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五十嵐レポート 2019 年 10 月 31 日 

 

増税と経済成長は両立しないのか 

 

消費税の増税 

10 月 1 日に消費税率が引き上げられた。8％から 10％への引き上げは、例えば 10,800 円

の販売価格が 11,000 円に値上がりすることを意味するが、その影響は大きいとも言えるし、

大したことはないとも言える。あるテレビ番組で街頭インタビューの様子を見たが、何十人

かに聞いた反応は、大半が大した影響はないというものだった。とはいえマクロで見ると、

税率の引き上げに伴う物価の上昇率が今の賃金の上昇率を上回るとすれば、家計の実質所

得を減少させるから、景気にはそれなりの下押し効果が生じる筋合いだ。 

また、景気が勢いを失いつつある中で引き上げられるというタイミングの悪さはあるだ

ろう。消費税率の引き上げは、決めてすぐに実行できるものではないので、景気循環局面を

見極めて実施すべきものだとは思わないが、景気悪化局面で引き上げれば、その分景気への

悪影響が大きくなることは否めない。 

 

消費税は消費者税なのか 

税理士である友人から、「消費税といっても実体は『税額控除付きの売上税』なんだ」と

聞いた。確かに、国税庁のホームページには「消費者が負担し事業者が納付します」と書い

てあるが、消費税法を読むと「課税資産の譲渡等をした事業者は消費税を納めなければなら

ない。ただし仕入・経費で負担した消費税は控除できる」とあるだけで、消費者が負担する

間接税だとは書かれていない。 

仮設例で考えてみよう。今、消費税率が 5％で、105 円で売られている小売商品があると

する。次に、税率が 10％に上がった際に、売り手が「増税分還元セール」と銘打って、この

商品を引き続き 105 円で販売するとどうなるか。売り手の納税額は 10.5 円（105 円×10％）

から仕入等で控除すべき税額を差し引いた分となる一方、買い手は増税分を払わずに済ん

だと認識するだろう。 

これで取引も納税も貫徹し、買い手が脱税の批判を受けることもない。あるいは消費税が

滞納されれば、税を徴求されるのは事業者であって消費者ではない。販売価格を決めるのは

あくまでも事業者なのだ。 

そうなると、今の消費税は事業者にとってのコストだとみなすことができる。事業者のコ

ストは他にも様々あるわけで、本来、その一つの増加をことさらに騒ぎ立てる必要はないは

ずだ。コストの増加であるなら、事業者はその一部または全部を価格転嫁してもよいし、し

なくてもよい。そのタイミングも自ら選べばよいのだ。円安を通じたデフレ脱却（輸入コス

ト上昇の価格転嫁）を目指しているような国で、消費増税による価格上昇だけを大問題だと

騒ぐのもおかしな話だ。 
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消費税を間接税だと定義し、どうしても消費者に負担させたいのなら、店頭での表示は税

抜き価格に統一して、購入・支払いの都度、消費者が納税額を認識できるようにすべきだろ

う。 

現実には、実体は売上税だとしても、消費税という名称で増税されたので、我々消費者は

必要以上にナーバスになって、財布の紐を締めてしまいがちだ。今後も、この形の税を増や

していかなければならないのだとすれば、例えば毎年 0.5％ずつ、淡々と引き上げていくと

いったやり方が望ましいかもしれない。 

 

財政出動は是か非か 

さて、景気の鈍化局面で消費税率が引き上げられて、痛みの軽減策も時限的なものだから、

その期限が切れる来年半ばには景気を下押しする力はもう少し大きくなる。そのとき政府

はどのように対処するだろうか。 

金融政策がすでに行き詰っていることは明らかであり、少なくとも「効果的な」追加緩和

策はないと言ってよいだろう。そうなると期待されるのは財政政策だ。欧州でも、10 月末

に任期を終える ECB のドラギ総裁は、9 月に開かれた理事会の後で、「財政政策が主導す

るなら時期は今だ」と発言している。銀行の ECB 向け預金の金利をマイナスにまで引き下

げ、加盟国の国債を積極的に買ってきた ECB の追加緩和余地は小さい。欧州でも景気を浮

揚させるためには財政政策に依存せざるを得ないという雰囲気が強まっているわけだ。 

まして日本は、何かといえば政府に依存しがちなお国柄で、毎年のように補正予算が組ま

れてきた実績があるだけに、景気の先行きが懸念される事態になれば、政府は躊躇なく財政

を出動させてくるだろう。 

問題は、そうした政策（対策）がやや長い目で見ても適切なものであるのかどうかだ。物

事には正の面と負の面がある。短期的に見れば、財政支出の増加は、それを受け取るのは国

民だから、景気にプラス効果を持つのは当然だ。ただ、100 の金額の支出がいくらの効果を

生むかと考えると、 大でも 100、現実的には全く 100 に満たないだろう。とはいえ、支出

の財源が予算の予備費であったり、国債発行であったりすれば、そのせいで誰かの懐が痛む

わけではないので、100 に満たない額であっても、やればやらない場合に比べて GDP の純

増をもたらすことになる。財政支出の魅力はここにある。 

しかし、やや長い目で見ると、財政支出の負の面が見えてくる。経済同友会の前の代表幹

事であった小林喜光氏は、「安倍政権になって、6 年間で GDP が 60 兆円増えたと言ってい

るが、同じ期間に国と地方の債務残高は 175 兆円も増えている」と語っている。実際に数字

を拾ってみると、13 年 1～3 月期と 18 年 1～3 月期の比較で、名目 GDP の増加額は 50 兆円

（498 兆円→548 兆円）、債務残高の増加額は 145 兆円（932 兆円→1077 兆円）と 5 年間の

実績でも借金の増加額は GDP の増加額の約 3 倍となっている。財政支出のお陰で経済が成

長するとしても、その 3 倍のペースで借金が増えるのだとすれば、それはさすがにまずいだ

ろう。 
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財政赤字は問題ない？ 

安倍政権のスローガンは「経済成長なくして財政の健全化なし」だ。全く正しい考え方だ

と思う。ただし重要なのは、どうやって経済成長を実現させるかだ。財政の健全性を端的に

示す債務残高比率（債務残高／名目 GDP）を改善させるためには、債務残高の増加率より

も GDP の増加率が大きくなくてはならない。この比率の分母に 50 兆円とか 60 兆円を加え

る一方、分子に 145 兆円とか 175 兆円を加えるのであれば、比率の低下など望むべくもな

い。 

近よく目にする MMT（現代貨幣理論）の議論は、自国通貨建ての債務をいくら増やし

ても財政は破綻しないというものだ。公的部門の赤字はすべて通貨の増発で手当てできる

からというのがその理由だ。税は財政支出の財源ではなく、市中の貨幣量をコントロールす

る手段だとみなしている。インフレが懸念される局面では、増税して貨幣量を減らせばよい

というわけだ。 

安倍政権は MMT の考え方を支持すると言っているわけではないが、やっていることは

同じようなものだ。安倍首相自身、国会の場で、1 万円札を印刷すると 1 枚当たり 9980 円

の通貨発行益が得られて、政府と日銀はある意味一体だから、政府が 9980 円の発行益を得

ることができるのだ、といった趣旨の発言をしたことがある。景気を浮揚させるためであれ

ば、財政支出を拡大させることは望ましいと考えていることは間違いなかろう。 

 

財政赤字の不都合な現実 

財政赤字はいくら増やしても問題ないという考え方は誤りだ。財政支出を増やして景気

を浮揚させても、支出額を元に戻せば景気は落ちる。落とさないためには増やした支出を

維持しなければならない。しかし維持するだけでは景気を浮揚し続ける（経済成長を維持

する）ことはできない。結局、財政支出で持続的な経済成長を実現するためには、支出を

拡大し続ける必要がある。債務残高の膨張は不可避だ。 

公的債務の増加が問題である理由は、少なくとも 2 つある。１つは、それが世代間で受

益と負担の不公平を生むということだ。国債を発行して調達した資金で財政支出を賄う場

合を考えてみよう。 

国債を購入する人は、自分の現金なり預金なりを投じて国債を購入する。この人の資産

は現金または預金という資産が国債という資産に替わるだけだから総額は不変だ。一方、

財政支出を受け取る人は、自分の資産である現金なり預金也が増えることになる。 

では、国債の償還時には何が起こるか。増税するなり歳出を削減するなりして調達した

資金が国債の償還に充てられる。その結果、増税や歳出削減が行われなければ使えたはず

のお金を失う人が出てくる。他方で、償還金を受け取る人は、保有していた国債が現金や

預金に替わるだけで資産の額は変わらない。 

以上をまとめると、国債の発行および財政支出によって、現世代は利益を得て、国債の

償還および増税（歳出削減）によって、将来世代は損失を被ることがわかる。債務を増や

して財政支出を賄うことは、世代間の不公平を生むのである。 
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債務残高が増大することのもう一つの問題はもっとわかりやすい。MMT が、必要なら

増税してマネーを回収すればよいと主張しているが、現実には増税したり、あるいは歳出

削減を実行したりするのは極めて困難だということだ。増税が困難なことは、消費税率を

15 年 10 月には 10％に引き上げると法律で決めておきながら、実施が 2 度、合計で 5 年も

先送りされたことからも明らかだ。また歳出削減がもっと困難であることは容易に想像が

つくだろう。 

 

借金に頼らない経済成長とは 

率直に言って、債務残高比率の分子を減らすことは金輪際あり得ないと考えて間違いな

いだろう。できること、あるいは少なくとも目指すべきことは、債務の増加ペースを小さ

くすることだ。その上で、分母の GDP を大きくする、つまり経済成長を実現することで

ある。それは債務の増加に頼らないで経済を成長させるということだから、これまで日本

が続けてきたやり方とは明らかに異なる。 

2000 年から 2018 年までの 18 年間を振り返ると、実質 GDP 成長率が年平均 0.9％であっ

たのに対し、名目 GDP 成長率の平均は 0.3％に止まった。その差は GDP デフレーターの

伸びがマイナスだったことを意味し、それがデフレなのだが、その点をもう少し掘り下げ

てみよう。 

GDP デフレーターは名目 GDP／実質 GDP と定義できるが、これを実質生産 1 単位当た

りの名目所得と読み替えることができる。つまり日本経済は、モノやサービスを生産した

割には所得に結び付けることができなかったということだ。換言すれば、日本の企業が、

いいモノやいいサービスを提供しておきながら、それを安く売るばかりで、相応しい価格

で売ることができてこなかったのだ。製品やサービスの質に見合うより高い価格を、消費

者に納得して支払ってもらうための知恵と工夫と努力が足りなかったと言えるのではない

だろうか。 

名目 GDP は国（税金）と家計（賃金）と企業（収益）が分け合うが、分ける前の所得

の総額は、すべてが広い意味での企業活動の成果なのだ。企業が、自らの製品やサービス

をより相応しい価格で、つまり今より高い価格で売ることができれば、税金も賃金も企業

収益も今より増やすことができ、すなわち経済成長率を高めることができる。もちろん、

その価格は消費者に納得して受け入れてもらう必要がある。単なる値上げではないことは

言うまでもない。これが実現できれば、税金の自然増収が期待できるし、多少の増税でも

経済成長が損なわれずに済むことだろう。 

 

（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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