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　10月１日に10％への消費増税が実施される。その悪影響を

取り除くべく、本当に十分過ぎるほどの様々な対策が準備さ

れている。住宅や自動車の駆け込み需要の発生を避けるため

の税制措置だけでなく、ポイント還元、プレミアム付商品券

等々、海外の人が聞くと皆、驚いて椅子から転げ落ちるよう

な施策ばかりである。

　例えば、中小の小売店で、10,000円の商品をキャッシュレ

スで購入すると、どうなるか。税込み支払金額は10,000＋

1,000円＝11,000円だが、ポイント還元額は11,000円×５％＝

550円で、実質負担額は11,000−550＝10,450円で済み、増税

前の10,800円より少なくなる。食品購入の場合は、軽減税率

が適用されるので、税込み支払金額は10,000円＋800円＝

10,800円のままだが、ポイント還元額が10,800円×５％＝540円で、実質負担額は10,800−

540＝10,260円となり、さらにお買い得である。これほど有利な制度だと、ポイント還元

が終了する来年６月末に、大きな駆け込み需要と反動減が発生するのではないか。それ故、

ポイント還元を政治的に手仕舞いできなくなるのではないか、本当に心配になってくる。

２兆円のネット負担増に対し2.3兆円の対策

　全体の収支で見ても、消費増税の悪影響を取り除くため、相当な財源が投入されている。

5.7兆円の増税だったはずが、軽減税率で1.1兆円の税収減となり、その財源のためにタバコ
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税や所得税の見直しで0.6兆円が確保され、負担増は差し引きで5.2兆円となる。それらを財

源に幼児教育の無償化など社会保障の充実を含め3.2兆円の受益増が予定されており、ネッ

トの負担増は2.0兆円となる。2.0兆円がPB赤字の改善に振り向けられるということだが、

足元では、消費増税対応として2.3兆円の経済対策が用意されている。増税の悪影響を避け

るため、ある程度は政治的に止むを得ないとは言え、度を超えた対策ではないだろうか。

どう財政健全化を進めるのか

　ただ、今や消費税廃止を主張する政党も現れ、増税できれば「御の字」という政治環境

にあるとも言える。また、日本だけかと思いきや、完全雇用において、先行きが不透明だ

からと言って、米国でも中央銀行が金融緩和を開始する御時世である。これまで以上に景

気循環に敏感な政治指導者が現れているのは、有権者がこれまで以上に景気悪化を容認し

なくなっているからに他ならない。社会が益々、マクロ安定化を重視する中で、我々は財

政健全化を如何に進めていけばよいのだろう。それが本稿のテーマである。

１ポイントの消費増税で１年間の所得増加が消失

　議論のスタートとなるのは、日本の潜在成長率が既に１％弱まで低下していることであ

る。労働分配率が趨勢的に低下していることなどもあって、実質雇用者報酬の伸びは10年

平均で0.7ポイントまで低下している。2014年４月のように３ポイントの消費増税が行わ
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れると、３割の非課税品目が存在することを考慮しても、物価水準は２ポイント押し上げ

られ、３年間で増えた所得が一気に失われることを意味する。実質可処分所得の落ち込み

は大きく、増税後に個人消費の足踏みが長引くのは当然であろう。また、生活防衛のため、

大きな駆け込み需要が発生するのも納得できる。２ポイントの増税であっても、物価水準

が1.4ポイント押し上げられ、２年間の所得増加を帳消しにする。１ポイントの引き上げ

であっても、物価水準を0.7ポイント押し上げるため、挽回するには１年を要する。

米中貿易戦争が終わるまで増税論議が封印されるとすると…

　これまで筆者は、景気への悪影響に配慮して、10％後の消費増税は、２年毎に１ポイン

ト、或いは１年毎に0.5ポイントと小刻みな増税を検討すべきだと主張してきた。ただ、

日本だけでなく、米国を含め多くの先進国で長期停滞の様相が強まっており、グローバル

経済は以前のような高い成長がもはや見込み難い。さらに米中貿易戦争は長期化する可能

性が高まっている。20年、30年で決着がつくとは思われない。だとすると、２年毎に１ポ

イント、或いは１年毎に0.5ポイントという小刻みな消費増税であっても、所得増加の半

分を奪い去るため、政治的には難しいのではないかと、懸念するようになった。そうなる

と、次なる増税論議は半永久的に封印されたままとなる恐れがある。意図していようとい

まいと、事実上、MMTを採用することになり兼ねない。

（図２）トレンド成長率（前期比年率、％）
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２年毎に0.5ポイントの増税なら悪影響をかなり抑えられる

　10年間増税論議を封印しても、直ちに財政破綻が訪れるということにはならないかもし

れない。しかし、公的債務がGDPの２倍に既に達する中で、今後、天変地異や東アジア

での騒乱が日本を襲い、大幅な追加財政が必要とされる事態に陥った際、財政的に乗り切

ることは可能だろうか。財政健全化の目途が立っていなければ、危機が訪れるリスクが高

まる。目先に問題がなくても、財政健全化が重要なのは、想定外の大きなショックが一国

を襲った場合、問題なく対応すべく財政基盤を整えておく必要があるからである。２年毎

に0.5ポイントの増税なら、その間、雇用者報酬が1.4ポイント程度増えるため、景気への

悪影響をかなり抑えた上で、財政健全化が開始できる。念のため、小幅引き下げは、事業

者から煩雑だという批判は出るだろうが、ITデジタル化の進展で、事務コストは以前ほ

ど大きくはない。

2004年の年金改革が成功例

　筆者が成功例と考えるのは、2004年の年金改革である。社会保険料率を13.58％から18.3

％まで約５ポイント引き上げたが、14年間かけて、毎年の引き上げ幅を0.354％に抑えた

ため、景気への悪影響は全く生じなかった。「全く」と言えるのは、リーマンショックの

際も、料率引き上げを中断すべきという話に、政治的に一切ならなかったためである。リ

ーマンショックにも耐えられる増税なら、頑健性の高い増税プランと呼べるだろう。社会

（図３）消費総合指数（2011年＝100、季節調整値）
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保険料は労使折半であり、家計の負担増はこの半分だったとも言えるが、企業負担分は、

結局、賃金の押し下げ要因となるから、家計の負担増は年0.35％程度で、２年で0.7ポイン

トだったと考えてよいかもしれない。２年で0.5ポイントの消費増税なら、負担増をかな

り抑え込めるはずである。

増税完了に40～60年

　それでは、どの程度の引き上げ期間を要するか。仮に年金の受給開始年齢の引き上げや

医療保険の公的負担率の複数化（緊急性の低い疾病の公費負担率の引き下げ）など、社会

保障の大きな制度改革が可能なら、PB黒字の達成には、消費税率を10ポイント引き上げ

20％とすることで足りるだろう。とは言え、そうした大きな制度改革は相当なポリティカ

ル・キャピタルを要し、実現は容易ではない。それが難しい場合、消費税を15ポイント引

き上げ25％とする必要がある。毎年0.5ポイントずつでも20～30年を要するが、２年に一度

0.5ポイントというさらに緩やかな引き上げには、40～60年というさらに長い年月を要する。

十分、検討に値する

　急激な少子高齢化が進む日本で、増税完了までに、40年、或いは60年もかける時間的な

ゆとりがあるのか、疑問を持つ人も少なくないだろう。確かに長い道のりである。ただ、

97年４月に５％だった消費税を５ポイント引き上げるのに、結局、22年も要したことを考

（図４）厚生年金の保険料率（％、年度）
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えるなら、決して長過ぎるとは言えないのではないか。増税幅を大きくして、増税後に景

気減速や不況が訪れ、次なる増税が政治的に凍結されれば、結局、何年にもわたって財政

健全化は足止めを食らう。それが過去20年の経験だったとも言える。今後、潜在成長率は

さらに鈍化する可能性が高く、景気に悪影響を及ぼさないという視点は、これまで以上に

重要となるはずである。財務当局のこれまでの常識からすれば、２年毎に0.5ポイントの

増税は相当に大きな後退のようにも見えるが、取り組まなければならない改革が財政健全

化だけではないことを考えれば、十分、検討に値するだろう。それこそが、国家100年の

計である。

成功の可能性が高い財政健全化策と金融市場は受け止める

　そもそも財政健全化は、50年、100年の長期的視点で行うべきものである。それが信頼

に足る財政健全化プランであるなら、完了までに時間を要すること自体を金融市場が問題

視することはないはずである。むしろ、景気への悪影響を最小化しているのなら、成功の

可能性の高い財政健全化プランであると受け止めるだろう。

増税幅が小さければ対策は不要となる

　重要な点であるが、様々な経済対策を施した今回の消費増税は、景気への悪影響を抑え

ることができたとしても、今後の成功モデルになるとは言い難い。まず、これほどまでに

（図５）生産年齢人口の推移（15～64歳、100万人）
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費用を要していたのでは、その分、財政健全化が遅れる。一時的な経済対策もさることな

がら、恒久的な歳出を増やしていては、税率をいくら上げても覚束ない（全世代型の社会

保障制度の必要性は認めるが、それには大きな発想の転換が必要であり、年齢に拘らず困

窮した人をサポートするため、高齢者であってもゆとりのある人はサポートする側に回る

という制度設計が必要である）。また、冒頭に述べた通り、景気の波を避けるためのポイ

ント還元が新たな景気の波を生み出す恐れもある。増税が２年に一度0.5ポイントと小さ

ければ、景気への悪影響が相当に小さいため、そうした施策は一切不要となる。

ポイント還元のさらなる問題

　今回の対策は、税に対する信頼性を揺るがす問題も内包する。例えば、ポイント還元は、

本来、家計向けの負担軽減措置であるはずだが、識別できないため、事業者間の取引であ

っても適用される。また、家計が貯めたままポイントが失効した場合、政府からポイント

代金を預かった事業者がそれを手にする可能性がある（即時還元はこの問題の解決につな

がるのだろうか）。金額が小さいとしても、そうした事態が明らかになれば、税制への国

民の信頼感が失われ、将来の消費増税のハードルを高めることにもなりかねない。

所得再分配に配慮すべきではないのか

　さて、労働分配率が世界的に低下傾向にあり、格差拡大が問題になっているのなら、所

（図６）社会保障負担・給付と財政収支（GDP比、％、年度）
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得再分配にさらに配慮すべきであり、逆進性の強い消費増税は極力抑え、他の選択肢を検

討すべきではないか、という指摘もあるだろう。消費課税については、働くことへの課税

ではないこと、貯蓄（資本蓄積）への課税ではないことなどから、資源配分に対し中立的

で望ましい税形態であると筆者は考えるが、無視し得ない逆進性が存在するのも事実であ

る。貰った所得を生涯で使い切れば中立と反論する人もいるが、実際のところ、全ての所

得が生涯の内に費消される訳でもない。逆進性が存在するから、皆がその対策で、四苦八

苦しているのである。

理想は中間層の実効税率の引き上げだが…

　それ故、筆者自身は、諸外国に比べて比較的低い中間層の実効税率をある程度引き上げ

ることで、対応するのが「理想」だと考える。これまで、働く人の意欲を高めるための減

税や、景気対策のための減税が繰り返されたこともあって、日本の中間層の実効税率は低

くなっている。米国は日本と同程度に低いが、社会のセーフティネットは全くのところ十

分ではない。様々な社会サービスを享受する以上、欧州に比べて中間層の実効税率が低い

のなら、中間層の所得増税での負担増も必要だろう。

最高税率の引き上げだけでは効果は小さい

　多くの人が所得増税の対象となると、消費税の引き上げ幅を抑えることが可能となり、

（図７）日本の労働分配率（季節調整値、％）
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低所得者の消費税負担を和らげ、逆進性に多少は配慮できる。高所得者に対しては、これ

までも最高税率の引き上げだけでなく、所得控除の圧縮も行われているが、対象があまり

に少ないため、消費増税幅を圧縮できるほどの税収増には全く達していないのが現実であ

る。さらなる引き上げが行われても事情は同じであろう。

軽減税率は逆進性対策にはならない

　ただ、中間層の所得税に触れるのは政治的反発があまりに強く、容易ではない。中間層

の所得税率引き上げにつながる政治的な動きが起これば、それに反発し、消費税撤廃どこ

ろか、今度は、所得税引き下げを掲げる政党が台頭しかねない。増大する社会保障費を消

費増税で対応するという政治的コンセンサスを20年以上かけて作ってきたが、中間層の所

得増税でも対応するということになれば、新たなコンセンサス作りに20年以上を要するこ

とになり、それでは手遅れであろう。それ故、これまで通り、消費増税を実施した上で、

逆進性対策として、低所得者の負担を相殺するための給付を行うしかないのではないか。

ただ、軽減税率は効果的な逆進性対策とはなり得ない。現実には高所得者ほど食品の軽減

税率の恩恵を受けるためである。税収漏れも大きくなる。対象品目の線引きの難しさや資

源配分への悪影響を考えるなら、軽減税率は、今後何れかの段階で、撤廃すべきであろう。

1

（図８）個人所得課税の実効税率の国際比較（夫婦子２人（片働き）の給与所得者）
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