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１．歴史の「峠」としての「危機(crisis)の時代」
(1)「危機の時代」をパンデミックが襲っている。

パンデミックに襲われたから「危機の時代」になったのではない。

・パンデミックは「危機の時代」の「危機」を増幅する。

・パンデミックは社会行動原理を変化させる。

(2)社会統合の破綻としての「危機」

・三位一体が三角形となっている「市場社会」では、財政が社会統合を果たす。
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 社会を構成する三つのサブ・システム 

                                          政治システム         

                                           （国家） 

                                                                         有償労働     無償労働 

 

                                        租税        忠誠 

 

 

        公共（強制） 

                            財 政                          財 政 

        民間（自発） 

 

 

    公共サービス                                       公共サービス 

 

           経済システム                                                    社会システム 

              （市場）                          悪魔の引き臼                        （共同体）                                                                                           

                                                           競争          協力   

                                                            営利          非営利 

                                                                         



・財政の三つの機能

(3)「危機の時代」における財政危機

・「危機の時代」に財政赤字が生じる→「シュンペーター的財政赤字

(Schumpeterian Deficit)」

・財政危機とは財政が機能不全に陥ること。

→財政赤字も財政を機能不全に陥らせることが問題。

資源分配機能

所得再分配機能

経済安定化機能

パクス・ブリタニカ
自由主義国家

軽工業基軸の工業社会

１９２９年の
世界恐慌

パクス・アメリカーナ
福祉国家

重工業基軸の工業社会

現在の
世界恐慌

ソフト産業基軸の知識社会

資源配分機能
所得再分配機能

経済安定化機能



・「危機」における財政の使命

政治システムの再編

財政
税制の抜本的改革

経済システム

社会的セーフティネット
の張り替え

社会的インフラストラクチュア
の張り替え

社会システム
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２．「政府縮小—市場拡大(less state-more market)」
戦略の悲劇

(1)「黄金の３０年」の終焉—重化学工業を基盤とする福祉国家の行き詰まり。

→ハンドルから手を放してアクセルを踏む愚行。

(2)成長なき格差・貧困の溢出による根源的危機

・自然環境と人的環境という二つの環境破壊。

・人間の社会の外的成立条件と内的成立条件の喪失の危機。

(3)パンデミックによる根源的危機の増幅
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３．財政の所得再分配機能の機能不全

(1) 所得再分配は生産要素が境界を越えて動くオープン・システムの政府では不可能で

ある。生産要素が境界を越えては動かない、クローズド・システムの政府でなければ不

可能である。

ケインズ的福祉国家は国民国家に資本統制の権限を容認したブレトン・ウッズ体制
を前提条件として実現した。

しかし、1973年に固定為替相場制から変動為替相場制へと移行し、資本が国境を

越え自由に動き回ることができるようになると、財政の所得再分配はたちまち機能不
全に陥る。

高額所得を形成する資本所得に課税しようとすると、資本所得は国境を越えてフライ
トしてしまう。そのため所得税・法人税を基幹税とする租税制度に限界が生じる。
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①経済成長と再分配の幸福な結婚（1970年代）
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②福祉国家の動揺（1980年代）

8



③ポスト福祉国家の模索（1990年代）
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(2)ポスト福祉国家税制への二つのシナリオ
ー所得税解体戦略と所得税補強戦略ー
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(3)大失敗の所得税解体戦略

（財務省HPより）https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/003.pdf
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(4)主要税目の税収の推移

出所：財務省HPよりhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm#a02
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４．福祉国家の所得税・法人税中心税制

(1)「あつらえ税」としての所得税

「所得税ほど民主的で、人間的で、かつ社会的な租税は存在せぬ」（マイゼル）

課税のインパクト
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(2)応能原則にもとづく租税の基軸としての所得税の三条件

①累進性

②差別性

③最低生活費免税

(3)個人所得税から分離した法人税
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                法人段階         個人段階 

       （支払い段階）      （受取り段階） 

どちらで課税してもよいが、税務行政上、法人段階で課税 

 

利 
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５．包括的所得概念に学ぶ経済力（＝お金持ち）

(1)周期説から包括的概念（経済力増加説）へ

(2)生活を支える経済力

要素所得＋現金給付＋富（ストック）＋人的環境（人間の絆）＋現物給付
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(3)所得税の負担構造得がないのにマハラジャのような生活。

・所得の捕捉率の相違。
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(4)所得税の負担構造
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鶴田廣巳教授作成
(1）利子 （１５＋５） (9)  一時
(2)配当 （１５＋５） (10)雑（年金を含む）
(3)事業
(4)不動産
(5)給与
(6)退職
(7)譲渡
(8)山林



(5)所得・消費・資産を関連づけた課税

(6)世代間の不公平
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(1)世界の公的資本形成

（一般政府総固定資本形成の対GDP比）

６．二つのネットの張り替え
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(2) 世界の教育への公的支出（対GDP比）
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(3)世界の公的社会支出（対GDP比）

21



７．「パンデミック」による「危機」の増幅
(1)工業社会（有形資産による有形財生産）からポスト工業社会（無形資産による無形財生産）

への移行期の混乱。

(2)市場のルールを含む社会的インフラも、生活を支援する社会的セーフティネットも未整備。

(3)金融経済と実態経済の乖離

超富裕層の多能、格差と貧困の溢出。

二つの環境破壊。

(4)「危機」の増幅—「K字型」景気

金融緩和と緊縮財政→金融緩和と放漫財政

・財政出動の国際比較
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（単位％、対GDP比）

国名 計 医療向け 非医療向け

日本 11.3 0.8 10.5 24 35.3

ドイツ 9.4 0.7 8.7 31.5 40.9

カナダ 5.7 0.2 5.5 3.3 9.0

イタリア 2.7 0.4 2.3 16.2 18.9

英国 6.2 0.3 5.8 16.9 23.1

スウェーデン 5.2 0.2 5.0 4.8 10.0

デンマーク 5.8 0.0 5.7 9.7 15.5

フィンランド 3.1 0.6 2.4 7.3 10.4

ノルウェー 5.6 - - 6.2 11.8

米国 12.3 1.5 10.8 2.6 14.9

スイス 4.8 0.4 4.4 6.4 11.2

韓国 3.1 0.2 2.9 9.7 12.8

財政支出増・収入減
政府投資・融資・債務保証 合計

IMF Fiscal Affairs Department"Fiscal Monitor Database of 
Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 
Pandemic"より
明治大学 倉地真太郎氏作成



８．応急的対応段階から本格的復興段階へ

(1)ポスト工業社会への離●—「よりよい社会への復興（build back better)」

「豊かさ」から「幸福」へ―より人間的社会

(2)連帯により危機脱出からポスト工業社会への雇用創出へ。

(3)社会的セーフティネットから社会的トランポリンへ

ベーシック・インカムの保障よりも、人生を再調整する可能性の保障。
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９．抜本的税制改革へのアジェンダ
(1)所得税・法人税と付加価値税（消費税）を基幹税とする租税体系の確立

—税収調達機能と所得再分配機能の回復。

(2)所得税の実質的累進性を実現する

金融所得を無形資産の生み出す所得を統合合算して累進的に課税する。

(3)所得税の最高税率は５０％程度にとどめ、富裕税を創設する。

日本では地価税を鋳直せばよい。

もちろん、ここでも無形性資産への課税が課題となる。

(4)法人税についても、国境を越えて動き回る資本所得を捕捉しなければならない。その上で

所得税との統合で累進課税を導入する。

(5)金融所得について分離課税を残すのであれば、その税率は法人税とともに、個人所得税の

最高税率に近づける必要がある。
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(6)消費課税としての付加価値税についても、無形財政への課税対象の拡大を図り、

所得税の負担と関連づけて税率を設定する。

(7)消費課税で付加価値税という従価税の一般消費税が導入されると、従量税である

個別費税には望ましくない消費行為の抑制という課税目的が認められる。

(8)社会的セーフティネットを社会的トランポリンに張り替えることは、「社会保険対象」から

「社会サービス国家」へ移行することを意味する。

そうだとすれば、税源配分も地方税が重視される必要がある。
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【参考資料①】

出所：財務省HPより https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/futanritsu/sy202102c.pdf
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【参考資料②】

出所：財務省HPより https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/020.pdf


