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５つの論点 

 １ 経済成長によって税収増大（「財政健全化」）は可能か。 

 ２ 「異次元の金融緩和」は効果があったのか 

 ３ 国債の大量発行と日銀による購入を続けても問題はないのか 

 ４ 社会保障費用の削減はどこまで可能か 

 ５ 大企業と富裕層への課税を強化すれば、消費増税は不必要か 

 

論点Ⅰ 経済成長によって税収増大（「財政健全化」）は可能か 

１ “増税しなくても、経済成長すれば税収は自然に増える”と言い張る潮流。 

＊デフレと経済成長の停滞※が税収減を招いたという見方。 

※91～13 年度の GDP 成長率は、年平均で実質 0.9％、名目 0.2％。74～90 年度のそ

れは実質 4.2％、名目 8.3％。 

   「過去 20 年余りの日本の財政問題は、デフレを伴う名目 GDP が増えないという特

異な経済環境が、税収の落ち込みをもたらし、財政赤字拡大を招いたという側面が大き

かった」（村上尚己「金融緩和政策が財政赤字を招くのか」、『アベノミクスは進化する』P120

～1）。「金融緩和政策の不徹底がもたらしたデフレは日本だけで起きた現象であり、そ

れが先進国の中で突出した公的債務を拡大させた主因である」（同、P132）。 

   「確かに日本は債務が累積していますが、それは主にデフレ不況が続いた結果です」

（朴・松尾ほか「宮部 彰さんに問う：緑の党・グリーンズジャパンの勝利と躍進を祈っ  

て」P4）。「政府・日銀が間違った政策（事実上の緊縮政策）を続けていたせいで、不況

が続いていた」（同、P１）。 

＊安倍政権は、増税を回避＝先延ばし“経済成長の復活によって税収を増やす”という路

線を採っている。すなわち、経済成長率を 19～22 年度に実質 2％以上、名目 3％以上

に、23～25 年度に実質 2.4％、名目 3.8％に高める。それによって GDP は現在（16 年）

の 540 兆円から 25 年度の 740 兆円に増えるから、税収は現在の 56 兆円から 81 兆円

へと 1.4 倍に増える。そして、政府の債務残高の対 GDP 比は、現在の 190％から 170％

にまで低下し、「財政健全化」が達成される、と（「中長期の経済財政に関する試算」17

年 1 月 25 日）。 

 → 前提になる高い経済成長（実質 2％、名目３％以上）の再生は幻想。 

＊“デフレ脱却（2％の「インフレ目標」達成）までは増税すべきでない”という主張。 

   「すべての政治家が一つだけ覚えておくべきことは、『デフレ脱却まで緊縮財政と金

融引き締めはやってはいけない』である」（高橋洋一「民進党は経済政策を見ても前途多

難だ」、「DIAMOND online」16 年 9月 22 日）. 

 「大企業への法人税増税や所得税の累進強化……をそのまま今の経済状況のもとで実

施すると、景気に対してマイナスの圧力をかけることになり、またも雇用が失われてし

まうのではないかというのは、多くの有権者が危惧することだ」。「そこで、当面景気が

あまりよくない間は、日銀が『無から作った』緩和マネーを使って、法人税や富裕層に

対する所得税の増税分に相当する金額のおカネを、設備投資補助金や一律の給付金と

して民間に戻す」（松尾 匡・朴勝俊など『民進党が勝利する経済政策のために』P24）。 



＊高橋や松尾の主張は、デフレ脱却までは増税ではなく、国債の大量発行を継続しこれを

日銀が購入する（金融緩和の継続）あるいは直接引き受けする、という提案になる。 

 

２ 不公正な税制（法人税と所得税の大幅な減税）こそ、多額の税収を失わせてきた。 

＊バブル経済崩壊後の税収の落ち込みの主犯は、経済成長の停滞よりも、景気回復を意図

した減税政策（所得税と法人税の減税）である。 

＊法人税率の度重なる引き下げ※によって、98～13 年度に失われた法人税収は 105.7 兆

円、13 年度だけでも 9.2 兆円に上る、という推計もある（吉田博光「法人実効税率の引

き下げに関する一考察」、『経済のプリズム』№144，2015 年 11 月） 

  ※法人実効税率は、97年度の 50％から 13年度の 37.0％に。 

 

＊企業利益の急増にもかかわらず、法人税収の伸び方は鈍い。 

 

            経常利益の増大    法人税収の伸び 

   2002年～07年度   22.5兆円       5.2兆円 

   2010年～15年度   24.5兆円       1.8兆円 

                          （日本経済新聞 17 年１月 28日） 

  ※法人税率の引き下げ（13 年度は 37.0％ → 14 年度は 34.62％ → 16 年度は

29.97％） 

   政策減税 15年度は 1.9兆円。 

＊アベノミクスの下で税収が約 12 兆円増えた最大の要因は、消費税率の 3％アップ（14

年 4月）である。 

   一般会計の税収は、12 年度から 16 年度にかけて 12 兆円増えたが（12 年度 43.9 兆

円 → 16 年度 55.9 兆円）、安倍政権はその理由はアベノミクスによる景気回復にあ

ると言う。所得税と法人税の税収も増加している（名目賃金の上昇、企業利益の急増に

よる）が、最大の要因は税率引き上げによる消費税収の 7兆円増である。、 

 

３ 大企業と富裕層への課税強化の余地は十分にある。 

＊低成長が続いているにもかかわらず、企業の経常利益と富裕層の個人金融資産だけは

急増している。 

＊アベノミクス（13～16年度）の下での経済成長率（年平均）は、実質で 0.8％、名目で

1.7％にすぎない。 

＊企業の経常利益は、12年度の 48.5兆円から 16年度の 75.0兆円へと、54.6％も増えて

史上最高に。その結果、内部留保も 406.2 兆円と、12 年度から 101.8 兆円の増大（う

ち資本金 10億円以上の大企業のそれは 196.0兆円と、53.2兆円の増大） 

                          （「法人企業統計」2016年度） 

＊個人金融資産は、1644 兆円（13 年 12 月）から 1809 兆円（17 年 1～3 月）に増大し、

史上最高に。富裕層（純金融資産 1億円以上）は 121.7万世帯で総額 272兆円と、世帯

数で 50％、金額で 11％の増大。 

＊景気回復・デフレ脱却まで増税すべきでないと主張する人びとは、一体どこを見ている

のか！ これだけ増えた大企業の利益と富裕層の金融所得への課税を強化しても、景

気回復（投資や賃上げ）に影響が生じるはずがない。 

 



４ 14年 4月の消費税率引き上げが景気回復・デフレ脱却を挫折させたのか。 

＊消費増税が駆け込み消費の反動もあって個人消費を落ち込ませたことは確かだが、そ

の影響は時間が経てば消えるはず。３年経っても個人消費の停滞が続いているのは、賃

金の上昇が鈍いこともあるが、社会保障の将来への不安が大きくなっていることが主

たる要因。「構造」的な問題なのだ。 

 

論点Ⅱ 「異次元の金融緩和」は効果があったのか 

１ 「異次元の金融緩和」（13年 4月）の本来の目標は、国債の大量購入によってマネタリ

ーベースを増やし、２％の物価上昇率（「インフレ目標」）を２年以内に実現するというこ

と。だが、２％のインフレ目標の実現（デフレ脱却）という目標達成は、６回も延期せざ

るをえず、失敗。 

＊マネタリーベース(世の中に出回るおカネ)は、「異次元の金融緩和」開始から４年間で

300 兆円も増えた（増加分は、すべて日銀の当座預金として積み上げられてきた）。し

かし、消費者物価上昇率（対前年比）は 14年に一時的に上昇したが、その後は低落し、

１％を切る水準が続いている。 

      

マネタリーベースの推移 

    2013年 3月   134.7兆円（うち日銀券 82.8兆円、日銀当座預金 47.3兆円） 

    2015 年 3 月   282.1 兆円（うち日銀券 89.2 兆円、日銀当座預金 188.2 兆円） 

    2017 年 3 月   436.2 兆円（うち日銀券 99.4 兆円、日銀当座預金 360.7 兆円） 

 

   消費者物価上昇率 

    2011年  2012年  2013年  2014年  2015年  2016年 17年 1～3月  

    －0.3   0.0     0.4    2.7    0.8   －0.1   0.3    

 

２ 「異次元の金融緩和」の効果は、円安と株高をもたらしたことであり、また金利をゼロ

近くに押し下げることで国債発行を容易にさせたことにある。 

＊円安は輸出向け製造業の大企業をはじめ企業の利益を急増させ、株高は富裕層を中心

に株式保有者の個人金融資産の急増を招いた。後者は、高級品の消費拡大という資産効

果を生んだ。また、株高は、公的年金（ＪＰＩＦ）の資産運用で利益をもたらした（13

～16年度で 28.1兆円）。 

＊日銀による国債の大量購入は長期金利をゼロ近くに押し下げたが、これによって国債

発行へのハードル（利払い費）が下がり、政府の財政出動が容易になった。新規発行の

国債を民間銀行経由で日銀がすべて買い上げる「財政ファイナンス」が行われた。 

＊金融緩和は、不動産投資バブルを引き起こしてきた。2020 年東京五輪に向けてのイン

フラ投資（ホテル、オフィスビル、道路など）の過熱によって、東京の最高路線価はバ

ブル期を超えた。不動産業界の売上高・利益は過去最高（売上高は 4 年間で全産業が

6％の伸びに対して、建設業が 12％、不動産業が 32％の伸び）。 

 

３ 「異次元の金融緩和」の擁護者たち（リフレ派）は、その成果は雇用の改善だと言う。 

＊雇用の改善は劇的に進んだ。 

  ◆失業率：4.2％（13年 1～3月） → 2.8％（17年 4月） 

  ◆有効求人倍率：0.9倍（13年 1～3月） → 1.48倍（17年 4月） 



  ◆雇用者数：5780万人（17年 1～3月）、4年間で 255万人の増加。 

＊雇用の質は改善されていない。 

  ◆雇用者の増加のうち、非正規が 136 万人と正規の 96 万人を上回っている（ただし、

16年は正規の増大 65万人が非正規の 3万人を上回る）。  

 ◆雇用増の主力は女性と高齢者。したがってパートなど短時間労働者が多い。 

＊雇用の改善は、生産年齢人口の減少による労働力不足の顕在化によって引きおこされ

た（飲食、宅配、ケアなどのサービスや建設業で目立つ）。アベノミクスの政策効果と

は必ずしも言えない。 

＊雇用の改善にもかかわらず、賃金や雇用者所得の上昇は鈍い。 

 雇用者報酬の伸び：253.4兆円（12年度） → 268.0兆円（16年度） 4年間で 5.8％

の伸びにすぎない。労働分配率は 72.3％（12年度）から 67.5％（16年度）に低下。 

 実質賃金：13～15年は連続して前年比マイナス、16年はプラス（0.7％）に転じたが、

17年は横ばい（1～7月は平均マイナス 0.2％） 

＊リフレ派は、金融緩和政策の成果は雇用の改善だと弁護するが、なぜ、どのようにして

金融緩和が雇用の改善を引き起こしたのかは説明しない。 

「[民進党は]金融政策について雇用政策であることを理解していない。……。世界標

準から見れば、まともな金融政策を行わない民進党は明らかに雇用無視であり、左派政

党に価しない」（高橋洋一、前掲）。 

「ＱＱＥ（量的・質的金融緩和）によって失業率が低下し、雇用が拡大し、賃金×雇

用の雇用者所得が着実に伸びている」。「確かに、物価上昇率は 2％の目標に届いていな

いが、雇用と所得から見れば量的・質的金融緩和は成功している。逆に言えば、実体経

済の好転なしに物価だけが上がったのであれば、量的・質的金融緩和は大失敗と断罪さ

れているだろう」（原田 泰「『我々は皆リフレ派である』 金融緩和の効果は絶大だ」、『週

刊エコノミスト』17 年 1月 24 日）。 

 → 厚顔無恥とは原田のことだ。リフレ派は、デフレは貨幣的現象であると捉えて、金

融緩和の継続による予想インフレ率の上昇が先行しそれが消費や設備投資や雇用の

拡大（実体経済の改善）を引き起こすという論理を主張していたはずだ！ 

 

４ 「異次元の金融緩和」を提唱・支持していた人びとのなかで、「反省」や宗旨替えが起

こっている。それは、金融政策の効果には限界があることを認めなければならない、とい

うものである。ただし、彼らは、そこから金融緩和の継続と積極的な財政出動を組み合わ

せるという相も変わらぬ政策（アベノミクスがすでに実行している）を提唱している。 

＊「初期のアベノミクスで効果が出たのは、人々により新しいインフレ的なレジームを期

待させたこともあるが、一義的には量的緩和が円レートの下落と結びついていたから

だ。ところがその後は、……金融緩和が円安に結びつかなかった。そのため特にこの 1

年間、量的緩和の効果が頭打ちになってきた感はある。円市場が動く時には金融政策だ

けで十分な収穫があったが、金利がほぼゼロの状況の中で徐々に量的緩和の効果が薄

れつつある。一番よいのは、金融緩和を続けながら財政支出あるいは減税をすること」 

（浜田宏一「インタビュー 金融緩和を続けながら財政出動を」、『週刊エコノミスト』16 年  

12 月 27 日号）。 

＊バーナンキ元ＦＲＢ議長は、かつて日銀に対してデフレ脱却のための積極的な金融緩

和を強く勧めたことで有名だが、5月に来日した際の講演で「現在の金融政策が限界に

近づいている」と指摘し、「金融緩和と財政出動の協調」を提案した。加藤 出によれ



ば、その際バーナンキは「私は楽観的過ぎた」「私は以前の発言のいくつかのトーンを

後悔している」と発言し、「日本の『構造問題』に気づいた」と指摘したという（「日銀

は日本経済に金をばらまく『打ち出の小槌』ではない」、「DIAMOND online」17年 9月 14 日）。 

「日本では、労働力の減少や生産性の伸びの低さが、『長期停滞』を招いていること、

そして高齢化が耐久財や住宅などの需要を抑え、企業が国内で設備投資を行ってもリ

ターンが低くなっている」。「そうした環境に置いて、金利は『短期だけではなく全期間

において実質的な下限に近づいている』ため、緩和策の『道具としては限界に達しつつ

ある』」。「私は、中央銀行がデフレを克服できる決意して緩和策を行うことに確信を持

ち過ぎていた」。 

 

５ 金融政策の効果が限定的であること、すなわち金融緩和によって力強い景気回復と経

済成長の復活をもたらすことができないことは、多くの人びとの共通認識になりつつあ

る。金融政策の限界は、日本経済（先進国経済）に構造的な変化が起こっていることによ

るからである。 

＊日本経済の低成長（1％成長あるいはゼロ成長）は、不況と好況の往還という「景気循

環」の問題ではなく、「構造変化」の問題である。１つは、人口減少に伴う労働力供給

の制約、もう１つはグローバル化（生産拠点と投資の海外への移転）である。 

＊人口減少に伴う労働力不足は、潜在的成長率を低下させる最大の要因である。潜在成長

率は自然利子率と近似である。“名目金利―予想インフレ率＝実質金利”という関係に

おいて、“実質金利＜自然利子率（≒潜在成長率）”になれば、投資が促進され経済が活

性化する、とされる。自然利子率が低下しているときに、金融緩和によって予想インフ

レ率を高めて実質金利を下げても、実質金利が自然利子率よりも下がることは困難で

ある。いいかえると、潜在成長率そのものが低下している場合に、金融緩和によって実

質金利を下げる政策は効果がない。 

＊「金融政策は長期停滞の克服には向かないからで、これは金融政策の本質にもかかわっ

ています。金融政策と言うのは、本来は景気安定化政策だから、景気がいいときには需

要を先送りし、景気が悪いときには需要を前倒しすることで景気をならそうとする政

策です。だから長期停滞論のように、成長率が右肩下がりになるような世界で金融政策

を発動して、需要を前倒しすると、……自然利子率をさらに押し下げる政策になるわけ

です」。「インフレにするためにどんどんマイナス金利を深掘りをすることがいいのか。

それは、日本経済が非常に大きな循環的な低下局面であるのか、それとも長期停滞的な

トレンドが問題であるのか、にかかってくるはずです。そういうことの判断なしにどん

どん深掘りしていって、とにかく需要を前倒しすることがよいとは思えません」。「景気

循環的な不況の場合と異なり、長期停滞論のような成長率が右肩下がりである状況で

は、どんどん金融緩和を強めてはまずい、と思います」（翁邦雄、北村行伸との対談「マ

イナス金利付き量的・質的金融緩和を問いなおす」、『経済セミナー』2016 年 10／11 月号

での発言）。 

＊松尾 匡たちは、低成長経済を「不況」の長期化として捉え、「構造変化」を捉える視

点が全く欠落している。彼らの議論には、人口減少に伴う労働力不足という問題は登場

しない。だから、金融政策と財政政策で「不況」（実は長期停滞なのだが）の脱出はで

きるという時代遅れの議論を展開する。 

   「これ[1990 年以降の経済成長率の低迷]は単に、政府・日銀が間違った政策（事実

上の緊縮政策）を続けていたせいで、不況が続いていたというだけのことです。経済学



の知見によれば、不況は金融政策と財政政策によって『治療可能な病』であり、……こ

の不況からの脱出のための経済政策こそが、大多数の有権者が永らく求めていたもの

なのです。そのたぐいの経済政策を安倍政権にやられてしまった」（朴・松尾ほか「宮部

彰さんに問う」P1～2）。「安倍政権が元来掲げた景気回復の金融政策や財政拡大の方向

は間違っておらず、一定の成果も観測されている」（松尾ほか「民進党が勝利する……」、

P26）。 

  → 景気循環論しかない彼らの経済学の貧困ぶりと粗野な議論には驚かされる。1990

年以降、日本が長期の経済停滞（デフレ）に陥った理由は、グローバル化による価格

競争の激化を背景にして、日本では企業の人件費切り下げによる賃金＝雇用者所得

のいちじるしい下落が続き、購買力が低下したことによる（この点は、吉川 洋『デ

フレーション』の指摘が当たっている）。 

   

         1995年  1997年  2004年  2008年  2012年  2014年 

 平均給与（民間）  457      467    439     430     408     415 万円 

  雇用者報酬    266.6   278.5   254.0    262.6   253.1   259.5 兆円 

 

Ⅲ 国債の大量発行と日銀による購入を続けても問題はないのか 

１ 政府の債務残高は 1000兆円を突破している。 

 ＊国と地方の債務残高：1093兆円（17 年度見込み）、対ＧＤＰ比 198％ 

 ← 862兆円（10年度）、173％ ← 692兆円（03年度）、133％ 

＊「国の借金」（国債、政府短期証券、借入金）：1071兆円（16 年度末） 

＊一般政府債務残高（政府、地方政府、社会保障基金）：1296兆円（17 年度見込み） 

＊国債残高：865兆円（17 年度見込み） ← 636兆円（10 年） ← 457兆円（03年） 

  

２ “財政危機は存在しない”論（1）――“純債務残高は取るに足りない” 

 ＊債務残高（負債）から金融資産を差し引いた純債務残高で見れば約 500兆円であり、実

質的な借金は 1000兆円の半分にすぎない。1000兆円の借金というのは、増税を狙う財

務省の誇大宣伝である。 

   「2014 年度末の時点で、国の資産は、総計 680 兆円である。……。このうち換金し

やすい金融資産は『現預金（約 28兆円）』＋『有価証券（139兆円）』＋『貸付金（138

兆円）』＋『出資（70兆円）』の計 375兆円にのぼる。次に、国の負債は、総計 1172兆

円に達している。……。このうち、『国の借金』と呼ばれるものは、『公債（885兆円）』

＋『政府短期証券（99兆円）』＋『借入金（29兆円）』の計 1013兆円である。では、粗

債務から資産を差し引いた純債務がいくらになるかと言えば、「1172 兆円－680 兆円」

で、約 492兆円だ。つまり、日本の実質的な借金は、巷間で言われている 1000兆円の

半分以下ということになる。……。2014 年度の『連結』財務諸表を見ると、純債務は

439 兆円となっており、単体ベースの約 492 兆円よりも少なくなっている」（高橋洋一

『日本はこの先どうなるのか』P100～１）。 

  ※資産のうち、有形固定資産（180兆円）などは換金できないから、純債務は「国の借

金」から金融資産を差し引いた額で見るべきである。この場合、638兆円になり、高

橋の 492兆円よりも大きくなる。 

  ※※なお、2016年末の「国の貸借対照表」によれば、資産は 672兆円、負債は 1193兆

円であり、差し引きの純債務は 520兆円になる。「国の借金」（公債 917兆円＋政府短



期証券 86 兆円＋借入金 30 兆円）計 1034 兆円からら金融資産（現預金 52.3 兆円＋

有価証券 125兆円、貸付金 116兆円、出資金 72兆円）計 365兆円を差し引いた純債

務は、669兆円になる。 

 ＊しかし、問題は、純債務残高もどんどん増え続けていて、その対ＧＤＰ比も先進国中で

最悪の水準であるということである。高橋は、この点を無視している。 

   純債務残高（中央政府・地方政府・社会保障基金を合わせたもの、ＩＭＦによる）と対

ＧＤＰ比は以下の通り。 

   655.2 兆円（17 年度見込み） ← 531・3 兆円（10 年） ← 352.6 兆円（03 年） 

   119.9％             106．2％         68.4％ 

 

３ “財政危機は存在しない”論（２）――“「統合政府」の視点から見れば、負債として

の国債は相殺され、対民間債務はなくなっている”。 

 ＊日銀を政府の子会社と位置づける「統合政府」の視点に立てば、政府の負債である国債

残高と日銀が資産として保有している国債とは、勘定の上で相殺されてしまい、政府の

対民間債務はなくなる、というわけである。 

   「日本銀行は政府の子会社である。経済学では、政府と日本銀行は『広い意味の政府』

と認識されており、一体のものとして……これを『統合政府』と呼ぶ……。2015 年度

末の日本銀行のバランスシートを見ると、資産は総計 405 兆円で、そのうち国債が約

340 兆円である。負債は約 402 兆円で、そのうち発行銀行券が 96 兆円、当座預金が約

275兆円である。この数字をもとに、日本銀行も含めた連結ベースで国家財政を考える

と、日本政府の純債務は約 100兆円ということになる（2015年 3月末）」（高橋、前掲）。 

  つまり、政府の抱える純債務（負債）439兆円は、子会社である日銀の保有する国債

（資産）340兆円と相殺されるから、残った純債務は約 100兆円になる、というわけだ。 

＊さらに、日銀が保有する国債が 400兆円にまで増えたから、純債務はいっそう減ること

になる。 

  「統合政府の考え方をとれば、アベノミクスによる量的緩和で、財政再建がほぼでき

てしまったといえる」（高橋「日本の財政再建は『統合政府』で見ればもう達成されてい

る」、「DIAMOND online」17 年 2月 23 日） 

「統合政府のバランスシートで見れば、政府の債務である国債残高は、日本銀行が保

有する国債資産で相殺されるから、今の日本の財政問題はほぼなくなった」（高橋「教

育投資の財源は『こども保険』より『教育国債』が筋がいい」、「DIAMOND online」17 年 5月

12 日）。 

つまり、日銀のバランスシートは、資産の保有国債がさらに増えて 437 兆円（17年 6 月、

保有比率が 40％を超えた）になったから、政府の純債務は完全に相殺され、対民間債務は

なくなる、ということになる。 

 ＊高橋の主張の尻馬にそのまま乗った軽佻浮薄な議論をする人間もいる。 

   「『膨大な財政の累積債務』は、自分たちの天下り先を確保しながら、増税をもくろむ財

務省の官僚たちの意見と同じです。……。現実の日本の財政を全体的視点で捉えれば、実は

それほど悪いものではありません。……。2015 年 3月 31 日時点で、バランスシートの負債

の側に 1172 兆円が計上されていました。しかし、資産の部には金融資産が 396 兆円、固定

資産などは 180 兆円、運用預託金が 104 兆円あって、これらを差し引いた純負債は 492 兆

円にとどまります。……。また、『日本銀行は政府の子会社だ』とする『統合政府』の考え

方をとった場合には、状況はさらに健全です。近年、日銀が『量的金融緩和』と称して毎年



60～80 兆円のペースで国債を買い取り、その金庫の中に 385 兆円もの国債を回収[？]した

ことで、国としての債務、つまり民間と外国に対する債務はほとんどなくなっているという

事実があります」（朴ほか「宮部 彰さんに問う」P4）。 

 

４ “統合政府として見れば、財政再建はされてしまった”という手品のような議論に反論

する。 

(1)財政危機は解決されたはずなのに、国債の利払いと償還が行われ、その額は増え続けて

財政を圧迫する。 

＊国債の利払い(一般会計)は９兆円（17 年度）であり、超低金利のおかげでこの間は緩

やかな増大にとどまっている。 

  

国債の利払い額の推移 

  04年  08年  12年  13年  14年  15年  16年  17年 

    8.7   9.3     9.8   9.8   10.0   10.1   9.8   9.1  (兆円) 

  

＊しかし、財務省の試算（2015年度）でも、政府が望むように経済成長率が名目 3％になる

と長期金利は上昇するから、利払い額は 24.6 兆円（24 年度）に急増する。ちなみに、

長期金利が 4％であった 97 年には、国債残高は 258 兆円にすぎなかったが利払い額は

10.6兆円もあった(17年の国債残高は 865兆円)。 

 ＊償還分を含めた国債費は、緩やかだが毎年増え続けている。 

   

  国債費（利払い＋償還）の推移 

05年  08年  12年  13年  14年  15年  16年  17年 

    17.5    20.1    21.9     22.2    23.2    23.4   23.6    23.5  (兆円) 

 

 ＊財務省の試算では、安倍政権が描くように経済成長率が 20 年代に名目 3.8％、実質

2.4％の高成長に再生すると長期金利が上昇するから、国債費は 46.9 兆円（25 年度）

に倍増し、一般会計歳出の 34．2％（17 年は 24.1％）を占めるまでになる。また、経

済成長率が 20年代でも名目 1.3％、実質 0.8％という低成長の場合でも、国債費は 35.4

兆円（25年度）に増え、歳出の 28.9％を占める。 

(2)日銀が大量の国債を保有し続けると、金利が上昇すれば日銀に損失が発生する。これを

避けようとすれば、金融引き締めのための金利引き上げといった金融政策を行う余地

（自由度）が奪われてしまう。 

 ＊“国債の利払いが増えても、国債の大部分を日銀が保有すれば日銀の収益が増えるだけ

で、それは政府への納付金の増大になるから問題はない”という反論がある。 

 ＊高橋たちの議論の重大な欠陥は、日銀の資産としての国債の保有が増えるのに対応し

て、負債としての当座預金が増えつづけているという問題を無視することである（日銀

の当座預金は、13年 3月の 47.3兆円から 17年 3月の 360.7兆円へと 7.6倍増）。 

「異次元金融緩和の結果、民間が保有する国債残高は激減し続けているから、統合政府

府でみると日本政府の財政状況は劇的に好転しているという議論をみかけることがあ

る。しかし、この議論は、異次元緩和で民間の保有する国債はへっている反面、民間に

対する負債として日銀当座預金が増えていることの評価を誤っている。……日銀当座

預金は銀行券のように無利子を前提にすることはできず、金利を引き上げるには超過



準備への付利が不可欠だからだ。この観点からは、日銀が長期国債を大量に購入するこ

とによって起きていることは、統合政府の負債の期間構成が短期化しているにすぎず、

必ずしも有利子の負債が不可逆的に減少しているわけではない」（翁『金利と経済』P213

～5）。 

＊日銀は、負債としての当座預金の大部分に利子を付ける一方で、国債などの資産運用に

よる利子収入を得る。超低金利の下では、当座預金の利子は 0.1％という低い水準だが、

国債の平均利回りも 0.4％にすぎない。国債の運用による利子収入と当座預金への利払

いの差が通貨発行益（シニョレッジ）※である。このなかから国庫納付金が政府に支払

われる。 

※これは、日銀が政府から通貨発行権を独占的に与えられることによって得られる利

益である。2016 年 3 月期では、国債などから利息収入および株からの運用益が 1 兆

5190 億円、当座預金などへの支払い利息が 2220 億円で、利ザヤが 1 兆 2970 円であ

る（吉松 崇「中央銀行の出口の危険とは何か」、『アベノミクスは進化する』P195）。 

 ※２％のインフレ目標が達成されたり、何らかの経済情勢の変化が生じることによって

金融引き締め（金利引き上げ）が求められる場合、当座預金への付利を引き上げる必要

が生じる。その際、付利の水準を 0.4％以上に引き上げるだけで逆ザヤ（国債からの利

息＜当座預金への利払い）が発生する。逆ザヤが１％発生すると、当座預金が 300兆円

を超えているから年 3兆円の損失が出ることになる。 

「日銀の自己資本をみると、資本金はわずか 1億円、準備金は約 3.2兆円、引当金は

約 4.3兆円というレベルにすぎません。日銀は、正常化局面に入って、当座預金への付

利の引き上げを始めれば、あっという間に『逆ざや』に陥り、国内外の金融情勢次第で

は、わずか数年のうちに自己資本を食いつぶして債務超過に陥りかねないという状況

にあるのです。日銀の木内登栄審議委員は、……大規模緩和の出口（終了）段階で日銀

当座預金につける金利（付利）を現在の 0.1％から仮に２％に上げた場合、『約７兆円

の損失が出る可能性がある』との試算を明らかにした」（河村小百合『中央銀行は持ちこ

たえられるか』P112～3）。 

   また、リフレ派の吉松 崇も、2019 年 3 月までにインフレ目標 2％と名目ＧＤＰ成

長率 2.5％を達成し、国債保有残高が 590 兆円になると仮定して、「出口」において当

座預金への付利を 2％とした場合、日銀の経常損益は 22年 3月から 28年 3月までの 7

期合計で 14 兆 9500 億円の累積損失になると試算している（吉松、前掲Ｐ200～2）。た

だし、吉松は、「累積経常赤字による債務超過に陥ったとしても、長期国債の償還が進

めば経常利益が再び黒字化し、その後、安定的な経常利益が見込まれる」（P204）から

「日銀が債務超過に陥っても、これを放置しておいて何の問題もない」（P206）と言う。 

 ＊また、金利の上昇は国債価格の低落を引き起こし、大量の国債を資産として抱える日銀

に巨額の含み損が発生することになる。そのため、買い入れてきた国債を売却して資金

を吸い上げる金融引き締め（売りオペ）の方法を用いることは封じられる。 

   「日銀は 2015 年度決算発表の席上で、金利が 1％上昇した場合、日銀自身の国債の

含み損が 20.6兆円に達することを明らかにしています。こうした点からも、日銀にと

ってＦｅｄと同じく、買い入れてきた国債を金利上昇局面で売却してバランス・シート

を回復したり、超過準備を解消しようとするのは、日銀自身が被ることになる売却損が

あまりにも嵩んでしまい、非現実的な選択肢であろうということがわかります」（河村、

前掲Ｐ110）。 

＊したがって、日銀が「逆ザヤ」の発生を回避しようとすれば、金利の引き上げをおさえ



ねばならず、金融政策の機動的な発動が自縛されてしまうことになる。 

   「現在のようなマイナス金利、ゼロ金利状態が永続するはずはなく、いずれは金利を

少しずつ上げていかざるを得なくなります。そうなれば、抱え込んだ巨額の当座預金す

べてにつける金利を引き上げることになり、それが万一、日銀が資産の方で抱え込んで

いる国債の金利を上回るようになったとき、日銀は逆ざやとなって債務超過にならざ

るをえなくなる……。最終的には中央銀行としての金融政策運営が制御不能な状態に

陥り、インフレの進行を止められなくなるかもしれません。要するに、今のような状況

下ではインフレの進行を止められなく以前に、中央銀行自身がその財務運営上、自力で

立っていられなくなってしまう可能性が高くなってしまいます」（河村、前掲 P207～8）。 

 ＊松尾たちは、物価がインフレ目標を超えて上昇する局面では金融引き締め政策に転じ

ればよいと気楽に言っているが、巨額の国債を買い入れることに伴う当座預金の膨張

が金利引き上げを難しくする問題をまったく無視している。無責任の極みである。 

   「統合政府のバランスシートで考えているというのは、日銀が購入した有償還・有利

子の国債が、無償還・無利子[？]のマネタリーベースと置き換えられることだ。それを

やれば、インフレになるのはわかっている。ただし、筆者は過度なインフレにならない

ようにインフレ目標も主張している。こうした手が打てるのはデフレだからであり、イ

ンフレ目標２％を超えてまで行う必要はない」（高橋「日銀当座預金に債務性があるはず

がない。田中秀明教授に再反論」、「DIAMOND online」16 年 12月 1 日） 

  「私たちも……日銀のお金による財政支出が無制限に行われるべきだと言っている

のではありません。物価安定目標は守られなければなりません。将来景気が行き過ぎて

物価上昇率がそれを超えた場合には、金融引き締めや増税を伴う財政再建を進めるこ

とが必要となります」（朴ほか「宮部 彰さんに問う」P4～5）。 

 

論点Ⅳ 社会保障費用の削減はどこまで可能か 

１ 介護サービスの縮小は誰を苦しめるか。 

＊介護費用は 10兆円を突破し（15年）、25年には約２倍の 19.8兆円に増大。 

＊介護保険から要支援者への生活支援サービス（掃除、洗濯、買い物、調理）と通所サー

ビス（ディサービスなど）を外し、市町村の事業に移行（16年度から）。生活支援サー

ビスを家事代行サービスのように「過剰」利用しているという批判もあるが、サービス

縮小で困っている人も多い。 

＊特養への入所資格を要介護３以上に制限（15年度から） → 待機者は 52.4万人（14

年 4 月）から 36.6万人（17 年 3月）に減少。介護施設の居住費や食事代の補助対象を

縮小、自己負担の増大。 

＊一定所得の人（65 歳以上で合計所得が 160 万円以上）の介護保険の自己負担額を 2 割

に引き上げ（15年度から）。 

＊厚労省は、要介護１・２の人へのサービスを介護サービスから外すことを検討。 

＊全体として公的な介護サービスの縮小によって、サービスを受けられない人、自己負担

が増えた人が増大。 

 

２ 医療サービスの効率化はどこまで可能か。 

＊医療費は 40兆円に達し（15年）、25年には 1.4倍の 54兆円に。 

＊高額薬価の引き下げ（抗がん剤「オプジーボ」の値下げ）／薬剤費は約 8 兆円、16 年

度の医療費は 41.3 兆円で、前年より 2 千億円減少したが（14 年ぶり）、高額薬価の引



き下げの効果。米国と日本の製薬会社は薬価引き下げに抵抗。 

＊過剰診療の抑制／紹介状なしの大病院受診には定額（5000円以上）の自己負担（16年）。 

＊病院から在宅医療への移行促進／入院日数の短縮（15 年の一般病棟の平均入院日数は

16.5日、10年間で 3.3日短縮） → 重症の人も退院させる。入院時の食事費負担の

引き上げ。厚労省は医療機関の病床数を 134.7万床から 115～119万床に削減し、29.7

～33.7万人を在宅医療に移す計画。 

＊混合診療（手始めに「患者申し出療養」）の導入／保険外診療（全額自己負担）との併

用を拡大 → 将来的には公的保険が適用される治療・投薬の縮小の危険性。 

＊子どもの医療費（自己負担額）の無料化が若い世代の流入促進策ともなっている。 

＊医療費は、薬価の引き下げ、過剰な検査や投薬の制限などによって効率化は可能だが、

高齢化の進展や少子化対策によって増大。公的保険の適用範囲の縮小に警戒の必要。 

 

３ 年金給付の削減はやむをえないのか 

＊年金給付費は 56.7兆円（16年）になり、25年には 1.07倍の 60.4兆円に。 

＊「マクロ経済スライド」で年金支給額を実質的に引き下げている。 

＊年金支給年齢の引き上げ（65歳 → 67～68歳）が検討されている／高齢者の就労促

進。「生涯現役」論の意義と限界。 

 ＊国民年金だけの受給者は、生活保護給付よりも低い。生活保護なみの最低保障年金の税

投入による導入が必要。代わりに、厚生年金を含む基礎年金への一律の税投入をやめる。 

 ＊年金課税を強化し、相対的に豊かな年金受給者の税負担を強化。 

 

論点Ⅴ 大企業と富裕層への課税を強化すれば、消費増税は不必要か 

１ 少子高齢化と成長なき時代には、「助け合い」／「支え合い」／「連帯」によって生き

る選択しかない。公正な増税が必要不可欠であるという政治的合意形成が鍵を握る。 

＊「自己責任」「自己負担」による生活保障が可能なのは少数の高所得者に限られる。 

＊「みんなの支え合い（税）」による生活保障（最低所得保障と医療・介護・保育・教育

のほぼ無償のサービス提供）に頼って生きるしかない。また、経済成長による税収の自

然増は幻想であり、国の借金をさらに増やすだけだから、みんなが税負担を増やす（増

税）以外にはない。 

＊同時に、成長なき時代には税収の伸びは小さいから、税による公的サービスの拡充だけ

に頼ることはできず、地域でのコミュニティの再生と助け合い・支え合いの積極的な創

出が重要性を増す。 

 

２ 不公正な税制（減税政策）によって失われた税収は、巨額である。 

（1）金融所得（株の売買などによる）への低率の比例課税（20％、03～14年は 10％）、所

得税の累進性の緩和。 

（2）法人税の税率引き下げと政策減税（租税特別措置など）。 

（3）相続税の引き下げ。 

（4）富裕層と大企業のタクス・ヘイブンを使った「節税」＝租税回避行動によって、巨額

の税収が失われた（日本だけでも 13年度に 5.1兆円の税収の喪失、The Tax Justice Network）。 

（5）他の税収が減るなかで日本では消費税の比率が高まってきたが、これは世界的な傾向であ

る。各国政府は、グローバル化のなかで所得税や法人税を大幅に引き下げる国際的な競争を展

開した結果、税収の減少に見舞われこれをカバーするために大衆課税の強化としての消費増



税に依存することになった。消費増税は、グローバル化に伴う不公正な租税構造の出現のなか

で浮上してきたという面をもつ。 

 

３ 日本の租税負担率はいちじるしく低いが、税負担の引き上げに反発する「租税抵抗」感は大

きい。その理由は、中間層の受益がないターゲッティズムにだけあるのではない。 

（1）その最大の要因は、政治、とくに政権に対する不信感の強さである。 

（2）誰もが必要とする対人社会サービスの貧弱さも、大きな要因である（井手英策）。年金と医

療サービスはそれなりに充実しているが、介護サービスと子育てサービス、教育は貧弱である

（家族介護を含め自己負担が大きい）。 

（3）税負担は軽いが、社会保険料の負担が増えつづけてきたために重税感が強くなっている。

しかも社会保険料には一律＝定額部分があり、低所得層の負担が過重になる逆進性がある。 

（4）税負担の不公平さに対する不信と批判が強い。負担が重くても公平であれば人びとは負担

を受け入れるが、不公平であれば負担を拒むのは当然である。ただし、日本では税負担の不公

正さに対する不信と批判は、水平的関係（源泉徴収の勤労者と申告納税の自営業者の間、また

低い年金課税の高齢世代と勤労所得税の現役世代の間）における不公平に向けられていて、垂

直的関係（富裕層と中間層・低所得層、巨大企業と勤労者）における不公正さには強く向けら

れてこなかった。 

（5）日本では、左翼政党が増税路線に躊躇して、大衆迎合の減税路線を主張してきた。経済成

長による税収増を前提にした“軽い税負担で大きな福祉を”という発想に固執してきた。選挙

で増税を訴える政党はなかった。 

 

４ 現在の不公正な税制の抜本的な改革を先行させると同時に、すべての人の税負担を引

き上げる。 

（1）グローバル化に伴う租税負担の不公平をなくす／タクス・ヘイブン（の子会社）を利

用した多国籍企業や富裕層による租税回避行動をやめさせる（タクス・ヘイブンの子会社

の利益あるいは配当に本国並みの税を課すなど）。 

  → 約５兆円の税収増が可能。 

（2）税負担の垂直的な不公平性を改革する（その１）。所得税は、勤労所得と金融所得を合

わせた総合課税とし、金融所得に対して累進課税を適用する。所得税の累進性を強化する

（最高税率の 60％への引き上げ、税率の段階刻みを増やすなど）。 

  → 金融課税で約４兆円、累進性強化で約５兆円の税収増が可能。 

（3）税負担の垂直的な不公平性を改革する（その２）。法人税は引き下げず、大企業向けの

政策減税（租税特別措置）を大幅に圧縮する。企業の内部留保に対する課税の導入を工夫

する。 

  → 法人税率 1％引き下げで約 0.5兆円の税収減。 

（3）税負担の垂直的な不公平性を改革する（その３）。資産課税を強化する（富裕層向けの

相続税の最高税率の引き上げ、富裕税の導入の検討）。 

（4）税負担の水平的な不公正性を改革する。世代間公平性を担保する消費税率を引き上げ

る（逆進性緩和措置の導入が必要）、厚生年金受給者への年金課税を強化する。 

  → 消費税率 1％引き上げで約 2.7兆円の税収増。 

 

５ 公正な税制による増税だけでは、社会保障費用を賄うだけの財源確保は難しいだろう。

公正な税制への改革を先行させた上で、消費増税を行うことを明言する。 


