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五十嵐レポート 2018 年 5 月 31 日 

 

改めて財政の健全化を考える 

 

増税しても景気は悪化しない？ 

2019 年 10 月に予定されている消費税の増税に向けて、経済への悪影響を緩和するための

対策の原案が明らかになった。19、20 年度の当初予算に盛り込むという。住宅や自動車と

いった高額の消費を喚起する税制改正や、前回 14 年の増税の際には禁止された「増税還元

セール」を今回は解禁するといった対策がとられるようだ。 

やや具体的にみると、住宅では住宅ローン減税の拡充が考えられているようだ。「19 年

10 月の消費増税後に減税額を一時的に引き上げる案や、21 年 12 月末までの期間を延長す

る案」（5 月 15 日付け日本経済新聞）などがあるという。確かに、消費税が 2％上がると

1000 万円あたりでは 20 万円に相当するだけに少なくない金額だ。それが減税されることの

影響は大きいだろう。また、自動車では、消費税増税に合わせて自動車取得税（普通車で

購入価格の 3％）の廃止が予定されている。ただし、「車の燃費に応じて税率が 0～3％に

変わる新税」（同、日経新聞）が導入されるようだが。 

税率が 8％から 10％に引き上げられる今度の増税では、5 兆円強の増収が見込まれるが、

そのうち軽減税率の導入や教育無償化に振り向けられる合計 2 兆円超を差し引いた 2～3 兆

円がこうした対策費に計上されるようだ。そうであれば、増税による増収分は全部使って

しまい、財政の健全化には一切回らないことになる。 

また税制とは別に企業向けの対策も検討されている。増税後の「一斉値上げ」の回避を

狙ったものだ。前回の増税時に、増税後の「消費税還元セール」を禁じた「転嫁対策特別

措置法」が作られたが、これを改正してセールを解禁するという。さらに業者に税込みの

価格である「総額表示」の採用を促して、消費者に消費税を意識しづらくさせるつもりの

ようだ。しかし消費税は消費者が負担する税金だ。自分がいくら税金を払っているのかを

知らなくていいのだろうか。 

 

消費増税がもたらす影響 

消費税を増税しても景気を悪化させないように万全を期す、という意味では理解できる。

しかし大きなコストがかかる。いったい何のための増税なのかという思いを禁じえない。

極めて近視眼的な政策運営だと言うべきではないか。増税すれば、それなりに景気に悪影

響が及ぶのは自然なことだ。消費税を増税すれば消費者の可処分所得が減少する。消費が

減る。だからその分景気が悪くなる筋合いだ。 

景気が拡大（経済が成長）することを「上りのエスカレーター」に乗って 1 階から 2 階

に向かっていることだとイメージすると、消費増税の影響とは、2 階に着きそうなところか

ら、改めて一段下のエスカレーターに乗り換えさせられるようなものだ。しかしそれが上

りのエスカレーターである限り、時間的には遅れるとしても必ず 2 階には着くのだ。 
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だから問題は、今乗っているエスカレーターが「上り」であるかどうかである。政権が

恐れているのは、消費税を増税すると、エスカレーター自体が「下り」に変わってしまう

のではないかということだろう。しかし、それは杞憂だ。「消費増税＝可処分所得の減少」

は、エスカレーターの向きを「構造的に逆転」させるのではなく、現在われわれが立って

いるエスカレーター上の位置を、一段低い所に移してしまうことに過ぎないのだ。 

 

経済成長 vs. 景気回復 

「経済成長なくして財政健全化なし」が現政権のモットーだ。それ自体は全く正しいと

私も考える。ただし「経済成長」は「目先の景気回復」のことではない。長い目で見た経

済の「持続的な拡大」である。この区別は重要だ。なぜなら目先の景気悪化を恐れて打つ

経済対策が、「経済成長」に役立たないばかりか、財政状況のいっそうの悪化を招いて、

将来的に「経済成長」を損なう可能性は小さくないからだ。 

政府が追加支出（歳出の増加または減税）を行うと、国民の可処分所得が増加するから、

支出が増えて「景気回復」につながる。その年の経済成長率が高まるのは確かだ。しかし

翌年、政府の支出額が元に戻ると、国民の可処分所得も前年比では減少して支出が減る。

翌年の経済成長率はマイナスだ。これを避けようとすれば、政府は翌年も追加支出を行わ

なければならないが、前年と同額だと経済成長率はゼロだ。政府支出によって翌年の成長

率もプラスにしようとすれば、翌年の政府の追加支出は前年の額を上回る必要がある。 

こうして、政府が追加支出することで本来の経済成長、つまり経済の持続的拡大を実現

させようとすれば、追加支出の額を毎年増やし続けなければならなくなる。そんなことは

今の財政状況の下では不可能であるのは明らかだ。 

実際、歴代の政権がやってきたことは、何かの理由で景気が悪くなるとすぐに財政出動

（主として補正予算）という形で景気対策を打つことだった。それらがすべて不要だった

と言うつもりはない。必要不可欠な対策も当然あった。たとえば「リーマンショック」で

需要が一時的に「蒸発」してしまった時とか、震災で広範囲に深刻な被害が生じた時など、

政府の出番は不可避だった。しかし、その他多くの財政出動は、あくまで一時的な「痛み

止め」の類であって、「呼び水」として本来の経済成長に貢献するようなものでなかった

ことは承知しておかなければならない。「今、赤字を増やしてでも政府が景気対策を打て

ば、経済成長率が高まって、先々税収増加となって戻ってくる」というのは幻想なのだ。

換言すれば、いわゆる「財政支出の乗数」の大きさはせいぜい 1 であって、それを大きく

上回ったりはしないのだ。 

 

新しい財政健全化計画 

政府が 6 月に新たにまとめる財政健全化計画では、元々は 20 年度までに達成するつもり

だったプライマリーバランスの黒字化を、25 年度に先送りすることになるようだ。加えて

中間段階にあたる 21 年度に 3 つの指標で財政状況を検証するという。その 3 つの中間目標
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は、①債務残高の GDP 比を 180％台前半に、②プライマリーバランス（PB）赤字の GDP

比を 1.5％程度に、③財政収支の赤字を GDP 比 3％以内に、それぞれ抑えるというものだ。 

内閣府が今年 1 月に経済財政諮問会議に提出した「中長期の経済財政に関する試算」に

よると、この 3 つの指標の予測値は以下のようになっている。 

まず、今後成長率が緩やかに上昇していき、20 年代前半に実質 2％、名目 3％以上の経済

成長が実現する「成長実現ケース」では、21 年度の①債務残高の GDP 比率は 178.5％、②

PB 赤字の GDP 比率は 1.7％、③財政収支赤字の GDP 比率は 2.6％となっている。ちなみに

このケースでは、名目 GDP は 20 年度頃には 600 兆円に達しているのだが、3 つの中間目標

のうち、PB 赤字以外の 2 つは達成できているとの予想だ。 

他方で、経済成長率が中長期的に実質 1％強、名目 1％台後半程度となる「ベースライン

ケース」では、21 年度の①債務残高の GDP 比率は 183.4％、②PB 赤字の GDP 比率は 1.8％、

③財政収支赤字の GDP 比率は 2.8％という予想だ。ここでも PB 赤字を除く残り 2 つの目標

は達成される見込みになっている。 

いずれのケースについても、財政面での想定は共通しており、そこでは思い切った歳出

の削減や追加の増税といった施策は用意されていない。いわば自然体で行っても、想定し

たマクロ経済環境の下では、中間目標はおおよそクリアできるというわけだ。 

そういう甘い計画だからこそ、この試算では想定されていなかった「消費税の増収分は

すべて使ってしまう」という施策が浮上する余地があったのだと思われる。2000 年以降、

2016 年度までの年平均成長率は、名目で 0.9％、実質が 0.2％だ。その間に、世界金融危機

（リーマンショック）や震災に見舞われたことで平均成長率が押し下げられた面はあるが、

これからも何があるかわからない。ベースラインケースですら楽観的すぎる可能性がある

ことは心しておくべきだろう。 

 

財政健全化いつやる？今でしょ 

一般論としては、財政の健全度合いを測るもっとも重要な指標は「債務残高の GDP 比率」

だろう。所得に比べて借金の残高がどれくらい大きいかという指標であり、毎年の利払い

額にしろ、元金の返済額にしろ、それらの支払い負担の重さを知る上で不可欠の指標だと

言えるだろう。 

PB が重要なのは、債務の支払い金利と GDP 成長率が同程度だという前提に立てば、PB

がバランスすれば「債務残高の GDP 比率」が安定するという関係があるからだ。さらに PB

が黒字化すると、債務残高比率が低下することになる。逆に PB の赤字が続くと、債務残高

比率は上昇し続けるのだが、現在はその比率が低下しているのは、日銀が膨大な量の国債

を購入しているために、金利が理不尽な水準にまで低下しているからだ。しかし、そんな

状態が未来永劫続くはずはないので、できるだけ早期に PB の黒字化を達成して、債務残高

比率を着実に押し下げていくことが必要なのだ。 

そのためには、たとえば歳出改革（削減）は避けては通れない。国債費を除く歳出額の

半分は社会保障費だから、この支出の増加に歯止めをかけることはきわめて重要である。
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この点に関連して、16～18 年度の 3 年間については、社会保障費の増加額を合計 1.5 兆円

に収めるという目安があった。この方針は守られたのだが、次の 19～21 年度には数値目標

を置かないということになりそうだという。 

周知のように、急速な高齢化の進展で医療費が急増している。一人あたりの年間医療費

を比較すると、65 歳未満が 2.5 万円、65～74 歳が 7.6 万円、75 歳以上が 35 万円だ。一人あ

たり介護費は、65～74 歳が 1.4 万円、75 歳以上が 14 万円である。75 歳以上では桁違いに

大きいことがわかる。 

一方、新たに 75 歳に達する人口の大きさを見ると、16～18 年度は 150 万人（毎年）程度

だったが、終戦直後に生まれた人たちが 75 歳に達する 20～21 年度は 130 万人程度に減少

する。しかし 22～24 年度はベビーブームの影響で 200 万人を超えることがわかっている。

財務省は 20～21 年度は社会保障費の増加額を年あたり 1000 億円規模で圧縮できると主張

しているが、22 年度以降のことを考えれば当然だろう。しかし「政治的に」それが実現し

ないのが現状なのだ。 

財政赤字の拡大（歳出の拡大）を容認したり、赤字の削減（歳出の削減、増税）を退け

たりする際に、「財政赤字を拡大させても、景気がよくなれば税の増収で返ってくる」、

「財政の健全化に拘ると景気が悪化し、財政はむしろ悪化する」といった主張がなされる。

しかし目先の景気と経済成長は別物だ。経済成長を実現することは財政を健全化させる上

で極めて重要である。しかし、財政支出を操作することで目先の景気に影響を及ぼすこと

はできても、持続的な経済成長を実現する力はない。 

耳あたりのいいことを言い、能天気で都合のいい論理を振り回して、将来に禍根を残す

ような政策を取るべきではない。放漫財政の付けが回ってきた時に、それを推進した人間

がこの世にいないといったことになるようなら、責任の取りようがないではないか。 

 

（ＭＵ投資顧問客員エコノミスト 兼 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

調査本部 研究理事 五十嵐敬喜） 
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