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１.  社会保障・税一体改革と消費税率10%
への引き上げ

（1）第2期安倍政権と社会保障・税一体改革
　昨年10月、消費税率が10%へと引き上げら
れ、2012年の「三党合意」が実現した。だが、
安倍政権の下で財政再建に向けて、2020年に
は一般歳出を税収だけで賄える基礎的財政
収支（プライマリーバランスで以下PBと略
す）の均衡を目指すとしていたのに、簡単に
2025年へと延期され、新しい財政再建目標で
もPBの均衡があまり重視されてはいない。
消費税率引き上げは、14年4月の8%は予定通
り実現したが、10%へは2度も延期される始
末だ。さらに、社会保障4経費だけに充当の
約束が反故にされ、食料品と新聞代に8%の
軽減税率適用で約1兆円減少し、社会保障税
一体改革が変質されたのだ。考えてみれば、
三党合意の際に自民党総裁は谷垣氏であり、
総裁が安倍晋三氏へ代わったことで、官邸内
官僚の力関係も三党合意を主導した厚労省・
財務省主導から経産省主導へと転換したこと
も見ておくべきだ。

（2）  「給付先行型社会保障」1という現実、消
費税のさらなる引き上げの行方

　三党合意から遅れること4年、10%到達は
できたもののこれからどうするのか。「社会
保障・税一体改革」で合意した時、消費税は
社会保障4経費以外には使わない約束をして
実現した。では、引き上げ分5%はすべて社
会保障4経費の改善分に充てられたのか。す
でに社会保障の一部を赤字国債で賄っていた
わけで、「給付先行型社会保障」という実態
にあった。2012年当時の年金・医療・介護と

いう消費税で賄うとされた社会保障3経費へ
の財政支出額は一般会計で20兆円を超え、消
費税5%の税収分約12兆円をはるかに上回っ
ていたし、さらに10%へと引き上げたものの
少子化も含めた4経費のすべてを賄えていな
い。
　安倍総理は、昨年参議院選挙直前に公開
の場で「これから10年間ぐらいの間は、私は
上げる必要がないと思っています」2と発言
したわけだが、はたして日本の財政は消費税
の増税なくして維持可能なのか。世界最速で
進展する少子高齢社会の下で、「全世代型の
社会保障」が実現できるのか。さらに、何よ
りもGDPの約230%にも達する国の財政赤字
は持続可能なのか、厳しく問われている。
　そうした中で、MMT（現代貨幣理論）が
内外で喧伝され、MMT支持の学者・専門家
も出てきている。すでに昨年の参議院選挙で

「れいわ新 選 組 」代表 の山本 太 郎 氏は、
MMTを引っ提げて消費税の廃止・引き下げ
を公約し、次の総選挙で選挙協力の絶対条件
として「消費税5%への引き下げ」を提起し
てきている。山本代表らは、日本の財政は赤
字額が大きくとも自国通貨を発行している主
権国家は財政破綻しないと述べており、これ
までの財政再建論議を「混乱」させ始めてい
る。さらに、新型コロナウイルス対応として
国民一人10万円支給など、さらに膨大な国債
発行が現実に始まっている。
　果たして、これからの日本の財政再建はど
う進めるべきか、民主党政権時代に社会保
障・税一体改革の内部にいた者の一人として
検討してみたい。

財政再建とMMT
峰崎　直樹

（元内閣官房参与、元財務副大臣）
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２.  財政再建に向けて何が必要になっている
のか

（1）  国債費負担の増大は「逆所得再分配」と
なる危険性

　日本の財政は、消費税を引き上げたが好況
時でも毎年PB赤字が続き、「給付先行型社会
保障」という実態は何ら変わっていない。
2019年度の財政に占める国債費と社会保障費
の割合は、それぞれ24.3%、34.2%であり、こ
の2経費だけで6割近く占めている。
　いま、もし10年間も消費税を含む国民から
の負担を求めなければ、国の財政はどうなる
のか。国債費、すなわち過去の国債の元利分
は何よりも優先して支払わなければデフォル
トとなり、次からは誰にも国債を買ってもら
えなくなる。国民からの負担増を求めなけれ
ば、最大の支出項目の社会保障費が削減され
ることは必至で、国民生活は大打撃を受ける。
　考えてみれば、国債保有は富裕層に多く、
中流層や貧困層は少ない。とすれば、国債発
行に頼ることは富裕層の返済を優先し中流層
や貧困層が恩恵を多く受ける社会保障を削減
することになる。つまり、富裕層に支払うた
めに社会保障費を削減するという、あっては
ならない逆所得再分配政策をとることにな
る。今直ちに過去の国債の元利払いを無くす
ことはできないが、その支払い分を早く少な
くすべきことは言うまでもない。財政再建が
必要なのは、こうした背景があることを国民
に理解してもらう必要がある。

（2）  日本の国家財政は金利上昇に脆弱、ドー
マー条件とMMT

　もう一つ指摘すべきは、国の債務残高がグ
ロスで1,000兆円を突破、GDPの230%を超す
まで肥大化している現実である。考えるべき
は、日本財政は金利上昇に対し極めて脆弱な
体質を持っていることだ。　
　財務状況を表す指標の一つに公的債務残
高の対GDP比がある。名目金利r、名目成長
率g、そしてPB（=税収T－政策的経費G）と
一体的に考える必要がある。そして、次の論
点は、日本の財政を議論する際に必要最低限
の知識であるドーマー条件3から演繹される
重要な視点である。
　「公的債務残高の対GDP比は、2つの要因
に依存して決まる。一つは、金利と成長率の

大小関係、もう一つはPBが赤字か黒字かに
よってである。金利が成長率よりも高く、ま
たPBが赤字であるときには公的債務残高の
対GDP比は上昇していく。つまり、財政赤字
が発散する。たとえPBが均衡していても長
期的に名目金利が名目成長率を上回るとすれ
ば発散し、発散を避けるとすればPBを黒字
にしなければならない」ということである。
　ここで、今話題になっているMMTについ
て検討したい。先述したように、MMTは財
政赤字がいくら累積しても、自国通貨建てで
金融政策を展開している国の財政はデフォル
トしない、と断言される。もっとも、一定以
上のインフレが起きない限りという条件が付
く。一定とは、政府日銀が目指しているイン
フレ目標2%で、それを上回れば増税や歳出
削減によってインフレを抑え込む必要がある
と認めている。増税や歳出削減の政治的・時
間的困難さには何故か言及は少ない。と同時
に、日本のMMT論者の方たちは、ドーマー
条件についても触れることが少ない。日本経
済はデフレ下にあり、2%のインフレ目標を上
回るまで財政赤字を増やし続けても財政破綻
にはならないと主張されている。彼らは、貨
幣は納税により位置づけられ、貨幣それ自体
が持つ不安定性を考慮に入れていないよう 
だ4。
　問題は、ドーマー条件にある成長率gと金
利rの関係であり、成長率g>金利rであるの
かどうかである。この点は、かつて経済財政
諮問会議の場5で竹中平蔵大臣と吉川洋東京
大学教授（当時）の間で激しく議論された論
点である。
　現実に金利rと成長率gの伸びを過去の実
績で見てみると（図1）、金利rが成長率gを上
回っていることが多い。最近の日銀の金融緩
和政策によって、ゼロ金利が常態化している
中で、成長率gは金利rの伸び率を上回ってい
るが、これはむしろ例外的とみるべきだろう。
日本にとっては、PB均衡化だけの財政再建
目標だけでなくPBの大幅な黒字化を目指す
必要がある。

（3）  GDPの成長率を高められるのか、ピケ 
ティの論証6は「r>g」なのだ

　それならGDPの成長率gを高め、金利rより
高くすれば良いではないか、土台1%前後の
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低い成長率こそ問題なのであり、政府が言う
ように実質で2 ～ 3%、名目で4 ～ 5%を目指
していけば、低金利の下でg>rが成立し、対
GDP比公的債務残高の比率は徐々に低下し
ていくはず、と考える人が出ても不思議では
ない。実際に政府は財政再建の展望を打ち出
すとき、成長率が高めの楽観的な目標と現状
程度でとどまるケースを設定し、国民向けに
は高めのケースで財政再建目標の時期を設定
したりしている。
　その場合フランスの経済学者トマ・ピケテ
ィが『21世紀の資本』で論証したように、一
人当たり実質で年平均4%もの高い成長率の
伸びを示した高度成長時代は終焉し、もはや
先進国の経済成長率は一人当たり実質で1 ～
1.5%程度の伸び率しか実現できていない（図
2）。先進国においては需要が飽和化した今日、

どの国においても4%もの高成長は実現でき
ていない。第二次世界大戦後アメリカを除く
先進各国は、戦争による被害が少なくイノベ
ーションが進んだアメリカの技術を模倣・導
入することで4 ～ 5%といった高い成長率が
実現できた。今や、先進国の生活水準は物質
的には豊かになり、様々な電化製品などに対
する需要は飽和化し（図3）、サービス化経済
へと転換する。サービス化は急激な生産性の
伸びが期待できないが、それでも民間主導の
イノベーションによって1 ～ 2%前後の生産
性の伸びは実現できている。

（4）  日本のGDP成長率はそれほど見劣りして
いない7

　ちなみに、日本の成長率が低下していると
悲観的にみている方たちに対して、成長率の
伸びは名目値ではなく実質で、グロスではな

図 2　産業革命以来の 1 人当たり産出の成長率

出所：トマ・ピケティ『21世紀の資本』103ページより

図 1　国債金利（加重平均）と名目ＧＤＰ成長率の推移

（出所）財務省資料および内閣府ＳＮＡデータから作成。
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く人口一人当たり、もっと言えば生産年齢人
口一人当たりで見なければ、日本のように人
口や生産年齢人口が激減している国の成長率
を正しく国際比較できないことに注意すべき
だ。日本経済は健闘しており（図4）、決して
悲観的にみる必要がない。1%の伸びが30年
間続けばGDPは1.35倍、1.5%の伸びが30年間
続くと1.5倍になるわけで、年率1 ～ 1.5%の伸
びは社会の在り方を大きく変える力を持つ8。
かつての4%を超えるような成長を夢見る「上
げ潮派」の無責任な主張から、堅実で安定し
た成長の下で社会保障・税一体改革の道を
歩むべき時なのだ。

3. これからの日本財政をどう舵とるべきか
（1）  新型コロナウイルスによる経済危機、求

められる財政支出増
　2020年に入って突如として世界を襲った新

型コロナウイルス（COVID-19）によって、
世界経済は世界大恐慌以来ともいわれる危機
的状況に突入している。日本も感染は続いて
おり、人々の経済活動を大きく人為的に低下
させている。この先どうなるか、本稿執筆時
まで明らかになっていない。ワクチンや特効
薬開発には1年以上かかるし、仮に先進国だ
け感染が一段落しても、途上国での感染が持
続すれば、それだけ長引く可能性を秘めてい
る。政府は補正予算を組み、国民一人当たり
10万円の支給をはじめ、経済活動の自粛を余
儀なくされている方たちにも財政的な措置を
とり、すべて赤字国債で賄うことになる。支
給が1回だけで終わるとはいえないし、頼み
の税収も大きく落ち込むことは必至だ。日本
の財政赤字は持続可能性が問題視されている
のに、さらに一層の困難性を増すことになる。

出所：小野喜康（2012）『成熟社会の経済学』 (岩波新書) ３Ｐより

図 3　税率区分毎の課税所得の逆さ漏斗型グラフ

図 4　先進国のＧＤＰ

出所：白川方明氏講演録（2012）「物価安定の下での持続的成長に向けて」
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（2）  日銀の金融政策も転換へ、国の財政支出
を全面的に買い支えへ

　こうした中で、日銀の政策も大きく変わり
つつある。2016年に導入したYCC（イールド
カーブコントロール）は、コロナショックに
対応して国債発行が増発されれば、いかにし
て国債金利の上昇を抑制するのか、力点が置
かれ始めたようだ。というのも、さすがに大
量かつ急激に国債の発行が進めば、やがて有
効需要が刺激され、利子率上昇リスクが高ま
ると予想される。となれば国債金利を人為的
に抑制しなければ、財政に跳ね返って支払い
不能になってしまう。4月27日の金融政策決
定会合で、国債買い入れ額80兆円目途が撤
廃された背景には、大量の国債発行する安倍
政 権に 対 する国 債ファイナンス化 が あ 
る9と見ている。今後の金融政策の行方が心
配だ。

（3）  国民生活や経済を安定させるに足る社会
保障財源規模を賄う税制の在り方

　問題は成長率が低下した時代において、ど
う経済政策を展開すればよいのか。成長のエ
ンジンたるイノベーションは、民間中心に進
められていくしかない。政府が進めるべきは
社会保障・教育といった「社会的共通資本」
と呼ばれる分野の充実・強化であることの重
要性を強調したい。
　社会保障分野の充実・強化は、格差社会
の是正や国民の生活の安定・充実に貢献する
だけではない。経済の安定的な発展にも貢献
することを見失ってはなるまい。社会保障の
充実・強化は、再分配政策を強化して消費性
向を高めて内需の拡大をもたらし、需要不足
による経済の停滞から脱却することに貢献す
る。教育の持つ意義も、ここで強調する必要
はなかろう。これからの日本にとって、人的
資本の持つ重要性は計り知れないだけに、貧
弱な教育レベルの引き上げは、格差社会の是
正にとっても不可欠だ。そのためには、極め
て大きな財源が必要なのであり、これ以上赤
字国債に依存し続けていくわけにはいかな
い。
　では、財源をどう確保すればよいのか。結
論からすれば「全員野球型の税・社会保険
料」引き上げを、早急に進めていく必要を強
調したい。以下、社会保障目的税化している

消費税や所得税など税の引き上げに絞って言
及したい。
①消費税の引き上げについて
　考えたいのは、社会保障や教育といった国
民全体が必要とする財源の規模である。今コ
ロナ対策の国民一人当たり10万円支出で、何
と12兆円を超え、消費税率に換算しても5%
もの財源を必要とする。何回支出されるのか
わからないが、1億2千万人を超す国民に関す
る社会保障費だけでも膨大な予算が必要で、
この財源を賄うには広く国民全体が負担する
税源を求める必要がある。まさに消費税は、
こうした国民全体をカバーする社会保障の財
源としてふさわしい。よく指摘される「逆進
性」だが、比例税率ゆえに高額所得層が多く
支出していることもあるが、むしろ歳入だけ
でなく歳出たる社会保障分野に支出されるこ
とで格差是正や国民生活（経済）の安定に寄
与することを指摘したい。
　また、景気変動の影響も、かつて公的年金
保険料を13年間かけて毎年引き上げたよう
に、これからは1%ずつ着実に引き上げるこ
とで景気循環が乱高下する欠陥や消費へのダ
メージを緩和できよう。景気には、賃金が上
がらないことが最大の問題なのだ。軽減税率
の解消やインボイスの導入など、消費税率の
引き上げとともに公平性を担保すべきは言う
までもない。
②所得税の在り方
　もう一つ、日本の税を考えるにあたって重
要なのは所得税だ。今や、主役の座を消費税
に譲ったものの、今でも約20兆円の税収を上
げており、消費税と並んで基幹税の座を占め
ている。超過累進性をもち所得再分配機能を
発揮すべき所得税だが、今では課税ベース
が狭くなりすぎている。今、その実態を図示
すれば、（図5）のように逆さ漏斗のようにな
っている。高額所得者層の課税対象金額・人
数は極めて少なく、最高税率を引き上げても、
増収額はとても社会保障財源を賄いきれるレ
ベルではない。今後、分離課税となっている
金融所得の税率20%をさらに上げたり、徐々
に総合課税化を進めていく必要性がある。だ
が、所得税収を上げるには中低所得者層にも
負担を求めない限り、到底消費税に代わって
主役の座を奪回はできない。むしろ、これほ
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どの債務残高を前にしたとき、フランスの一
般社会税（CSG）のような、課税ベースの広
い所得課税の導入すらやがて必要になる時が
くるのではないか、とさえ思ってしまう。
③法人税・その他税制について
　もう一つの基幹税である法人税について
は、国際的に対GDP比で見た日本の法人税
率負担は先進国でも高い方だが、400兆円を
超す内部留保を見た時、何らかの形で法人負
担を求めていくべき時だろう。さらに、多く
の高齢者が亡くなられた際の資産が大きくな
っている。相続税の改革を進めながら、資産
課税の分野での改革が求められるべきだろう。

（4）  全員野球型の税・社会保険料で社会保
障・税一体改革を着実に進めよう

　まだまだ社会保障財源をどうするのか、と
いう点に関して多くの論点があろう。税では
なく、社会保険料が日本の社会保障制度の根
幹をなしており、制度的にはほぼ成熟を見た
年金制度は別にして、医療・介護・少子化の
保険料の在り方についても改革が求められて
いる10。こうした税や社会保険料を含め、文
字通り全員野球型の財源確保策が求められて
いる。幸い、日本の税・社会保険料を合わせ
た国民負担率はまだまだ低く、引き上げる余
地は十分にある。
　その上に立って、新型コロナウイルス感染
ショックがひと段落ついた段階から、財政再
建に向けた検討に着手する必要がある。その
際、東日本大震災からの復旧・復興の財源に
ついては特別会計としてきたことに倣ってコ
ロナ関連の対策を進めていくべきだろう。
　それと並行して、日本の「全世代型社会保

障」実現と財政再建に向けた本格的な議論の
場を早急に作り、2040年までの長期展望と
2030年までの中期目標策定に向けて直ちに準
備に入るべきであろう。政権をうかがう野党
にとっても、重大な課題だ。

 1  「給付先行型の社会保障国家」ということをはじめ多
くの点で、権丈善一慶應義塾大学教授から学んでい
る。

 2  2019年7月3日　日本記者クラブ主催の参議院選挙直
前の党首討論会での発言より。

 3  ドーマー条件とは

 4  この点に関して、『岩井克人「欲望の貨幣論」を語る』
（丸山俊一著　東洋経済新報社刊）の36ページ以降
のなかで、貨幣法制説に立脚するMMTを批判して
いる。特に164ページ以降の注2が大変参考になった。

 5  2005年12月から、翌年3月にかけて、経済財政諮問会
議の場で激しく論争が展開された。

 6  トマ・ピケティ『21世紀の資本』（山形浩生他訳みす
ず書房刊）において、産業革命期から今日に至るま
での資本の蓄積や伸びからr>gという結論を導いて
いる。なお、その際のrは、国債金利ではなく、総資
産の生み出す金利であることに注意。

 7  トマ・ピケティ『21世紀の資本』182ページの表5-1富
裕国の成長率と貯蓄率1970-2010年参照。さらに、最
近の状況について日米比較されたものに、権丈善一

「日本経済はどんな病気にかかっているのか」『東洋
経済オンライン』2019年10月31日参照。

 8  トマ・ピケティ『21世紀の資本』101ページ「年率1パー
セントの経済成長は大規模な社会変革をもたらす」以
下参照。

 9  この点について、BNP PARIBASの河野龍太郎チーフエ
コノミストの書かれた「Economic Spotlight」2020年4月
24日号の「無制限国債購入のインプリケーション」が
参考になった。

10  権丈教授は（権丈（2018）『ちょっと気になる政策思
想』（勁草書房）69ページ参照）介護保険を20歳か
らへと引き下げ、少子化対策に向けて年金・医療・
介護保険からの拠出金で賄う方向を打ち出している
ことに注目したい。

図 5　税率区分毎の課税所得の逆さ漏斗型グラフ

出所：権丈　善一『ちょっと気になる社会保障 V3』（勁草書房刊273ページより）
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