国政府に比較しても，現状，

際立って「小さな政府」であることがもっと注目

されていい。

　すなわち，①公務員の数である。人口１,０００人

当たりの公務員数で見ると，日本３５人に対して，

ドイツ５８人，英国７３人，米国８０人，フランス９６

人である。中央，地方政府ともに，日本のその

人数は際立って少ない（図表５）。次に，②政府

支出の規模である。ＧＤＰ統計で政府支出の対Ｇ

ＤＰ比を算出すると，日本３８％に対し，英国４１％，

ドイツ４８％，フランス５３％である。支出項目を

大別して見ると，日本は経済・公共支出が高い

ほかは，一般サービス・治安，文化・教育，保

健・社会保障，いずれをとっても低い。保健・

社会保障支出の対ＧＤＰなど，独仏のおよそ２/

３に止まっている（図表６）。そして，これらを

反映して③国民負担率（税＋社会保険料／国民

所得）も低い。日本の３６％は米国（３３％）よりは高

いが，英国の４８％，ドイツの５４％，フランスの

６４％よりはるかに低い。デンマーク，スウェー

デンなど，７０％を超している国もある（図表７）。

　こうした状況から直ちに思い浮かぶ疑問は，

日本政府は政府としてなすべきサービスを十分

にしていないのではないか？　という疑問であ

る。例えば，文化・教育の領域において。また，

保健・社会保障の領域において。あるいは，主

として地方自治体の職員が担当している一般

サービスの領域において……。

　そして，次に思い浮かぶ疑問は，こうした状

況からさらに行政職員を減らし，社会保障関係

の支出を減らしなどしたら，一体日本社会はど

うなるのであるか，という疑問である。

　政府支出を論議する場合，まず必要なことは，

いかなる水準のサービスを政府がなすべきであ

るかという，政府支出の中味の検討である。い

かに効率的にそのサービスを実現するかという

効率性（「小さな政府」）の議論は，当然ながらそ

の次にすべきことであろう。ところが，政府の

「小さな政府」の議論においては，肝心要の，最

初の議論が抜けている。いきなり効率性の議論

に入り，公務員を減らし，支出を削減するとい

う議論になる。せめてその後にでも，それで政

府サービスはどうなるか，人々にとって，ある

いは日本の経済社会全体にとってそれは好まし

い結果をもたらすか，などといった視点からの

吟味が必要だと思われるのだが，それもない。

財政赤字の削減という，数字の上での目標だけ

が一人歩きしている感がある。

　加えて，なお問題がある。肝心要の出発の議

論を怠っているために，まず第１に削減すべき

項目が抜けている。軍事費，およそ５兆円がそ

れである。憲法の主旨からしてそもそもゼロで

あることが期待されている支出である。それが，

国際比較して，段トツの米国に次ぐ２位グルー

プ（英国，フランス，日本）の一翼を占める規模

になっている。３国の軍事支出の規模はドル換

算してほぼ同額で，年によっては日本が米国に

次ぎ，世界第２位の軍事費支出国となることも

ある。なぜにそのような巨額の軍事支出が必要

なのか？　社会保障費などと比べ，はるかに削

減すべきであるし，削減して支障のない支出項

目と思えるが，もとより，これについての言及

は，「日本２１世紀ビジョン」を含めて，近年の政府

文書には一切見当らない。

　いまひとつ，公共投資についても，先の国際

比較（図表６）などから見て，ただ１つ，日本の

支出比率の高い項目であり，削減が検討されて

いいと思われる。にもかかわらず，「骨太の方針
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２００５」には，「重点化・効率化に取り組んできて

おり…引き続き着実に推進する」８）との記述が

あるのみ，「日本２１世紀ビジョン」では，その他一

般歳出（社会保障費を除く）と全く同一の扱いで

終わっている。

　以上のように，政府の歳出削減プランは削減

すべきものを削減対象からはずし，削減すべき

でないもの，むしろ増加すべきものを逆に削減

しようとしている。大いに問題であるという他

ない。

iii）増税策について

　所得税の増税と消費税の増税，この２つが政

府の増税策の基本に据えられている。そしてそ

れは，既に２００５年度における定率減税の半減（に

よる所得税増税）として動き始めている。

　こうした政府の増税策は２つの点で大きな問

題を抱えている。１つは２００５年度からという，

その実施のタイミングである。いま１つは，もっ

ぱら家計に，とりわけ低所得層に負担を重くか

けるという，その内容である。

　まず，タイミングについてみよう。

　税制調査会の２００５年度税制改正に関する答申

は，「現在の経済状況は……定率減税が実施され

た１９９９年当時に比べ，著しく好転してきている」
１０）と述べ，このことを定率減税廃止の根拠とし

ている。しかし，本当にそうであろうか。

　定率減税実施の直前，１９９８年度の全国全サラ

リーマンが受取った賃金等の総額（雇用者報酬，

「国民所得統計」）は２７７兆円であった。それが，

２００４年度についてみると２６３兆円となっている。

定率減税導入時に比べ１４兆円，５％の減少であ

る。また，「１年を通じて勤務した給与所得者」の

平均給与を見ると（国税庁「民間給与実態統計調

査」），１９９８年は４６５万円であったが，２００４年は４３９

万円となっている。これも定率減税導入時に比

べ２６万円，６％の減少である。１９９９年において

必要であった定率減税がもはや廃止してもいい

状況となっているとはとても言えないことが明

らかである。税制調査会の委員の，そして政府

の経済に対する認識は一体どうなっているので

あるか？

　次に内容について見よう。

　税制調査会は，２００５年６月に「個人所得課税に

関する論点整理」なる報告書を公表した。そこで

主として述べられていることは，給与所得控除

の見直し（勤務費用の概算控除との性格をはっ

きり反映させる方向への見直し，すなわち控除

額の削減），配偶者控除の根本的な見直し（廃止，

ないし大幅削減），扶養控除，特定扶養親族控除

（１６歳以上２３歳未満の扶養親族に対する扶養控

除の割増措置）の見直し（廃止），などである。１１）

　こうした諸控除の見直し（という名の下での

削減）は，高所得者層よりも低所得者層に大きな

影響を与える。また，既に主要国中最低の水準

にある日本の所得税課税最低限（図表８）をさら

に引き下げることになる。日本は低所得者層に

もっとも厳しい所得税制度をもつ国となるわけ

である。

　諸控除の見直し（削減）については，それぞれ

について近年の社会状況を踏まえての理由づけ

がなされているが，仮りにそれを認めるとして

も，その見直しの結果としての負担が低所得層

に重くなり過ぎないような配慮が必要であろう。

例えばそれは基礎控除の増額である。それは，

税制調査会自体もごく最近までその必要性を認

めていたことである。「配偶者控除や扶養控除を

廃止する場合には，基礎控除を拡充することを

あわせ考慮に入れる」１２），「給与所得控除につい

ては，勤務に伴う経費の概算控除として明確化

すべきである。…その際，負担水準を調整する

観点から，基礎控除をはじめ人的控除の水準の

引上げを検討していく必要がある」１３）などとい

う指摘がそれである。

　ところが「論点整理」にその視点が見られず，

代わって，「課税最低限は低下し，見かけ上増税

という姿となるが，（児童手当等歳出措置がとら

れる場合には）個々の家計においてはネットで

見て負担減となる場合も想定される」１１）などと

いう記述がされたりしている。税の世界では低

所得者に対する負担増となってもかまわない，
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という姿勢に転換したようである。

　消費税増税については，税制調査会では既に

２００５年度の答申で「消費税の税率を引き上げて

いくことが必要である」と明記している。１０）あわ

せて，「将来，消費税率が欧州諸国並みである二

桁税率になった場合には…」という記述も見え
１０），将来の二桁税率も視野に入れている感があ

る。政府の方は，未だ明確に態度決定はしてい

ないものの，２００７年度以降の消費税率の大幅な

引き上げを意図し，その布石を打ちつつあるこ

とは明白である。ちなみに「日本２１世紀ビジョ

ン」においては，将来必要となる国民負担増を消

費税率に換算して示しており，それによると，

２０１０年代初頭までに５％以上の消費税率の引き

上げが必要（歳出維持・国民負担増ケース），と

している６）。

　消費税が，低所得者ほどその負担が重い不公

平税制であることは疑問の余地がない。例えば，

所得の少ない順に世帯を十分類して，最も低い

所得階層と最も高い所得階層との消費税負担率

（消費税／実収入）の差を見ると，近年では１％

を超えていると推計される（図表９）。このよう

な，負担能力に応じて負担するという税の大原

則に反する税であるにもかかわらず，なぜ消費

税増税であるのか。

　税制調査会の答申を見ると，「あらゆる世代が

広く公平に分かち合う」「税収が安定的」などと

いった文言が連らねてある１３）だけで，納得のい

く説明がされていない。また，その逆進性につ

いては，「消費税だけでなく，税制全体，更には，

歳出面を含めた財政全体で判断することが必

要」１２）１３）というのが近年の税制調査会の姿勢であ

81財政赤字の見方と解決の方向



る。

　たしかに，所得税・社会保険料等をも含めた

負担率でみると，なお累進制は保たれている。

しかし，だからいいというものではあるまい。

このところの所得税累進税率の引き下げ，消費

税の導入・税率の引き上げ等があってその累進

率は顕著に下がってきている（図表１０）。今後，

所得控除の見直し等による所得税の増税，消費

税の引き上げ等，政府の計画通りの増税が行わ

れれば，日本の税制の累進構造は一段と弱めら

れていくことになろう。近年の日本社会を見る

と，一方で「不平等社会」の到来が言われている

ほどに所得格差の拡大が進んでいる。その下で，

税の面でもその格差の拡大に拍車をかける形で

の増税が行われていいものか。政府の増税計画

は根本のところで誤っていると言わざるをえな

い。

４　増税をどこに求めるか――庶民増税に
代わる増税プラン

　財政再建は必要である，さしあたり政府が目

標としている基礎的収支の均衡を目指すとして

も，およそ２０兆円の歳出抑制・歳入増が必要で

ある。そのことは既に見た。そしてその達成を

歳出抑制だけに求めるのは無理である。仮りに，

軍事費（５兆円）の全廃，国の公共事業関係費予

算（８兆円）の半減，その他の無駄な支出の削減

等を実現したとしても捻出できる資金は１０兆円

ほどである。増税も不可避，と考えざるをえな

いし，欧州諸国に比べての国民負担率の低さ（図

表７）からみても，それはやむをえないことであ

ろう。問題はどこに財源を求めるか，である。

　その財源は，政府が触れず，税制調査会も触

れていないところにある，というのがここでの

答えである。すなわち，①法人税増税，②高額

所得者への課税強化（最高税率の引き上げ等，所

得税の累進構造の強化）がそれである。

（１）法人税増税

　法人税は「企業活力と国際競争力を維持する

観点から」１４）近年大幅に引き下げられてきた（図

表１１）。その結果どういうことになっているか。

企業収益が大幅に増加しているにもかかわらず，

法人税収は低迷しているという状況が生まれて

いる（図表１２）。例えばバブルの最盛期，１９８９年

度の法人企業の経常利益は３９兆円であった。こ

の年度の法人税収は１９兆円である。直近の２００４

年度，法人企業の経常利益はバブル最盛期を遥

かに上回る４５兆円となっている。対して，この

年度の法人税収は１０兆円に止まっているのであ

る。政府は，企業活力と国際競争力を維持，も

しくは強化するために，およそ１０兆円の減税を

企業に与えている，と解釈できる。あるいは，

この１０兆円は消費税の税収にほぼ等しいから，

一般庶民は，企業の活力や国際競争力を維持，

強化するために，企業に代わって１０兆円の税負

担を甘受している，と読むこともできる。果た

してこのような企業への優遇措置は必要なこと

か？

　法人税率が高ければ企業の活力が削がれる，

一般論としてはそうだろうと言えるとしても，
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一体どの程度なのか―寡聞にして実証された例

を知らない。法人税率が４０％台であった当時と，

３０％の昨今と，その税率の差が企業の活力にど

のような影響を与えているのか。あるいは，い

ま税率を上げると企業の活力がどの程度衰える

のか。ともに実証は不可能と思うし，実証でき

るほどの差は生じないと思われる。法人税率の

５～１０％程度の差は企業活力にはほとんど影響

しない，そう考える方が現実に合っていると思

われる。

　国際競争力の問題はどうか。考慮すべきは日

本が世界１の経常収支黒字国，すなわち，モノ

とサービスを合算しての，世界１の輸出超過国

である，という現実である。加えてこの状況が

１０年以上におよび続いてきている，という事実

である。個々の企業，個々の産業の国際競争力

はともかくとして，一国全体の国際競争力とい

う面で見れば，日本の国際競争力は世界１と見

ていい。増税による税負担の増加があり，その

分のコスト高があって日本のモノやサービスの
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価格が上昇し，その分国際競争力が削がれるこ

とがあったとしても大丈夫なのではないか。

　卑近な例として為替レートの変動と比べてみ

よう。日本の輸出入（サービスを含む）総額は

２００４年度について見れば１２５兆円である（ＧＤＰ

ベース）。１０％の円高で１０兆円内外の日本商品の

コスト高となる計算だが，その程度の円相場の

変動は日常茶飯のことである。それでも日本の

国際競争力が大きくゆらぐということは生じて

いない。だとすると，１０兆円の増税はどうか。

対応可能と判断できるだろう。

　企業活力といい，国際競争力というのは，要

するに法人税率を引き下げるための口実であり，

口実にしか過ぎないというべきではないか。

　財政再建のための増税策としては，まず法人

税率の引き上げを中心とした，法人税増税を充

てるべきである。

（２）所得税累進構造の強化

　法人税率と並んで，所得税の最高税率も近年

大幅に引き下げられてきた。およそ２０年前，１９８６

年に７０％，およそ１０年前，１９９４年に５０％であっ

たものが現行は３７％である。関連して個人住民

税の税率も引き下げられてきており，現行では

所得税・住民税を合算しての最高税率は５０％と

なっている。

　こうした最高税率引き下げの結果として，高

額所得者の所得税負担は著しく軽くなっている。

具体的な負担減を税制調査会の試算で見ると，

例えば給与収入２,０００万円，夫婦子２人のサラ

リーマンについて見ると，税制の抜本改革前（８７

年９月改正前）だと所得税額７００万円（負担率

３５％），それが現行（定率減税を含む）だと４４０万

円（負担率２２％），とある１４）。所得税負担の軽減

額２６０万円，軽減割合３７％である。消費税５％の

負担増があってもこの間，高所得者の税・社会

保険料負担率がさほど上がっていない（図表１０）

ゆえんである。

　こうした所得税の最高税率の引き下げ，それ

を含めた累進構造の緩和が進められてきたこと

については，「勤労意欲，事業意欲への影響に配

慮して」１４）との説明が与えられている。「個人住

民税とあわせて５０％という水準は，個人の勤労

意欲・事業意欲の点から見て基本的に妥当なも

のと考えられる」というのが，ごく最近における

税制調査会の見解１１）である。

　だがしかし，ここでも，先の法人税に対する

と同じ疑問を提しないわけにはいかない。税負

担率，最高で５０％が妥当と見る根拠は何なので

あるか，それが６０％になり，７０％になったとし

て（戦後最高時は９０％近くであった），そのこと

がどの程度，高額所得者の勤労意欲・事業意欲

を削ぐのであるか，と。先に引いた税制調査会

の試算によると，１９８７年９月改正前（所得税の最

高税率７０％）において，給与収入１,０００万円の人

（夫婦子２人）の所得税支払後の所得は約８２０万

円である。２,０００万円の人のそれは約１,３００万円で

あり，３,０００万円の人のそれは１,６５０万円である。

当時，収入は３倍になったのに所得は２倍にし

かならないとして，それを理由に勤労意欲を失

う人がいたであろうか。信じがたい説である。

　財政事情厳しい折である。所得税の最高税率

は大幅に引き上げ，また累進構造も強化して増

税を図るべきであろう。

　所得税の税収は２００４年度で１４.５兆円である。

雇用者報酬が２００４年度（２６３兆円）とほぼ等しい

額（２６１兆円）であった１９９３年度の所得税収は

２３.７兆円であった。当時の所得税の最高税率は

５０％，税率の刻みも現状よりは１段階多い５つ

である。課税最低限を引き上げる，最低税率１０％

はそのままとするという制約をつけたうえで，

税率の刻みを増やす（現状４段階，１９８６年当時は

１５段階であった），累進構造を強め，最高税率を

高くする，そういう制度変更で数兆円単位の税

の増収は容易に実現しうると思われる。

おわりに

　財政赤字が大変である，年金制度や医療保険

制度を見直すなどして歳出を抑制しなければな
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らない，消費税率の引き上げは不可避である

――この十年以上，財政赤字とその解消策をめ

ぐる議論は，きちんとした事実を踏まえること

なく，また筋道だった論理で説明されることな

く，ひたすら気分（ムード）だけで行われてきた。

加えて，その中で肝心要なこと，例えば歳出の

削減対策として軍事費を論じること，増税策と

して法人税増税や所得税の累進制の強化を論じ

ることなどは，全く財政再建論議の埒外におか

れ，ほとんど論じられないできた。

　そうした議論のあり方が，誰にとって都合の

いいものであったか，社会のどの部分，どの層

に利益をもたらすものであったか，などという

ことにはここでは触れまい。まずは利害という

側面を離れ，冷静に事実を眺め，きちんと筋道

たてて考えればどういうことが言えるのか，こ

の小論が目指したのはそうしたことである。

　批判，反論は大いに歓迎するが，あくまでも

事実をふまえ，きちんとした証拠，証明をつけ

ての，また，筋道だった論理を使ってのもので

あってほしいと思う。
 

１）武村正義「このままでは国が滅ぶ―私の財政再建
論」（「中央公論」１９９６.６）

２）財政制度審議会「財政構造改革を考える―明るい
未来を子どもたちに―」（１９９６.７.１０）

３）山家悠紀夫「偽りの危機　本物の危機」（東洋経
済新報社，１９９７.１０）

４）石　弘光「国の借金」（講談社現代新書，１９９７.２）
５）小野善康「景気と経済政策」（岩波新書，１９９８.９）
６）内閣府編「日本２１世紀ビジョン」（国立印刷局，
２００５.５）

７）「構造改革と経済財政の中期展望―２００４年度改定
について」（２００５.１.２１　閣議決定）

８）「経済財政運営の構造改革に関する基本方針（「骨
太の方針」）２００５について」（２００５.６.２１　閣議決定）

９）税制調査会「個人所得課税に関する論点整理
（２００５.６）

１０）税制調査会「平成１７年度の税制改正に関する答
申」（２００４.１１）
１１）税制調査会「個人所得課税に関する論点整理」
（２００５.６）

１２）税制調査会「あるべき税制の構築に向けた基本方
針」（２００２.６）
１３）税制調査会「少子・高齢社会における税制のあり
方」（２００３.６）

１４）税制調査会「わが国税制の現状と課題」（２０００.７）
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