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消費税の増税は必要か 
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１ なぜ月刊『楽しい授業』を？ 

突然の便りをお許しください。岐阜大学教育学部英語教育講座で未来の英語教師を育て

ていますが（担当「英語科教育法」「異文化理解」）、英語教師をしながらも日頃から『楽

しい授業』を愛読してきました。板倉先生をはじめ皆さんの論考からいつも新鮮な刺激を

受けています。 

私は 1944 年生まれで、大学時代の専攻は教養学科「科学史科学哲学」でしたから板倉

先生の後輩に当たります。浪人中に武谷三男の『科学入門』、入学してエンゲスルスの『自

然の弁証法』や三浦つとむの『弁証法・いかに学ぶべきか』などを読み、専門学科を決め

ようとしていた頃、教養学部教養学科に「科学史科学哲学」というコースがあることを知

り、迷わず科学史を選択することに決めました。 

そんな私がなぜ大学で英語を教えているかについては機会があればお話ししたいと思

いますが、いつも私の頭の中には仮説実験授業研究会の考え方を英語教育に応用するとど

うなるのかという視点がありました。英語教師をしながらも日頃から『楽しい授業』を愛

読してきたのは、そのような理由からです。 

毎号の裏表紙に載せられている「グラフで見る世界」も、世界を違った視点で見るため

の貴重なデータがグラフ化されていますが、この図表が時間と共に埋もれて行ってしまう

のが残念でたまりませんでした。ですから、これを単行本にしていただけないものかと、

いつも密かに願っていました（カラー刷りですから、これを出版すると費用がかさむので

難しいとは思いますが）。 

 

２ グラフ「日本の税金の変遷」 

 そんな思いで毎号の「グラフで見る世界」を眺めていたところ、2008 年 10 月号にグラ

フ「日本の税金の変遷」が載り、次のような説明が付けられていました。 

「消費税がはじまって今年で 20 年、消費税が政府の税収入に占める比率はすで

に 20%ほどになっています。もしも税率が上がることになれば、「消費税」の占め

る比率が今後さらに増えることは明らかです。税金の主流が所得・法人税から消費

税へと移り変わっていくのでしょうか」 
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 この説明を読んでいる限りでは「税金の主流が所得・法人税から消費税へと移り変わっ

ていくのでしょうか」という疑問文で終わっていますから、「税金の主流が所得・法人税

から消費税へと移り変わっていく」ことに対して賛成なのか反対なのかよく分かりません

でした。 

 従来から「グラフで見る世界」は、俗説にたいして異論をぶつけ、それによって読者の

思考をゆさぶる刺激的なデータに満ちていたように思います。考えてみれば、授業書もそ

のような刺激的な問いを生徒にぶつけ論争させ最後に実験で決着をつけるものであったか

らこそ、生徒に人気があったのではないでしょうか。 

 ですから、この図表も「消費税増税は当然だ」とする俗説にたいする批判的意味を込め

て提出されたものだと思い込んで解説を読みました。というのは現在の政府は社会保障そ

の他の財源不足を消費税増税によって乗り切ろうとしていることは、マスコミ報道から明

らかでしたし、それにたいして異を唱えるマスコミも皆無に近かったからです。 

 

３ 消費税がこれからの税の中心？ 

 しかし、「解説」（116 頁）を読んで驚きました。というのはグラフ作成者の池田毅司

さんは「これからの税の中心」という小見出しで次のように書いていたからです。 

自民党の中には「政府の収入を増やすために＜消費税＞の税率をあげよ」という
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声があったのですが、「いま税率を上げると国民の生活を圧迫するところが大きい」

「次の選挙に勝てなくなる」というので、「消費税」の税率についてはあまり触れ

なくなったようです。 

 では今後の税の中心は、今までどおり「所得税・法人税」ということになるので

しょうか。 

 現在、日本の人口は 1 億 3000 万人で 65 歳以上の老年人口比率は 20%です。これ

が 2025 年には人口 1 億 2000 万人で 65 歳以上が 30%、2055 年には人口 9000 万人で

65 歳以上が 40%と推計されています(国立社会保障・人口問題研究所の 2006 年推計、

中位推計値)。 

 今後、所得税を納める人の比率がへり、年金を受け取る人の比率が増えるのはま

ちがいありません。 

 このようにみてくると、物やサービスを買うときにすべての人が納める税、つま

り消費税がこれからの税の中心になるのではないでしょうか。（下線部は寺島） 

  

上の下線部でお分かりのように、池田さんは裏表紙の「説明」では「税金の主流が所得・

法人税から消費税へと移り変わっていくのでしょうか」という疑問文にしていたのが、本

文の詳しい解説では明らかに論調が変わり、「消費税がこれからの税の中心になるのでは

ないでしょうか」としているのです。 

確かに解説文の最後も疑問文になっていますが、この解説を読む限り、池田さんには「消

費税が税の中心になっても仕方がない」という考えがあるとしか読めません。彼はその論

拠として次のような事実をあげています。 

現在、日本の人口は 1 億 3000 万人で 65 歳以上の老年人口比率は 20%です。これ

が 2025 年には人口 1 億 2000 万人で 65 歳以上が 30%、2055 年には人口 9000 万人で

65 歳以上が 40%と推計されています。今後、所得税を納める人の比率がへり、年金

を受け取る人の比率が増えるのはまちがいありません。 

 

４ 社会保障制度は本当に「危機」なのか 

しかし、言語学者としてだけでなく米国外交政策の厳しい批判者としても世界的に有名

なチョムスキーは、米国の社会保障費について次のように述べています。以下は、邦訳『す

ばらしきアメリカ帝国』（ 集英社､2008）を元に、氏の著書『IMPERIAL AMBITIONS』の該

当箇所を寺島が改訂翻訳したものです。 

社会保障制度の「危機」について喚き立てている人々は、退職者に対する就労者

の比率低下を指摘しています。ますます増える退職者を、いま働いている人々が支

えていかなければならない、と。これは事実ですが、重要ではありません。重視す

べき数字は、全体的依存人口比率です。これは全人口に対する就労者の割合なので

あって、退職者だけに対する割合ではないのです。 
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たとえば、有名な団塊の世代を取り上げてみましょう。彼らの引退後を、どうや

って支払うかという疑問が出されているわけですが、それでは、彼らが生まれてか

ら二十歳になるまでは誰が支えていたのでしょうか？ 

年老いた母親の面倒をみるのと同じく、子どもの面倒だってみる必要がありま

す。この世代が大人になった一九六〇年代を振り返ってみると、学校など子どもの

ための政策に出費が急増しましたが、当時の政府歳入は今よりもずいぶん少なかっ

たのです。 

団塊の世代が子どもだったときには面倒をみられたのに、なぜ六十歳を越えると

不可能なのでしょうか？[だから]問題が大きくなったわけではないのです。危機の

捏造（でっち上げ）なのです。これは単に財政的な優先順位の問題なのです。実際、

米国は一九六〇年代よりずっと裕福な国になっているのですから、六十才以上の

人々の面倒をみることなどずっと容易なはずなのです。 

 

 上でチョムスキーは米国のことを述べていますが、この説明はそっくりそのまま日本に

当てはめることができるのではないでしょうか。つまり、社会保障費危機論は「過剰にイ

デオロギー的な解釈を表明している。しかし、それは個人的先入観や何らかの別の圧力を

反映している可能性があり、この問題とは本質的に何ら関係がない」（チョムスキー）と

いうわけです。 

またチョムスキーは、この文章の直前で「一歩譲って財政上の問題があるとしても」と

仮定した上で次のようにも述べています。 

では四十年あるいは五十年後、社会保障制度に財政上の問題が生じると仮定しまし

ょう。どのような手を打てばよいのでしょうか？ めったに議論に上がってきませ

んが簡単な解決法はいくつかあります。 

たとえば、給与における社会保障税は、ひどい逆累進課税方式（所得が多くなれ

ばなるほど少なくなる）になっています。およそ九万ドル以上の高額所得には課税

されません。つまり金持ちの特権階級はただ乗りをしているのです。 

少数の富裕層がただ乗りをするというのは、道理に適っているのでしょうか？ も

し完全に課税の上限を取り払ってしまえば、社会保障の財政問題は今後も生じない

のです。 

 

５ 法人税の引き上げを、そして所得税を累進課税に 

 同じようなことを、経済アナリスト森永卓郎氏も、尾木直樹氏との共著『教育格差の真

実』（小学館新書、2008、3７頁）で次のように述べています。貧乏人のために所得税の基

礎控除＝課税最低限を引き上げて累進課税にするべきだ（同時に法人税も引き上げて元に

戻す）と主張したらマスコミで袋たたきにあったのでした。 

尾木： 応援してくれるような人は、評論家の世界ではいないんですか。 
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森永： いや一、とにかく、いつも一人ぼっちなんですね。事実認識から全く違う

んですよ。真っ先に頭ごなしに否定されますね。例えば、税制の話をしていて、「日

本の課税最低限は先進国で一番低い」と言ったら、もう総攻撃を受けたんですよ。

「お前は何を考えているんだ。世界一高いんだよ」などと反論された。 

きちんと勉強していれば、「日本の課税最低限が高い」というのは過去の話であ

ることは明白なのですが、反論する識者のなかには政府税制調査会の委員までいた

んです。 

それでもう、あんまり袋叩きになるから、「わかりました。私は嘘を言っている

つもりは毛頭ないし、まだ番組は数時間あるので、今すぐスタッフが財務省のホー

ムページにアクセスして、政府税調の資料を見てください。財務省のホームページ

に出ています。もし私の発言が事実と異なっていたら、番組終了後、私を皇居前広

場に連れて行って、公開銃殺刑で構いません」と叫んだら、ようやくみんなが黙っ

た(笑)。 

 

 上記のように森永氏は消費税について語った後、法人税および消費税についても、尾木

氏の質問に答えて次のように述べています（38-39 頁）。 

尾木： 昔のどこかの国みたい。一種の情報操作ですよね。 

森永： そういうイロハのイも知らないふりをするんですよ。相も変わらず、「日

本の法人税負担は高すぎる。企業負担は高い」と主張する。二〇〇七年一一月の政

府税制調査会の答申では、日本の企業負担は税制調査会がきちんと国際比較した結

果、必ずしも高くないという結論を得たと政府の公式文書に書いてあるのに、嘘ば

っかり言うんです。世の中の人たちを平気で騙しているんです。 

 他によく言うのは、「日本の財政は破綻状態だ」という言葉です。日本の長期債

務は、実は二〇〇七年末で、二〇〇六年末に比べて二兆九〇〇〇億円も減っている

んですよ。国のプライマリー・バランス（国債費などを除いた基礎的財政収支）は、

これはまだ正式な統計は出ていないんですけど、地方を合わせたら、もしかしたら

二〇〇七年度は黒字だったかもしれない。そのぎりぎりのところなんですよ。破綻

なんか何もしていないんです。八○○兆円の借金があっても、金融資産は五〇〇兆

円あるから、実のネット{[正味]の借金は三〇〇兆円しかないんです。つまり、ヨ

ーロッパ諸国並みなんです。ありとあらゆることが嘘なんです。でも、新聞はどこ

も書かない。消費税率を上げる必要なんて微塵もないんですよ。 

 

６ 税収 － 倍増した消費税、半減した法人税・所得税 

日本が従来の累進課税制度を改悪し金持ちや大企業のために所得税や法人税をどんど

ん引き下げてきたことについては次の図表（神野直彦・宮本太郎編『脱「格差社会」への

戦略』岩波書店、2006、20 頁）が良く実態を示しています。 
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これを見ていただければお分かりの通り、九〇年から二〇〇四年までの間に、国の税収に

おける所得税と法人税の額は、見事に半減しています。その一方で消費税は、四兆六〇〇

〇億円から九兆六〇〇〇億円へ倍増しています。 

所得税  26 兆円      →  13 兆 8000 億円 

法人税  18 兆円      →   9 兆 4000 億円 

消費税  4 兆 6０００億円 →   9 兆 6000 億円 

 

 つまり、消費税を上げなくても、税制を元に戻すだけで十分におつりが来るのです。逆

に言えば、財源が不足していたから消費税が必要だったのではなく、お金持ちや大企業を

減税するために消費税が必要だったのです。これを税率で確認してみると、下図のように

なります（同上書 21 頁）。 
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ご覧の通り、法人税は八五年の四三・三%をピークに、現在は三〇%にまで引き下げられて

います。 かつて経済界は「欧米と比べて日本の法人税は高すぎる」と主張していました

が、最近はアジアとの競争を口実にさらなる引き下げを主張しています。 

 

７ 日本の法人税は高すぎるのか 

ところで、「欧米と比べて日本の法人税は高すぎる」という点については既に見たとお

り森永氏が明快な反論をしていますが、神野・宮本編の前掲書でも次のように述べていま

す。 

大沢： 同じ OECD のデータで所得税を見ると、先進国の中で日本がいかに所得税

負担が軽いか、よくわかります。しかも所得税負担はこの間に、さらに下げられ

た。その一方で、年金保険料は、現行の一四%程度が二〇二二年までに一八・三%

へと引き上げられ、介護保険料にしても低下する可能性はありません。（前掲書

23 頁） 

神野： 企業の利潤そのものが、欧州は日本よりも小さい。たとえばフランスの

場合、事業主の社会保険料負担は日本の三倍以上、ドイツでも二倍弱です。利潤

はそれだけ圧縮される。そうすると、対 GDP 比に占める法人利潤も当然小さくな

るわけですから、それに対する税負担で比較すれば、日本の企業の負担は圧倒的

に小さいことになります。（前掲書 26 頁） 

 

このように、法人税を引き下げていることが日本の社会保障財政を大きく苦しめている
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ことが分かりますが、もう一つ財源を減らしている理由は企業が正規雇用を大幅に削減し

ていることにあります。それを前掲書では次のように述べています。 

大沢： 要するに正規雇用を非正規雇用へ、フルタイムをパートタイムへ置き換

えることで、厚生年金適用を外し、労働費用をカットしたわけです。その結果、

厚生年金制度は、被保険者数でも適用事業所数でも九七年をピークに収縮してい

ます。脱法的な未適用、つまり適用されるべきなのに未加入の人は、最大で九二

六万人、未加入率は一割ないし二割にも達すると見られます。（23 頁） 

つまり企業は法人税を払わなくなっただけでなく、正規雇用を非正規雇用へと転換する

ことによって厚生年金の費用を払わなくなったので、ますます社会保障の財源が減ったわ

けです。 

 

８ 金持ち減税の実態 － 最高税率 75％が今では 37％ 

いま日本では非正規雇用＝ワーキングプアが大きな問題になっていますが、こうして貧

困者を激増させていますから、所得税による財源も減っていきます。それに追い打ちをか

けているのが金持ちに対する減税です。それは次の図によく表れています。 

 

ご覧のとおり、所得税も、かつては最高税率が七五%でしたが、いまでは三七%にまで引

き下げられました。相続税も最高七五%あった税率が、現在は五〇%です。その上、〇三年

からは相続時精算課税まで導入されました。つまり高額所得層の税率を大幅に下げてきた
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わけです。これに関して前掲書（22 頁）では次のように説明しています。 

その上、〇三年からは相続時精算課税まで導入されました。親が子どもに対し

て、生前に資産を贈与しやすいような制度をつくったのです。これは実質的に、

民法上は認められていないはずの生前遺産分割です。相続税の税率が高いと資産

家は自分で使ってしまい、低ければ貯蓄に回すといわれています。資産活動への

税の優遇は景気回復にはむしろ逆効果なのではないでしょうか。 

（中略） いずれにせよ、この一〇年余りの間に、「持てる者」に手厚くし、

そうでない者は置き去りにするような税制改革が一貫して行われてきました。そ

の典型例が所得税の基礎控除で、いまだに年間三八万円に据え置かれたままです。

課税最低限を諸外国と比較するなら、この数字で比べないといけません。 

 

９ 金持ち特権階級「ただ乗り」税制 

要するに、貧困層にたいしては底辺層まで課税し、超富裕層には減税どころか全体とし

て税の負担が低くなっているのです。チョムスキーが先に「金持ちの特権階級はただ乗り」

と言っていたものです。これを如実に示すのが次のグラフです。（前掲書 228 頁） 
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 ご覧のとおり、所得税・社会保険料・消費税を合計したもので調べてみると、年収二千

万円を境にして、それ以上の富裕層は税金負担率が激減していきます。これは上図で明ら

かなように「税額控除による課税漏れ」「分離課税による課税漏れ」「除外項目による課

税漏れ」が重なった結果です。このような逆累進課税になっているものを是正するだけで

大きな財源が生まれることは、もはや明らかではないでしょうか。 

なぜなら、この近年、一般の勤労者と違って、富裕層の収入は増えることはあっても減

ることはなかったからです。それを森永氏は前掲書『教育格差の真実』で次のように述べ

ています。 

次に、雇用者報酬です。雇用者報酬とは、サラリーマン全体に支払われた給与

やボーナスの合計額、つまり、働く人への分配金のことです。二〇〇二年から〇

七年までの五年間で、これは小泉構造改革の期間とほぼ一致しますが、日本の名

目 GDP（国内総生産）は二二兆円増えた。ところが、その五年間に、働く人への

分配金は五兆円も減ったんですね。二六八兆円から二六三兆円へと雇用者報酬は

五兆円も減少した。そればかりか資本金一〇億円以上の大企業の役員報酬は二倍

になり、株主配当は三倍になった。（前掲書 46-47 頁） 

こうして一億総中流といわれた日本はあっという間に階層化されて、所得格差

が出現しました。二〇〇七年の国税庁の統計では、サラリーマンの平均年収は九

年連続して減少しているんです。毎年のように実施される増税や社会保険料の上

昇のせいで、手取り収入の平均は大幅に下がった。しかも、所得の二極化が起こ

っているんです。これも国税庁の統計ですが、年収二〇〇万円台の人が一〇二三

万人に達する一方で、年収一〇〇〇万円や二〇〇〇万円以上の人も大きく増えて

いる。 

つまり、中間層が消えて、階層分化が起きていることは明らかなんですね。そ

れにしても、年収二〇〇万円台の人が一〇〇〇万人を超えたのは二一年ぶりです

よ。その一方で、働かずに暮らせる人が、どんどん増えているんですよ。（前掲

書 48 頁） 

 

10 金融資産への課税強化を 

このように、働かずに株の配当だけで左団扇の人々は、所得が三倍に増えているという

ことです。ところが日本の税制は、このような人たちにはほとんど課税していないのです。

前掲書『脱「格差社会」への戦略』第五章「金融資産への課税強化を」で、森永卓郎氏は

次のように語っています。 

たとえば株式の売却益への課税が一〇%というのは、どう考えてもおかしくない

か。ホリエモンが、もともと大きな価値を持たなかった自社株を一四〇億円で売

却しても、一〇%しか税金を取られない。他方、普通のサラリーマンはといえば、
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限界税率は所得税一〇%、地方税が五%、それに健康保険・雇用保険・厚生年金等

を合わせると、三〇%も持っていかれるのだ。 

なぜ年収五〇〇万のサラリーマンが三割も税金を取られて、紙くずを一四〇億

円に変えたホリエモンがたったの一割しか持っていかれないのか。これはとんで

もない不平等である。税率が同じだとしてもまだ不平等だ。一生懸命、額に汗し

て働いたお金には高率の課税をして、濡れ手に粟で右から左にもうけたカネには

あまり課税しない。これはもう、税制の基本原則に反する。 

私は「金融資産課税」を行うのが一番だと考えている。これは、世帯あたり一

五〇〇万円を超える部分にだけ、一律、一一%の税率をかけるというものだ。する

と課税べ-スで一〇〇〇兆円ぐらいになるので、三〇兆円も入る。劇的に税収が増

えるのだ。もう国債を発行しなくてもよくなる。しかも四分の三の世帯は、一銭

も払わなくてすむ。（前掲書 57 頁） 

 

以上で見てきたように、消費税を値上げしなくても社会保障の財源を確保する道はいく

らでもあるのです。ところが本論の冒頭でも述べたとおり、池田毅司さんは「消費税がこ

れからの税の中心になるのではないでしょうか」と、当然のごとく述べています。 

しかし、これでは、俗説・通説に鋭い疑問を突きつけることが仮説実験授業研究会や『楽

しい授業』「グラフで見る世界」の一貫した姿勢であったはずなのに、その評判・名声を

傷つけることになっているのではないかと恐れています。 

 とりわけ、『楽しい授業』「グラフで見る世界」は現場教師だけでなく多くの一般市民

に広い読者を持つだけに、その影響力は計り知れません。岐阜大学でも図書館職員に『楽

しい授業』の読者がいることを知って驚いたことがあります。 

だからこそ、今回の池田さんのグラフについてはどうしても一言コメントを申し上げた

いという思いが強くなり、こうして筆を執った次第です。よろしく御検討いただければ幸

いです。 

 

 

 

＜追伸＞ 法人税を高くすると経済成長率が止まる？ 

 

社会保障の財源については、米軍グアム島移転費やミサイル防衛計画など、直すべき財

源は他にも多くありますが、既にスペースを取りすぎていますので、ここでは割愛させて

いただきます。また企業への税金を高くすると経済成長率が止まるのではないかとの疑

問・批判があるでしょうが、前掲書『脱「格差社会」への戦略』がこれに対しても明快に

反論する次のようなグラフを載せています（125 頁）。 
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税金を高くすると経済成長率が下がると言う人たちの理論どおりであれば、縦軸が「租

税負担率」，横軸が「平均実質成長率」ですから、上記図表の平均値は右肩下がりの直線

を描くはずです。しかし、これを見ていただければお分かりのとおり、一九九一年から二

〇〇〇年までの直線はほぼ水平です。 

この図表で最も経済成長率の高いノルウェーは日本の租税負担率三〇％を遙かに超え

て四〇％強です。またこの図表で租税負担率が最も高いスウェーデン（五〇％以上）です

ら経済成長率は日本よりも高いのです。また、学力世界一で有名になったフィンランドも、

租税負担率が日本よりも高いにもかかわらず、経済成長率が高いことにも注目していただ

きたいと思います。 

よく知られているように、ノルウェーもスウェーデンもフィンランドも社会福祉が充実

している国です。つまり国民が安心して消費にお金を回せる国が結果として経済成長率が

高くなっていることを、この図表は示しているのではないでしょうか。前掲書『脱「格差

社会」への戦略』でも神野直彦氏は次のように解説しています。 

育児や養老など、生活に密着した対人社会サービスを充実させることが、いま

必要になってきているのではないか。これは OECD の統計の分類でいえば、「年金」

や「医療」以外の、「家族現物」や「高齢者現物」「その他」などに含まれます。 

かつてのような金銭給付的な社会保障をそのまま復活させるのではないにせ

 12



よ、生活を保障する新たなシステムをきちんと構築した国が経済も伸びている。

ところが日本はこの部分が弱く、社会保障のなかでも、依然として年金と医療の

ウェイトだけが突出しています。（125 頁） 

その一方で、必要な生活保障サービスが現にないことが、医療や年金にはね返

っている面もありますよね。たとえば欧州ではケアハウスが提供されているため

に、年金の給付水準はそれほど高くなくても大丈夫だったりする。（126 頁） 

 

 つまり、既に何度も言ってきたことですが、今のところ消費税率を緊急に引き上げなけ

ればならない根拠は何もないのです。むしろ経済成長にとっては逆効果でしょう。それを

傍証するものとして下記論文をぜひ読んでいただきたいと思います。 

 

STUCKLER and BASU「医療・福祉への 1 ドルは 3 ドルの経済成長をもたらす」 

http://www42.tok2.com/home/ieas/HowAusterityKills.html
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