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でも、これから５年置きに段階的に

消費税率を５％ずつ引き上げていく

シナリオでは、
ピーク時（ 年ごろ）

の消費税率は ％にも達する可能性

が高いことを明らかにしている。こ

のシナリオでは、年金給付削減とい
が、増税を７カ月後に控えたこのタ

年かけて ％まで税率を小刻みに積

とどめて７％とし、その後、４〜５

ジュールを後ろ倒しする場合では、

ており、１％ずつ増税など増税スケ

った相当厳しい歳出削減も前提とし
年４月に予定する消費税

イミングで複数案を検証するのは、
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率の引き上げが、突如と

来年４月に予定する消費税率引き上げの雲行きが怪しい。
先送りされれば、日本財政への信認や政府への信頼を揺る
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ピーク時の消費税率が急上昇する可

もとで 年ごろに財政が限界に達す

して雲行きが怪しくな

い」と懸念を明らかにしている。現

そもそも、消費税率を５％引き上

能性がある。また、増税そのものを

在の時点で複数案を検証するという

げたとしても、日本の社会保障は安

「現在の政府案通りに実施すると、
上

安倍首相が検証を指示しているの

ことは、昨年８月の消費増税法成立

泰ではない。社会保障費は現在、年

揺るがしかねず、危険な試みと言わ

が続き、当初の予定通り消費税率を

は、①予定通り 年４月に現行の５

時点で想定すらされていなかった２

間約１１０兆円もの規模であり、少

ってきた。消費増税が景気にもたら

２段階にわたって ％へ引き上げる

％から８％へ、 年 月に ％へ２
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性がある。
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兆円と頭打ちで、国・地方の財政
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相が検討を指示した複数案

施したが、その後の実質ＧＤＰ成長

％）の２回にわたって消費増税を実

４月の消費税率引き上げ（３％→５

との関係では、現在の膨大な公的債

済成長の源泉の一つである資本蓄積

果は実は自明ではない。むしろ、経

られているが、経済学的にはその効

のうち、②〜④のパターン

務がそれを抑制している可能性があ

費税導入時（０％→３％）と、 年

は法改正が必要になる。仮

率の動きが異なっていることはあま

り込まれているが、安倍首
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消費税導入時
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る。また、 年のリーマン・ショッ

が今の日本にはないことを示唆す

通しが立たたない。そして、その間

の政治的な合意まで何年かかるか見

税が予定通り実施されなければ、次
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乱を経てようやく、今回の増税法案

の影響である。
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年以降に実質ＧＤＰ成長率が急
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一般的に、消費税率が上がれ

安倍政権が消費増税に慎重な姿勢
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とその後の反動減は一時的なも
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舞われており、こうした時期に増税

どアジア各国も深刻な通貨危機に見

る。現在は日銀が異次元緩和で金利
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を行ってしまったことが経済を低迷
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以下では、１９６５〜２０１１年

日本のケースでは消費税４％の増税

収（対ＧＤＰ）の変化が２％以上（＝

れている。図２を見ると、ＶＡＴ税

ＤＰ成長率が低下しなかったケース

の経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）諸

増税は必ずしも成長率を腰折れさ

国の年次データを利用する。人口成

に相当）でも、１人当たり実質ＧＤ

は、「１人当たり実質ＧＤＰ成長率の

長率や物価上昇の影響を取り除き、

Ｐ成長率が低下していないケースが

せるとは限らないことは、海外のケ

厳格に評価するため、成長率の指標

５割程度も存在することが確認でき

変化」がプラスの領域にプロットさ

として「１人当たり実質ＧＤＰ成長

る。

しない。もし増税を行わなかった場

長に影響しない」ということを意味

なお、これらの事実は「増税は成

率」
（前年増減）を利用する。また、
ＶＡＴ（付加価値税）の税収（対Ｇ
ＤＰ）の変化（前年増減）が０・

ポイント
以上増加している場合は何らか

合の成長率が３％であったにもかか

年度の中間時点（ 月）であるか

能な補正予算の編成などそれ以外の

はなく、経済変動に機動的に対応可

れば、増税スケジュールの見直しで

下させる懸念を払拭できないのであ

資するのは 兆円×（４÷５）＝８

国・地方の基礎的財政収支の改善に

果しかない。したがって、
厳密には、

質４％（＝３％＋１％）分の増収効

ら、 年度時点では５％ではなく実

らである。もし、増税が成長率を低

一時的な対策でショックを緩和する

兆円と試算できる。
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ことが望ましい。
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このうち、国の取り分は７割程度

であり、５〜６兆円程度が国の基礎

腰は定まらない。政府は８月８日、

しかし、消費増税への安倍政権の

るため、社会保障費を中心にさらに

財政計画の８兆円削減目標を達成す

仮に増税を先送りするならば、中期

的財政収支の改善に資する。
よって、

「国・地方の基礎的財政収支（対ＧＤ

５〜６兆円の歳出削減を進めなけれ

示す「中期財政計画」を閣議了解し

に向け、中期的な財政運営の展望を

黒字化する」という国際公約の達成

する記載がなく、財政規律を働かせ

障などの各分野の歳出削減目標に関

針２００６」と比較しても、社会保

計画は、小泉政権時代の「骨太の方

年度までに半減し、 年度までに

た。この中期財政計画では 、 年

ばならない。また、今回の中期財政

Ｐ）の赤字（６・６％、 年度）を

財政規律は骨抜きに
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る。実際、 年の経済指標（四半期
には消費は回復しており、消費増税
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データ）をみると、 年７〜９月期
成長率が
低下
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の直接ショックより、金融危機やア
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わらず、増税後の成長率が２％であ
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ジア通貨危機の影響が大きかったと
考えられる。
また、 年の消費増税後、
「税収自
体も減少」したことが消費増税見送
り論の主張として展開されるが、こ
れには累次の減税の影響が深く関係
していることはあまり認識されてい
定率減税（年当たり２・７兆円）や、

ない。例えば、 〜 年の所得税の
年度以降の地方への３兆円の税源

移譲、累次の法人税率引き下げ（計
２兆円）も税収減に大きく影響して
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ースでも確認できる。

いる。

図２ 増税後も成長率が低下しないケースは多い

例えば、付加価値税（ＶＡＴ）の

の増税を行ったとみなす。

度、国の一般会計のうち社会保障費

る機能が骨抜きとなっている点も見

再生にとって、今回の増税は一歩に

いずれにせよ、財政・社会保障の

過ごせない。
が、
消費増税には踏み込まず「歳出・

過ぎない。改革の本丸は
「社会保障」

消費増税５％分のうち、社会保障の

会保障の一体改革」の合意により、

兆円の削減はおぼつかない。「税と社

ただ、消費増税抜きには到底、８

日本財政はすでに危機的な状態にあ

きであることは言うまでもないが、

あろう。増税の判断は慎重に行うべ

強い社会保障の改革推進は不可能で

されないようであれば、より抵抗が

であり、今回の増税が予定通り実施

充実に充てる分を除いた４％分の約

る。早急な政治決断が望まれるなか
支の改善に資する。ただし、消費税
率が８％から ％に引き上がるのは

で、安倍首相が担う責任は重い。

兆円が、国・地方の基礎的財政収

抽象的な表現にとどまった。

歳入両面で最大限努力する」という
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