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五十嵐レポート 2020 年 3 月 12 日 
最終号 

 

日本の財政は破綻するのか、大丈夫なのか 

 

今後 30 年以内に破綻する確率は 70％ 

先日、実践的防災・危機管理の第一人者と言われる山村武彦氏（防災システム研究所 所

長）の講演を聴いた。その際、山村氏が聴衆に、「今後 30 年間に首都直下型地震が起こる

可能性が 70％だということをご存知の方は手を挙げてください」と呼びかけた。次に「そ

の地震が今夜起こるかもしれないと思っている方は手を挙げてください」と続けた。当然の

ことだろうが、 初の質問にはほとんどの人が手を挙げる一方、その次の質問に手を挙げる

人はごくわずかだった。 

この「30 年、70％」という数字は、今年起こらなかったら来年には 71％、来年も起こら

なかったら 72％と上がっていって、30 年目には 100％になるというわけではない。無事に

時間が経過した 30 年後でも 70％だし、今年も 70％なのだ。いつ起こるかはわからないの

だが、5％でも 10％でもなく 70％だということは「起こる可能性は非常に高い」ということ

だ。 

私は 近、冗談めかしてではあるが、日本の財政も「30 年、70％」だとよく口にする。市

場はさほど気にしていないようだが、日本の財政はすでに危機的な状況にあり、その日は突

然やってくると思うからだ。例えば今週のマーケットは大荒れだ。週明けの東京市場では、

日経平均は一時、前日比 1200 円以上下落し、ドル円相場も 101 円台をつけた。NY 市場に

入るとダウがいきなり 2,000 ドル超も下落し、市場での取引が自動的に 15 分間停止する（サ

ーキットブレーカーと呼ばれる措置を起動）という事態に陥った。まさにパニックだ（10 日

の NY ダウは 1,000 ドルを超える半値戻し）。 

未知の感染症である COVID19 が、「感染力が強い」、「有効な治療薬がない」、「世界

各国に広がっている」ことは誰もが分かっていたが、しかし、ほんの 1 週間前ですら、この

ような相場の混乱を予測していた人は、まずいなかったのではないか。財政も同様。パニッ

クは突然やってくるのだ（徐々に起こるパニックはないだろうが）。 

 

財政赤字は今後も増加する 

改めて、日本の財政に関して、多くの人たちが持っている認識が誤解であることを指摘し

ておきたい。 

まずその 1 つは、「日本の財政赤字（借金）は 1,000 兆円を超えたようだが、果たして返

せるのだろうか」という疑問だ。実は多くの人たちは可能だと思っているのではないか。も

ちろん困難だとも思っているのだろうが、恐らく、「大増税やハイパーインフレを通じて、

強制的に借金をなくすメカニズムが働く」というのが大方の見方ではないか。 
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（単位：兆円）

歳入

歳出

経常的歳入（70）
＜税収等＞

国債発行（33）

9プライマリーバランス（赤字）

経常的歳出（79）
＜政策経費＞

償還
（15）

利払い
（8）

（国債費23）

私の答えは、「絶対に無理だ」というものだ。「困難ではあっても方法はある」のではな

く、財政赤字（国債発行残高）が今後も減るどころか増え続けることは、明日の天気を予想

するよりよほど高い確率で予測できると考えている。 

当たり前だが、借金を減らすためには「収入が支出を上回る」必要がある。その差額を返

済に充てることで借金は減少するのだ。だから私が言っているのは、日本の財政が黒字にな

ることは将来にわたってありえないということだ。 

図表 1 は 20 年度の一般会計予算の概要を示したものだ。歳入は大きく 2 つに分かれてい

て、1 つが主として税収からなる「経常的歳入」70 兆円、もう 1 つが 20 年度に新たに行う

借金である「国債発行」の 33 兆円だ。歳出も大きく 2 つで、政策経費である「経常的歳出」

79 兆円と、既存の借金の元利払いである「国債費」23 兆円だ（四捨五入の関係で合計数字

は合致していない）。 

一般家計の「毎月の収入」に相当する経常的歳入と、「毎月の家計費」に相当する経常的

歳出の差額がプライマリーバランス（基礎的財政収支）だ。毎月の収入で毎月の家計費が賄

えているかという指標であり、日本の財政はこれが 9 兆円の赤字だ。 

 

図表 1 一般会計の歳出、歳入、プライマリーバランス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1. 2020 年度予算（臨時・特別の措置を含む） 

2. 数字は小数点以下を四捨五入したもの 

（出所） 財務省 

 

政府は 25 年度にプライマリーバランスを黒字化することを目標にしている。図からも明

らかなように、プライマリーバランスが均衡すると、国債費と国債発行額が一致する。その

場合、償還 15 兆円のために国債を発行する分は、「発行して償還に充てる」のだから国債

残高には影響しない。したがって、利払いのために発行する分の 8 兆円だけ年度末の国債残

高が増えることになる。 
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ところで財政の健全性を示す 重要の指標は債務残高比率（国債残高／名目 GDP）だ。

返済能力に対する借金の負担度合いを示す指標だからだ。さて、プライマリーバランスが均

衡しても国債残高は金利の分（8 兆円）だけ増え続け、その増加率は金利に一致する。しか

し、債務残高比率において、分母の名目 GDP が金利程度の成長を実現すれば、債務残高比

率は不変だ。つまり、①プライマリーバランスが均衡し、②名目 GDP が金利と同じペース

で成長すれば、債務残高比率は悪化しないのだ（不変）。かりに、プライマリーバランスが

黒字になれば、黒字分を利払い費の一部に充当できるので、国債残高の増加率が金利を下回

って、債務残高比率は改善する。財政健全化を進めるときに、プライマリーバランスが注目

されるのはそういう理由がある。 

 

財政収支の黒字化は不可能 

しかし、借金を返す（国債残高を減らす）ためにはプライマリーバランスを黒字化するだ

けでは足りない。図表 1 においては、プライマリーバランスの赤字 9 兆円と利払い費 8 兆

円の合計 17 兆円を上回る収支の改善を実現しない限り借金は減らないことがわかる。 

歳入（70 兆円）をさらに増やす余地はどれくらいあるのか。政権が誇る「戦後 長の景

気回復」が 7 年続き、その間に 2 回にわたって消費税率を引き上げた上での歳入が 70 兆円

だ。名目成長率が 1％程度でしかない現状で、いったい税収をどれくらい増やせるものだろ

うか。 

歳出も厳しい。国債費は削りようがないので、減らすとすれば政策経費だ。しかも意味あ

る減少を実現するには、大きな歳出項目で削減する必要がある。たとえば 3 兆円の費目を

10％削減しても効果は 3,000 億円だが、30 兆円の費目からなら 3 兆円になる。それが可能

なのは地方交付税交付金（15.6 兆円）と社会保障費（35.9 兆円）くらいだが、どちらも増え

こそすれ減りそうにない費目だ。とくに社会保障費の削減など想像すらできない。 

景気回復が 7 年も続いている下で、プライマリーバランスの黒字化目標すら何度も先送

りされているという事実がある。利払い費を含めた歳出を歳入が上回る「財政収支黒字」が

実現する可能性はない。つまり国債残高は今後も増え続けることは確実だ。 

 

インフレは債務の返済負担を増加させる 

次に指摘したいのは、「インフレで債務問題を一気に解消する」という考え方の問題点だ。

多くの人が、政府が、将来のどこかであえてインフレを起こして（放置して）、借金の一掃

を図ってくるのではないか、あるいはそうせざるを得なくなるのではないかという見方を

持っている。では、インフレになると債務負担は本当に軽減されるのか。 

財政の悪化（崩壊）がインフレを引き起こすルートは 2 つある。1 つは財政支出の膨張が

需要を拡大させて引き起こす需給（逼迫）インフレ、景気過熱によるインフレである。この

インフレが発生するメカニズムは、財政支出を賄う国債の増発がマネーの供給を拡大させ、

インフレにつながるというものだ。しかし「異次元金融緩和」という壮大な実験を行った結

果、少なくともそうしたインフレが発生しないことは確認済みだ。 
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もう 1 つのインフレ発生ルートが、円相場の大幅下落による輸入インフレである。このイ

ンフレが起こる可能性は高い。アルゼンチンやベネズエラで現実に起こっているのは、政府

が国民の信頼を失った結果、自国民を含め、誰もその国の通貨を信用しなくなることがもた

らす通貨の暴落だ。例えばある通貨の価値が半減すれば、その国の輸入価格は単純に 2 倍に

なる。それが国内に転嫁されてインフレを引き起こすわけだ。 

このインフレによって国民が払わされる追加的な負担は、すべて海外に流出する（海外へ

の支払いの増加）。つまり輸入インフレがもたらす結果は、「国内で物価が上昇するととも

に、所得は減少する」という事態だ。そんなことになれば、借金の返済負担は増えるのであ

って、軽減したりはしない。多くの人たちが口にする「インフレが借金問題を解決する」よ

うなことは金輪際ありえないのだ。 

今後、財政の悪化がインフレをもたらすことがあるとすれば、そのインフレは円の暴落が

もたらすインフレだ。人々が何となく想像しているインフレは「物価が 2 倍になって、所得

も 2 倍になる」ようなインフレだ。上述の「需給逼迫インフレ」や「マネー膨張インフレ」

がまさしく該当するが、そのようなインフレは日本では起こらない。日本で起こるインフレ

は、円が人々の信頼を失って起こる「輸入インフレ」である。所得が減少して、物価が上が

り、借金の返済がいっそう苦しくなる、悪夢のような事態だ。 

 

MMT（現代貨幣理論）のエッセンス 

後に取り上げたい財政を巡る誤解は、「国債は資産でもある」という意味のない安心感

だ。それは次頁の図表 2 にまとめた「MMT（現代貨幣理論）」ともどこかでつながって「日

本では借金が増えても問題ない」という妙な楽観論を生んでいるように思える。 

国債は「借金の証文」であると同時に、それを持っている人たちにとっては「資産」であ

り、その資産の 9 割以上を日本人が保有しているのも確かだ。しかしそれでも問題だ。この

点は、MMT 理論とも重なる部分があるので、まずこの理論を点検しておこう。 

MMT が主張するのは、「財政支出を賄うための税収は不要だ」ということだ。独自の通

貨を持ち、自国通貨で借金ができる国は、政府が通貨を発行して歳出を賄えばよいという理

屈だ。 

日本では政府と中央銀行（日銀）は別だから、MMT を当てはめると、政府が国債を発行

し、それを日銀が（直接または間接に）購入し、購入代金として発行される通貨を政府が歳

出に充てるという流れになる。平たく言えば、日銀が輪転機を回して通貨を発行すること

で、政府はいくらでも歳出を増やすことができるという考え方なのだ。 

仮に、その結果として市中にマネーが溢れ、それがインフレを引き起こすような事態にな

れば、「その時が税金の出番だ」ということになる。増税したり、あるいは歳出を削減した

りして、市中のマネー量を調節すればよいと言っているのだ。ついでながら、MMT によれ

ば日本は優等生だ。日銀は GDP の 9 割にも相当する金額の国債を購入して通貨を発行し、

歳出を賄っているが、日本がインフレに陥るような気配はないからだ。もっと、もっと、通

貨を発行して歳出を増やし、経済成長を促す余地がある、と。 
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図表 2 MMT（現代貨幣理論）の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世代間の不公平を助長する MMT の主張 

MMT が理論としてはともかく、現実的でないのは、「いざとなれば増税や歳出削減をす

ればよい」という主張だ。「戦後 長の景気回復」が続き、「過去に例のない良好な雇用環

境」が実現している下で、「法律を改定」してまで、2 度にわたって消費税率の引き上げを

先送りした国で、「いざとなれば増税する」ことが可能なのか。その時、起こっているのは

間違いなく輸入インフレだ。我慢できないインフレが、所得が減少している中で進行してい

る時に、増税ができるのか。歳出削減ができるのだろうか。 

もう 1 つ指摘しておきたいのが、「国債は資産でもある」という考え方とも重なる問題

だ。国債は負債であると同時に資産でもあるが、「世代間の受益と負担の不公平」を生んで

しまうことを忘れてはならない。 

資産として国債を持つ人は、国債の購入者だ。この人はマネー（現金や預金）を手放して

国債を手に入れている。保有資産の中身が変わっただけで、資産の総額は不変だ。国債発行

で賄われた歳出を受け取る人がいる。受け取った分だけ保有資産が増加する。 

次に、国債が償還される場合を考えよう。償還金を捻出するために課税される人の保有資

産が減少する。国債の保有者は償還金を受け取るが、国債がマネーに替わるだけなので保有

資産の総額は変わらない。 

以上、起こることを整理すると、「保有資産が変わらない人と保有資産が増える人」が生

まれるのが現在で、「保有資産が変わらない人と保有資産が減ってしまう人」が生まれるの

が将来であることがわかる。国債を発行して歳出を賄うことで、現世代が将来世代の資産を

奪うことになるのだ。今、歳出を増やすことが将来世代のためになるというのならいいだろ

【前提】

① 独自の通貨を持つ国である

② 公的債務の大半が自国通貨建てである

③ 為替が変動相場制である

【結論】

公的部門の赤字はすべて通貨増発で手当てできるから、債務がどんなに膨張しても、国家は
破綻しない

① 公的債務の増加は世代間で受益と負担の不公平を生む

② インフレを回避するために増税したり歳出削減するのは極めて困難

【不都合な現実】
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う。おかげで我々の資産が増えましたと、将来世代から感謝されるというのならいいだろ

う。しかし、単に将来世代にツケを回すだけの行為は許されないと思う。 

ちなみに、発行された国債を中央銀行が購入するケースでは何が起こるだろうか。まず現

時点では、日銀が供給するマネーを（歳出を通じて）受け取る人の資産が増加する。次に、

国債の償還時点では、償還金を捻出するために課税される人の資産が減少する。受益者が現

世代で、負担者が将来世代であるのは同じだ。 

 

結局、大事なのは「政府を信じられるか」 

もっとも、政府と日銀を広い意味での政府だとみなせば、国債の償還とは、狭義の政府の

負債と日銀の資産を、広い政府の中で相殺すれば済む話であるように思える。それなら償還

時に資産を減らす人は出ないから、国債を発行して歳出を賄うことはメリットだけをもた

らす、と言えるのかもしれない。その点はどうか。 

国債が発行され、それを日銀が購入すると、新たに預金が生み出される（信用創造）。日

銀のバランスシート上では、国債が資産に、預金（通貨）が負債に計上される。さて、国債

が償還される際には、狭義の政府の負債である国債と日銀の資産である国債が相殺される

から、広義の政府のバランスシートは、資産がなくて、負債側に預金（通貨）だけが計上さ

れることになる。 

それでも、あえて資産を計上してバランスシートを均衡させようとすれば、その資産は

「政府としての信用力」とか、もう少し具体的には「徴税権」が計上されるのだろうか。資

産側に「徴税権」、負債側に「政府発行の通貨」というバランスだ。 

政府の徴税権は「伝家の宝刀」のようなものだろう。しかし「いざという時」に、それが

「竹光」だったり、そもそも「抜けない代物」だったりする可能性が高いのだ。その点を市

場に見透かされたときに通貨は暴落する。「30 年、70％」は、決して冗談ではない。現状、

債務残高比率（＝国債残高／名目 GDP）は、国債の利回りがあまりにも低いため、分子の

国債残高の増加率は低い。その結果、貧弱な名目成長率の下も、わずかながら比率は低下し

ている。「異次元」の金融緩和政策のおかげだが、異常と言える政策がいつまで続けられる

のか。30 年かもしれないし 1 年かもしれない。財政破綻という噴火のマグマがどんどん溜

まっていることだけは確かだと思う。 

 

（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） 

 

※本レポートが「五十嵐レポート」の 終号となります。 

 長年にわたりご愛読いただき、誠にありがとうございました。 
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