
はじめに

現在のデフレは、もう十数年続いている長期

不況であるというのが私の認識であるが、政府

がはっきりデフレを認識したのは、小渕内閣が

成立してからのことで、まだ5年とはたっていな

い。実際のところ、平成に入ってからはずっと

不況が続いていたのに、政府には驚くべき長期

の好況という認識すらあった。しかもそれが経

済企画庁の意見だったりしたのだから、呆れる

ほかない。

小泉内閣は当初よりデフレ克服を最大のテー

マとして取組んできたが、成果は一向にあらわ

れない。経済担当大臣として就任した竹中氏は、

たしか2年のうちに経済は確実に回復すると断言

したのだが、回復していない。金融担当大臣に

なった今も、景気回復は必ずあるとしているよ

うだが、事態はそう進んでいない。デフレ克服

ということは誰がやってもなかなか至難の技
わざ

で

あって、簡単にいくものではないのだろうが、

やはり政策が適切でないということがあるから、

なかなか先が見えてこないということもあると

思う。そこで本稿では、政策のどこが誤ってい

るかということを話題にしたいのだけれども、

政策がとられる前に、なぜこのようなデフレ状

況が起きたかという原因の認識がほとんどされ

ていないということを指摘したい。そして現在、

何でもかでも“構造改革”ということを推進す

れば、デフレは克服されるかの如き前提があっ

て、しきりに構造改革が叫ばれていて、そして

若干のそれらしきことも行われているが、構造

改革とは何かということ、構造改革という言葉

の意味も十分に統一されて使用されているよう

には思えないという問題もある。だからなぜ構

造改革が必要で、なぜ構造改革が行われたらデ

フレは克服されるのかという納得のいく説明も

ないし、見透しもないのである。

小泉首相は果断の人であって、ほかのどの人

が首相を努めるよりもこの人が首相になってい

る方がよいだろうと私は思っているが、デフレ

克服政策には全く見るべきものがない。という

よりむしろ誤り多いと思われる。例えば、戦後

どの首相もなし得なかった予算を前年度より削

減するといったことを2年も続けて断行した。昭

和29年に1兆円予算といって前年度予算を絶対に

増やさないという姿勢で緊縮予算が組まれたこ
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とがあったが、これも正確にいって前年度より

予算が減ったのではなかった。ところが小泉内

閣は、予算をはっきり減らしたのである。これ

は大変勇気のいったことだが、デフレ対策とし

ては適当であったとは思えない。人々の消費意

欲はますます萎えてしまったからである。第一、

予算が前年度より減るということになれば、株

価は確実に下る。不景気への追討ちとなる。

小泉首相が構造改革という表現で何を目指し

ているのか。極めて分かりやすいものもあれば、

よく分からないものもある。郵政事業の民営化

というのは分かりやすい例である。民営化でき

るものは、すべて民営化した方が経済の活性化

につながるという考え方であるらしいが、民間

企業にしたら効率が必ずよくなるとは言えない

ことも多いだろう。効率の悪い民間企業が多く

なりすぎて、今回の不況の中で困っているので

あって、事業運営の良否は、民営にすれば良、

国営は不良というように割りきれるものではあ

るまい。パンナムという民営のアメリカ第一の

航空会社は倒産してなくなったではないか。

構造改革が実行されれば、不況は克服される

かどうかを検討する前に、現在いたるところで

叫ばれている構造改革ということにも色々な意

味、内容の相違があるように思う。まず言葉の

意味から整理しよう。

一　構造改革とは何か

現在の政府が構造改革といっているのは、行

財政改革と企業のリストラのことである。つま

り効率的な政府、小さな政府をめざすとともに、

各企業も無駄を省いて効率的な経営をするべし

ということのようだ。財政赤字を解消するため

の財政改革ということも構造改革といってさし

つかえなかろう。つまり消費税の導入といった

ことも構造改革ということになるだろうが、更

に広く行政機構全体を簡素化するということが

構造改革ということらしい。二つの役所を一つ

にするというと簡素合理化ということになるよ

うだが、公務員の数が減ったわけではないし、

大臣が１人減っても副大臣が二人増えるという

ことで、別段合理化でも簡素化でもなく、合併

したにすぎないものを構造改革とよび、この構

造改革によって不況が克服されると考えている

とすれば少しおかしい気がするが、官民を通ず

る経営の健全化ということが構造改革の現在の

意味であるらしい。

このような意味づけから、金融機関の不良債

権の処理が何よりも重要な不況克服策であって、

銀行経営が健全化すればそれだけでもう景気が

よくなるようなことが、ずっと言われてきたの

だが、そして不良債権の処理も少しはすすんだ

が、不況は一向におさまらない。官民を通ずる

経営の健全化というだけが不況克服策でもなか

ろうし、また構造改革という言葉の意味でもな

いだろうが、構造改革ということの第一の意味

はそのようなものであるのだろう。

構造改革という語のもう一つの意味は、もう

20年も前からの日米貿易摩擦に関して散々言わ

れた日本経済の構造改革という議論であった。

これは日本経済の構造なり体質が貿易依存型に

なりすぎている。つまり原材料を安く輸入して、

高度の商品をつくり海外、特にアメリカに輸出

する。そうして集中豪雨型輸出と言われたこと

もあるように、日本経済は全く外需にばかり依

存していて、国際収支の黒字をためすぎる。

もっと内需を拡大させよという議論であった。

簡単に言えば、日本は自国で作った自動車をア

メリカばかりに売るのでなく、もっと日本人自

身に売れという主張であった。この外国貿易依

存型の経済構造を内需中心の構造に変えろとい

うことは、何となく曖昧なままで推移し、この

頃はあまり言われなくなっているが、日本人も

もう自動車やテレビは買えるだけ買っていて、

現在はやはり消費不振、内需不足という状況に

なっているのである。日本経済の貿易依存型構

造というものは、消し去ることはできないし、
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そういうことになったとしたら日本経済は滅ん

でしまうであろうということである。このよう

な意味での構造改革はできない相談ということ

になろう。

もう一つ、第三の意味として構造改革という

語が用いられることがある。これこそ本当の意

味での構造改革ということだと私は思うのだが、

そういう意味で構造改革を説く人はあまり多く

ない。それは日本経済の中の聖域を解消せよと

いう議論である。日本経済の中には、特別の保

護や特別の規制を受けている分野があまりにも

多い。これらのことを改革しなくては、本当の

意味での構造改革もないし不況の克服などもあ

り得ないとする見解である。

農業と医療と教育、これが特に過保護されて

いる分野で、この解放なくしては真の「明るい

構造改革」はないとするのは、慶大教授の島田

晴雄氏である。私は寡聞にしてこの人以外にこ

ういう意見を吐いている人を知らないが、この

種の構造改革論には政府は全く一顧だに与えて

いないのではないか。ウルグアイ・ラウンドで

強制されてしぶしぶ米の自由化―米の輸入―を

政府は認めたのだが、なんとその実際は高関税、

つまり国内価格を維持するための高い関税を課

すという案だった。こんなことで国際社会が承

知するはずもないことは、政府も知っていてわ

ざとやっているのだろうか。

ともかくこの第三の構造改革は、一言で言え

ば規制緩和である。そしてこの規制緩和こそは、

第一から第三までのすべての構造改革論に裏う

ちされている思想なのである。しかし残念なが

ら、その思想には頗る強弱の差がある。政府は

聖域の解放などということは、全然考えていな

いのである。

以上のように、構造改革という漠然とした言

葉の意味は3通りくらいに分類できると思うが、

以下それについて順次私見を述べてみたい。

二　行財政改革という構造改革

小泉改革をかなり評価する人と全く評価しな

い人と様々に意見は分かれるが、改革が必要と

いう認識で果断に事を進めようとする姿勢だけ

は評価できるだろう。問題は経済とは経世済民

ということ、人々に不安を抱かせる政策を打出

しては、いかに痛みに耐えてという説得を試み

てもうまくいかないということだ。エコノミス

ト紺谷典子氏は、国民に安全と安心を与えるの

が本当の改革だとし、小泉改革は不安を大きく

し、負担を増やしただけであるから0点である。

マイナス100点にしたいくらいと酷評する（2002

年12月27日、毎日新聞朝刊）。

高齢化社会を迎えて大変だ大変だというだけ

では困るので明るい高齢化社会をめざさなくて

はならない。このことは皆分かっているはずだ

が、小泉内閣のやってきたことは、一種の恐怖

政治に近いものであった。それは構造改革とい

う名の下にとられてきた金融再建策に如実にみ

られる。

1 ペイオフという恐怖の金融行政

2年後にペイオフを実施するという声明を出

し、待ったなしと何度か言ったが、とうとう

待ったがかかって、人々は何となくペイオフを

忘れかかってきたが、これは預金者と銀行経営

者の双方に恐怖感を与えるもので、このために

弱小金融機関からどれだけ預金が移動したか、

統計がないから分からないが、あまりにも馬鹿

げたスローガンであった。元来、アメリカの言

うなりのことを政策としてとりあげたのであろ

うが、預金者にも自己責任がある、金融機関は

預金者が自らの責任で選択すべきものだという

ような論理であったが、これはわが国の実情に

甚だなじまないものであった。私は到底実行で

きる政策ではないと考えていたが、案の定実行

はできなかった。この誤ったスローガンの提唱

がどれだけデフレを加速したか、それは統計が
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ないから分からない。

金融というものは、本来その発生は極めて地

縁的なものである。どんな大銀行でも、もとは

小さな地域金融機関、つまり中つぎ業であった

わけで、ペイオフなどという理念なり政策なり

ということは、いわば、信用金庫程度の小さな

金融業におけるアメリカでの危機管理政策なの

である。これをいきなり日本の大銀行の金融危

機にもってきて、しかも2年のちに実施すると

大々的に言いはじめたという政策盲動は、全く

進む方向の誤ったものであった。日本人の常識

からは著しくはずれたものであったので、この

ペイオフは、政治家達の間で自然に嫌われて何

となく沙汰止みになったのだが、この政策の愚

かさを学者も、経済官僚もほとんど言わなかっ

たのは、不思議というものであった。今、恐怖

は少し取り除かれた。

2 不良債権の処理

バブルの崩壊は、金融破綻のはじまりである

とともに、デフレの発進であったが、政府がこ

れを認識するのがあまりに遅かった。遅いどこ

ろか、逆認識をした。持続する経済成長という

ように。ところが遅ればせながらデフレを認識

するとともに、金融機関の不良債権の処理こそ

デフレの克服の途だと全く原因と結果を逆にと

らえた政策を打出した。これこそが恐怖政治の

第2弾である。これはペイオフが、金融機関と預

金者の双方に恐怖を与えるものであったのに対

し、さらに金を借りているもの、債務者までと

り込んで三方に恐怖を与える徹底的に誤った政

策である。

銀行の経営が良心的に行われ、健全であるべ

きは言うまでもなく、経済が正常ならば金融機

関の経営にも歪みは生じない。現在の金融機関

の不良な経営状況は、経営者としての適格性を

疑わしむるようなものもあるが、その根ッコに

は、三十数年にわたって過剰に国債を発行し続

けてきた政府の財政上の責任がある。つまりお

金がありすぎること、過剰流動性の長期にわた

る発生があり、金融機関にしてみれば、預金残

高に対して適切な借り手が少ないという根本問

題があった。

現在の政府とくに竹中大臣の姿勢は、金融破

綻を単に銀行経営上の問題としてのみ捉え不良

債権を処理して、銀行経営が健全化すればすべ

てうまくいくとしている。これは現在のデフレ

を経済学上の問題として把握せず、単に経営学

上の企業単位の問題として捉えているものであ

る。この姿勢は基本的に誤っている。

元来、不良債権の処理などということは、銀

行自身が当然にやるべきことで、政府が音頭を

とってやらねばならない性質のものではない。

銀行という企業の経営判断の問題なのである。

それがなぜこういう政府が音頭をとらざるを得

ないことになったのかといえば、すべての金融

機関が不良債権を抱えるような全般的な危機的

状況に陥入ったためである。基本的に考えてみ

ると、ペイオフとか、不良債権処理の早期完成

などという政策は、例えば100ある銀行の中に、

10ないしは20くらいの経営悪化の銀行ができた

というような状況ならば、取り得る政策なので

ある。すなわちその銀行だけをたちなおらせれ

ばよいのだし、また悪質ならば消滅させればそ

れですむのだから。わが国の現在の状況のよう

に、100の銀行がすべて危いというときに行うべ

き政策ではあり得ない。預金者はもとより、何

よりも関係者一同に政府が安心感を与え、真面

目に問題にとり組む姿勢を誘い出すことが必要

なわけで、要するに不良債権の処理ということ

は、気ながに処理せざるを得ない問題なのであ

る。

小泉内閣は人気ある内閣だし、今のところ他

に人はいないわけだが、靖国神社参拝とか田中

外務大臣起用とか、不可解な行動力をみせられ

て奇妙な感じを抱かざるを得ない点も多いが、

とりわけ金融政策は全く逆方向のことをやって、

デフレを加速してきたように思える。金融政策
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とは、先ず預金者に安心感を与えることが必要

で、預金者保護を第一目標としてきたわが国の

従来の金融行政の目的そのものが誤りであった

のではないのである。例えば、厚生労働大臣が、

この2年間に病気を根絶するという方針を打出し

たとしたら、人々は病気全部がある期間になく

なってしまうなどのことはあり得ないと直感す

るから、このような政策なり方針はだれも信じ

ないであろう。不良債権というのも、このよう

なもので、多い少ないはあっても、ある程度は

次々に出てくるもので、政府が号令をかけてな

くせるものではない。人々が率直に納得できな

いのは当然である。

国債を発行して政府が民間資金を吸い上げる

と、民間に資金不足（クラウディング・アウト）

が生ずると財政学の教科書は教えるが、わが国

では、国債を発行すればするだけ、民間に資金

剰餘が生じ、銀行が貸出先の選択に苦しむよう

になった。これは国債の消化を確実にしたいた

めに、政府が国債の換金がいつでも、どれだけ

でも出来るような体制をとり続けたためである。

つまり日本銀行の金融政策が、銀行の保有国債

を何時でも換金するから、クラウディング・ア

ウトどころか、貸付資金過剰の状況が続くよう

になり、相手みずの貸付けを銀行が行なってき

た。これが不良債権の大量発生を招いたのであ

る。銀行だけの責任ではない。

この不良債権の処理は簡単にいかないが、か

りにうまくいって、すべての銀行が健全化した

としよう。そうすれば、なぜ景気が回復するか。

健全な借手が次々に出現してくれば、銀行の経

営は安定する。景気が回復して消費需要が起れ

ば、設備投資意欲も目ざめる。順調に借手がで

てくるのであって、銀行がかりに不良債権の処

理を完了しても、景気が回復しなければ有望な

借手も出現せず銀行の経営は回復しないのであ

る。そうして預金者の無利子状態は続く。現在

の政府の金融行政方針は、全く原因と結果をと

り違えている無効有害なものである。

3 いわゆる銀行新税

私は本誌前号で、「付加価値を課税標準とする

ことについての諸問題」を書き、その際、銀行

新税についてふれたが、今回その控訴審判決

（2003年1月30日東京高裁判決）がでたので、若

干またそのことにふれ、構造改革としての行財

政改革の中の最重要項目と考えられる税制改革

の問題と地方分権の問題にふれてみたい。

一審に続いて二審でも銀行側の勝訴となった

が、判決理由はかなり違うようである。その根

本のところだけ解説してみると、一審判決では、

現在の状況は「事業の状況に応じて課税標準の

変更をすることができる」としている地方税法

の規定する状況ではないから、所得基準であっ

た課税標準をここで変更することはできないと

していた。ついで一審判決は、粗利益は地方税

法で規定している外形標準としての課税標準で

はないとした。

二審判決は、「現在の状況を事業の状況に応じ

て課税標準を変更する状況とすることはさしつ

かえないが、地方税法には、税額が著しく均衡

を欠いてはならないとあるのに、税額が何倍に

もなる変更をしたのだから地方税法違反である」

とするものである。一読する限り、高裁判決の

方が常識的には分りやすい。税額が著しく変わ

るような課税標準の変更はできないとしている

地方税法の規定に東京都のやり方は眞向うから

逆らっているものだからである。たしかに一審

判決がこの点にふれなかったのは、少し奇異な

感があるけれども、よく考えてみると高裁判決

が優れているとか、本質的であるとか言えない

ような気がする。

なぜかと言えば、課税標準の変更を認めるの

だが、税額が変わるような変更は駄目だという

のなら、何のために変更を認めるのか、全く変

更の目的は失われるのである。この規定はたし

かに奇妙であるが、当初の時期においての課税

標準の選択を認めるためにおかれただけの規定

であって、途中の時期に課税標準の変更を認め
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るためのものではないと考えれば合理性が見出

せる。しかしそうではなく途中の時期にも課税

標準の変更を認めるためのものだというのであ

れば、税収の変更を認めなければ意味がないの

である。高裁判決はこの点全く配慮していない。

一方、地裁判決も、どのような情況が課税標準

の変更がみとめられる情況かということに触れ

ていないが、少なくとも現在がそのような情況

ではないとしたところは、高裁判決よりも優れ

ているように私には思える。一審判決が、税収

が著しく均衡を失するようになったかどうかに

ついて全く触れていないのは、たしかに奇異に

感ずるが、裁判官の立場からすれば、課税標準

を変更できる情況ではないとした以上、税収の

問題について判断を示めす必要がないとしたも

のだろう。

次に高裁判決は、粗利益を外形標準とするこ

とを認めた点で、一審判決と全く逆の態度であ

る。これは税法を刑法なみに厳格に解釈し類推

解釈を許さない立場にたてば、粗利益は地方税

法に課税標準として規定されていないので一審

判決の立場を正当とすべきであろうし、合理的

な範囲で類推解釈も許されるという立場にたて

ば、二審判決の考えもあり得るということにな

ろう。私の考えは、前記の論文に述べてあるが、

粗利益というものは法人事業税の課税標準とし

ては不適当とするもので、結果としては一審判

決と同じ意見になる。私の見解は粗利益という

のは、付加価値でもあり外形標準でもあり得る

が、法人事業者の担税力の指標には全くならない

ものであるので、法人事業税の課税標準としては

不適当というものである。だからこそ地方税法も

粗利益を課税標準と認めていないのである。従業

員数とか、事務所面積といったものが、担税力

の指標としては、はるかになじみ易い。

法律的な議論はともかくとして、東京都の銀

行新税は、地方分権の強化という点、すなわち

地方への財源委譲と税制改革ということで大き

な注目を浴びた。東京都知事としては、まさに

これこそ構造改革ということであっただろう。

増税を地方団体かぎりで行えるということにな

れば、まさしく大きな構造改革であっただろう。

しかし、税金をとられる国民の立場からみれば

たまったものではない。現在の地方公共団体の

政治というものは、そんなに信頼できるもので

はない。東京都のもくろんだ構造改革は、裁判

所の判断で挫折したが、これは挫折した方がよ

かっただろう。裁判所はどうやら正しい方向で

判断した。しかし、これで銀行はつけ上っては

いけない。地方政府の暴走が喰い止められただ

けのことである。

4 特殊法人問題等

横浜貯金事務センターというところから、折

たたみ式ハガキがきた。何だろうと開けてみる

と、郵政事業庁・貯金部長からのごあいさつと

いうもので、平成15年4月1日から郵政事業庁は

日本郵政公社へ移行しますとある。随分はやば

やと知らせてくれたものだが、小泉首相の民営

化への大きな第一歩が踏み出されているわけで

ある。郵便局にかぎらず、予算編成で内閣の主

導権を確立し特殊法人改革にメスを入れたとい

う点で、小泉首相を高く評価する人もあるが、

まだ10年もかかるという改革である。先のこと

は分らないというより、改革された組織が本当

に有効であってデフレ脱却が可能かどうかが分

らないということである。中味は変らず、丸な

げで名前を変えるだけだという人もある。デフ

レという経済現象、それは一国にとどまる場合

もあれば、グローバルに波瀾をおこすこともあ

る。組織をつくりかえるという構造改革で本当

にデフレは乗切れるかどうかということだが、

デフレとは極めて心理的な現象だと説く学者も

いる。何よりも皮肉を言う人は、郵便局は民営

化され、銀行は国営化される。これが構造改革

だ。明るい未来は描けないという。これでは結

論は出せないのだ。

小泉首相の力点は、特殊法人征伐、国営企業
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の民営化であるが、行財政改革の構造改革の一

つとして、最近政府筋からのはなしとして、市

町村の合併がある。これは今なお全国で3000以

上もある市町村を2000程度に合併促進をしよう

というものである。このことは、かなり素晴し

いことのように思える。実際のところ、町村と

いう小さな政府が首長選挙を行い、議会を設け

る。これは相当な無駄である。江戸時代の町村

というものは、何万とあったらしいが、戦後の

状況で、日本の市町村は6000以上あった。これ

をある時期に合併促進策を国が行って、3300程

度にしていたわけである。今度の構造改革でこ

れが大きく動き出せば、非常に効率化にとって

は望ましいことではないか。

さらに目下現実性のある議論ではないが、縣

という中間的な政府はもう不要ではないかとい

う議論も聞こえてくるようになった。ともかく

も、国民は三重の政府を背負っている。これは

何も日本だけではないが、三重の保護を受ける

というと聞えはよいが、三重の負担を背負って

いるのだからできるだけ簡素化した方がよいだ

ろう。ついでに言えば、国会も参議院をやめて

一院にしろとか、裁判所の三審制も無駄が多い

という議論が昭和20年代にはされたことがある。

憲法改正こそが構造改革の最大のものであろう

が、その議論は今は全くない。

三　内需の拡大という構造改革

―輸出依存型経済体質の転換―

明治維新にはじまる日本の近代化は、農業国

家日本を工業国家に変えることであった。これ

はまさに日本経済の構造改革であった。それは

政府主導型で徐々に、そして急速に行われた。

まず軽工業、その代表選手繊維工業が政府主導

で導入された。政府主導というのは、政府が工

場をつくり生産を開始し、軌道にのれば民間に

払い下げるという方式である。この方式は、製

紙工場にも製鉄所にも導入され、日本の重工業

化は半世紀の間に出来上った。これはまことに

大きな構造改革であった。日本という農業生産

しかなかった国が、海外から原料を輸入し製品

にかえて輸出をする、それによって乏しい資源

国が大きな人口を養うことができるようになる

という基本的構造がともかくも出来上がったの

だから。戦前の主な輸出品は、生糸であって重

工業製品ではなかったが、貿易によって国民経

済が支えられていくという原型は、戦前に完成

していたとみてよい。

戦後の復興は、この原型を忠実に再現したも

のと考えてよいだろう。それは傾斜生産方式に

はじまる産業の復興であったが、すべて政府主

導の下での財政、金融政策によるものであった。

日本が貿易で黒字を出しすぎるということに

なって、日米貿易摩擦という事態が起った。こ

の政府主導が批判にさらされると同時に規制緩

和が叫ばれるようになった。爾来20数年もう相

当に事情はかわっているが、日本が貿易依存と

いう経済体質を改めるということは基本的には

無理なことである。これを止めるなら日本人は

餓死をしなくてはならない。

構造改革という言葉がいつ発明されて使われ

るようになったかは分らないが、現在のように

頻繁に使われるようになったのは、日米貿易摩

擦が発生してからである。日本はその過大な黒

字を解消するためには、経済構造を変えなけれ

ばならないというのが、構造改革という言葉の

はじまりであった。内需拡大と規制緩和という

ことでいろいろの議論や接渉があったが、結局

貿易摩擦というのは、自動車会社の輸出自己規

制というようなことで何となくあまり騒がれな

くなった。黒字も多少は減ったということもあ

るが、結局は減っていない。このようなデフレ

になっても黒字は減らないのである。

内需拡大ということも、どれだけ日本国内の

消費需要が増えたかということもはっきりしな

いままに何となく有耶無耶に終ってしまったよ

うだが、公共事業に幅広くハコモノを取入れ、
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各地方都市に美術館や博物館、動物園などがで

きたのも内需拡大に一役買っていたのかも知れ

ない。しかし結局のところ、日本のこの貿易依

存型の経済構造は変えることはできないもので、

したがって構造改革という言葉は、この意味で

使われはじめたのだが、現在はすっかりこの意

味は忘れられている。構造改革という言葉は、

行財政改革ということ、金融機関の不良債権の

処理ということに変ってしまった。したがって

この項の解説はこれでやめておく。

四　聖域の解消という構造改革

自作農創設特別措置といったようなことが資

本主義国家で行われたことは、占領中だからこ

そできたのであっただろうが、当時はこのこと

こそ農業生産を確保する最良の方策だと信じら

れていたのである。今考えると、この措置は零

細農を固定化し、日本の農業を極めて低い生産

性のものに固定している元凶なのである。農業

の国内生産、それもお米だけの自給自足を維持

するために、いかに多くの負担を国民が負い続

けねばならぬのか、この頃はこの議論をする人

も少なくなったし、政治家は勿論、農業問題は

タブーとして取上げない。しかし、日本の農業

は上手に自由化して、農業人口は半分に、生産

量は2割増、農民所得は2倍増くらいを目標に大

転換を図るのが眞の意味での構造改革だと私は

思う。農業については、本当に議論する人さえ

稀になった。聖域は完全に構造改革から除外さ

れているのである。

零細農の固定化ということは、何も私の言い

出したことではなく、当時の自作農創設措置を

批判して石橋湛山が言ったことである。この人

は後に首相になったが、病気のためあっという

間に辞めてしまった。誠に惜しい人を重要な時

期に日本は失ったという感じがする。

農業問題に限らず、医療にしても教育にして

もわが国には聖域が多すぎてどうにもならない

面がある。医療費は今後本人負担が2割から3割

になるということであるが、3割も負担するのな

ら保険の意味は全くないのではないか。乱診乱

療の結果、こうならざるを得ないという面も多

少あると思われるが、日本の医療費はいかにも

高い。医者が高いのか、薬が高いのか正確には

知らないが、私が風邪をひいて医院にゆく、大

体1,000円くらいとられる。私の場合、老人医療

で本人負担2割の筈である。だとすれば、風邪を

ちょっと診断（大体3分くらい）して貰って飲み

薬を貰うだけで、5,000円の医療費ということに

なる。これはもう十分に高過ぎる。半分でもい

いのではないか。

学校は免税だから、学校をつくれば儲けると

いうようなことで、私立の大学から中学まで沢

山つくられた。学校の経営者がすべて金儲けの

ためにやっているのではないだろうし、そう思

いたくもないのだが、公立の学校の教育内容の

劣化を文部省がずっと放置してきて現在の日本

の奇妙に歪んだ学校のあり方がつくられている

ように思う。学校経営も自由化をすべきであろ

うし、自由化をするならば一方で免税特権とい

うような不平等扱いをなくすべきであろう。日

頃このようなことを考えていたら、新聞が法政

大学が学校債を発行すると報じている。既に格

付けを取得しているという。学校債は01年から

一般むけに売却することが出来るようになって

いるが、投資対象とはされずに市場で流通する

ことはなかった。今度は証券会社と組んで、証

券会社が学校債を売るようになる（2003年2月7

日 毎日新聞）。このことが規制緩和で喜ばしいこ

とか、危険極まりないことか私にはちょっと判

断がつきにくい。しかし学校法人にこのような

自由を認めるのであれば、免税特権は与える必

要はなくなるのではないか。

わが国には公益法人の免税という幅広い制度

があり、その制度の当否を疑う人は少ない。公

益法人といっても、実に幅広いもので、学校法

人や宗教法人といえばその代表的なものである。
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これらに公益事業だから免税特権を与えるとし

ても、さして奇異感はないだろうが、公益法人

という名の下に各種の財団法人がある。これら

の財団法人は、多くのお金持ちの財産保全の隠

れ蓑となっている。お金持ちというのは、多く

は株式所有者であって、その配当所得が大きい

わけである。株式を自己所有にすれば、その配

当に30％の税金がかかる。財団法人にして出捐

すれば無税である。だから沢山の財団法人がで

きた。その場合、財団法人の役員に出捐者がな

ることはできないという制度であれば、公益の

ために免税ということも理解できないこともな

い。ところが、わが国の制度は、出捐者が理事

長になり、その一族が役員となる制度である。

これでは公益のために出捐したという意義は全

くの申し訳だけのものになる。私益法人である。

ここで税制のことにちょっとふれてみると、

わが国は累進税率を最近の数年間で、最高70％

から37％まで下げてしまった。これは金持優遇

以外のなにものでもないが、もともと株式配当

取得者には分離課税という制度があり、いくら

高率の累進税率をつくっても有効に働かないと

いう事情もあった。つまりどんなお金持ちでも、

あまりに高い所得税は払うのが嫌になるという

気持ちを尊重したわけだが、このようなことが

できたのも、経済成長のおかげで、極端な貧富

の差がなくなり、眼の前に飢える大衆が出現す

るようなことのない平和な社会が実現していた

からでもある。お金持ちに大巾な減税をして財

政が困らないならそれもあり得るのだが、財政

は破綻している。中堅サラリーマンの源泉徴収

所得税だけは依然として高い。わが国の産業経

済を担っている人々の重税感はぬけていない。

公益法人の非課税といったことも聖域である。

政府が絶対とりあげない構造なのである。農業

をはじめ学校、医療、宗教などは、意識して避

けて通られている聖域と言えよう。これらの構

造改革は政府は絶対にとり上げないし、多くの

学者も気がつかない。

この避けて通られる聖域に対して、聖域とは

気付かれていない聖域がある。それは聖域と表

現するより、至上命題とでも言うような取扱い

を受けているものである。それは、当然の行政

目的であって、その達成に全力を傾注しなくて

はならないとされている分野である。それを構

造改革しなくてはならないなどと人々は思わな

い。政府も勿論思わない。しかし本当はそれこ

そが構造改革が必要なものである。それとは何

か。社会保障がそれである。

五　国民皆兵と国民皆年金

高齢化社会を迎えて、福祉政策の実現のため

には、何としても消費税の導入が必要であると

して十年間のすったもんだの後、消費税が導入

された。社会福祉は現在の最大の政策目標であ

り、批判を許さない重要な尊い政策であるよう

に思われている。福祉のためにということであ

れば、すべてを犠牲にしなくてはならないとい

う思い込みが、官民を通じて出来上がっている

ように思えるが、果たしてそれでよいのかとい

うのがここでの論題である。

貧民救済は怠け者を育てるからよくないと

言ったのは、リカードである。社会福祉政策に

ついては200年以上前から議論があったのであ

る。たしかに何もしなくても、一生遊んで食っ

ていけるような制度ができれば、人間は勤労と

いうことを忘れるかも知れない。行きすぎた保

障はやるべきでないということは誰でも一応は

理解できるだろう。しかし具体的にどうするか

ということになると、なかなか社会福祉政策に

反対するということはできにくい。私がここで

述べたいのは、社会保障なり社会福祉なりの基

本理念や基本政策に反対するのではないが、国

民皆年金などということは少し無謀なやり過ぎ

ではなかったかということ、それは明治政府の

国民皆兵というやり過ぎに基本的に似たところ

がある、日本的な中庸を知らないやりすぎ傾向
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のあらわれと思われるという見解の説明である。

私ども戦中派は、軍隊の制度は徴兵制、国民

皆兵という制度こそは理想の兵制であって、傭

兵制などは最低のものであると教えこまれてき

た。現在の研究では、傭兵制の方が優れている

とする人の方がむしろ多い。傭兵制はむやみに

人を殺傷しないからだという。

明治維新政府は、富国強兵をモットーに徴兵

制を思いつく。しかしさすがに急激に一度に実

施するのは無理だろうと長い予告期間をおいた。

そうして徴兵制を説明するのに血税という語を

用いた。これが人々に大きな恐怖を与えた。血

税という言葉は、ローマの歴史において、本来

のローマ市民は納税の義務を免ぜられるかわり

に、兵役の義務を負うという制度に対する説明

として用いられたもので、身命を国に捧げる

人々には課税はしないということを意味する。

徴兵制ということは、恐ろしい制度だという

印象を人々に与えたが、政府特に軍部は宣伝と

強制によって徴兵制を完全に定着させ、これこ

そ最高の国家義務を遂行する崇高な制度だと

人々に思い込ませることに成功したかに見えた。

しかし結局徴兵制は行きつくところまで行って、

国そものもを滅ぼしたのである。今は、徴兵制

が良い制度だなどと思っている人は誰もいない。

戦争を放棄するという思想がかなり定着した

現在は、福祉国家の建設ということが至上命題

と思われ、社会保障制度を完備することが国家

目的とされるようになった。社会保障というこ

とが絶対的に良いことであって、これを完全に

実現するには、国民皆年金という老後保障が必

要であるという考え方、これを疑うなどという

人のあろう筈もないというふうに一般に思われ

ている。

しかし、国民皆年金という考え方には何とな

く国民皆兵という考え方に共通のものがあるよ

うに私には思える。年金制度は、軍人、官吏の

恩給制度に始まって、徐々に発達してきたもの

だが、国民皆年金と飛躍したのは、昭和36年

（1961年）で、一挙に国民皆保険、国民皆年金の

制度がこの年に導入されたのであった。

経済成長に自信を持ちはじめた時期ではあっ

たのだが、このようなことに財政的な十分な裏

付けもないままに踏み切ったのは、いかにも理

想に溺れた大冒険であったように思われる。今

になってそう思うというのではなく、当時にも

そのような考えはあったはずである。そのよう

な慎重な考えを押切ってともかく発車という姿

勢は、日本的なもので、徴兵制の実施によく似

ているというのが私の感想である。

年金制度は、本人と雇用主の負担を強要しそ

れにあわせて国庫も負担するというものである

が、20才から65才まで、つまり45年間積立てて、

15年間（平均して65才から80才まで）支払を受

けるという遠大な制度である。20才の時点で就

職して収入を得ているかいないかを問わないの

であるから、未加入者とか滞納者が出てくるの

は当然であって、無理な理想を掲げた制度を強

制して、政府が自縄自縛に陥っているというの

が現状であろう。

社会保障とか、国民皆年金とかいう分野は聖

域とは考えられていないが、これこそ人々の気

付かない隠された聖域なのである。この分野は

神聖で不可侵であって、絶対にとやかく言わず

に邁進すべきものと政府をはじめ多くの人は

思っているのではないか。これが実は本当に恐

ろしい盲点である。なぜ歳出が毎年毎年増えて

いくのか、考えればすぐ分ることである。社会

保障がどんどん増えていくからである。今まで

なくてすんだ保障の費用が毎年増えていく。こ

れを増税をせずに賄うということ自体が無理な

のである。現在の社会には無駄が多いと言われ

るが、社会保障のいろんな分野にそれがあると

いうことは、一般的に問われていない。先進国

の真似をして、社会保障に突走ってきたが、今

やもう一回、先進国の真似をして社会保障をみ

なおさなくては、財政再建も不況克服もないの

ではないか。
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社会保障の種々の制度には、まず無理が多い。

次に無駄が多い。言ってみればかなり杜撰であ

る。精妙で厄介な制度も困るが、本人の意向を

問わず、しゃにむに強制するところが、国民皆

年金は国民皆兵と全く同様なのである。介護保

険の制度も保険とは名ばかりで本人に同意さえ

求めない強制加入の制度であって、実質は目的

税である。国民皆兵、皆年金と同じ発想にたっ

ている。国民は同一の取扱いを受けなければな

らない、国民は永遠に国民であるという日本精

神の発露以外の何ものでもない。年金などとい

うものは、20年かけて15年貰うという位の制度

で丁度よいのではないか。働かざる者食うべか

らずというあまりにも有名な命題が、有名すぎ

てずっと忘れられてきたところに問題がある。

まとめ

不況対策をたてるのに、なぜデフレになった

かという十分な反省がされていない。デフレの

原因は、政府が毎年毎年やむことなく国債を発

行し続けたからである。一兆円を税として徴収

し、その一兆円を政府が支出する限り、国民経

済の中でお金は増えない。ところが、一兆円を

国債として収納すると、民間の一兆円は政府に

移って一旦は消える形となるが、手許にある国

債一兆円は、いつでも現金一兆円に日本銀行が

変えてくれる。つまり一兆円は復活するので、

政府が歳入を調達するのに国債を発行すればそ

の分だけお金が確実に増えるのである。このよ

うなやり方であるから、現在の国債発行は市中

消化といっても日銀引受けと全く変わらないの

である。

過剰な貯蓄（お金）は消費不振を招くという

のは、新古典派以来の定説であったが、この関

係はどちらが原因でどちらが結果かよく分から

ないにしてもあたっているだろう。よく分から

ないというのは、人々が貯蓄ばかりするから品

物が売れなくなるのか、買控えをするから自然

と貯蓄が増えるのか分からない面もあるという

ことである。現在の状況では、減税をしてもそ

の分だけ消費が増えるのではなく貯蓄が増える

のである。公共事業（歳出）を増加して人々の

収入の増加を図っても、やはり貯蓄は増えても

消費は増えないのである。つまり消費飽和状況

が起っているから、何らかの新しい需要が起ら

なければ消費は回復しないのだ。

消費に限らず、内需拡大のためには農地をふ

くむ土地制度の改革や聖域の解放を主とする構

造改革をしなければならぬだろう。そういうこ

とをする一方で、財政は国債の発行を減らすこ

とに着手しなくてはならない。

政府は国債を発行すればするだけ貯蓄が増え

てデフレが進行するという状況に立ち到ってい

ることを認識しなくてはならない。今、必要な

のは増税である。この不況に増税とは何事かと

怒る人もいるだろうが、大衆課税としての増税

ではなく、持てる人への増税である。不況でも

利益をあげている企業はいくらもあるし、個人

のお金持ちは相当に多い。課税圧力によって消

費をよび出すというのは適切な表現ではないが、

やはり所得税、資産税を中心とした増税をかな

り導入する一方で、年金や医療費をはじめ歳出

を抑制し、国債の発行を少しずつでも毎年減ら

すことにして行くしか、デフレ克服の道はない

のである。わが国社会はすぐれて平等な社会で

あるといわれていたが、わが国の不平等化はか

なり進んでいてアメリカに近い貧富の差が出来

つつあるとする研究が既に発表されている（岩

波新書『日本の経済格差』橘木俊詔著　1998. 11.

20.）。貧富の差の拡大こそは、度重なる行きすぎ

た減税と消費税の導入のせいなのである。現在

のような状況下での減税は、消費刺激をもたら

すのではなく貯蓄増加をもたらすということは

先に述べたとおりである。

しかし歳出総額を減らすことをしてはならな

い。デフレ対策には歳出削減はよくないのであ

る。国債の発行を抑制し、税源を新しく掘出す
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ことが必要である。携帯電話だのいろいろと新

しい製品はでている。一切増税の話を出さずに

今後とも国債発行を続ければ、金融機関は過剰

貯蓄の犠牲となって、すべて倒産するだろう。

金融機関の不良債権の処理の加速こそデフレ

克服の要件というのも甚だしい誤りだが、最近

は、金融市場にお金が足りないからデフレが続

いている。デフレは金融状況の逼寒がもたらし

ている金融現象である、というとんでもない見

解が言われるようになった。銀行は貸出先がな

くて困っているのに、銀行にお金が足りないか

ら十分に資金が供給されないなどという認識が

生ずるのは、銀行からお金を貸して貰えない企

業が増えているからだろうが、全く見込みのな

い企業に銀行は金を貸すわけにはいかないので

ある。デフレというものは容易に克服できるも

のではないにしても、現在の政策当局には、ミ

スリードがあまりにも多すぎるのであって、今

なお威嚇的指導姿勢を改めようとはしない。

人々は将来に不安を感じて、生活を引締めてい

るのである。

国債の過剰な発行とその累積は、物資の生産

が不足しているときはインフレを生み、物資の

生産が十分なときにはデフレを招くということ

に人々は気付くべきである。既に230年もの昔、

アダム・スミスはその著 国富論の中でこう述べ

ている。「いったん国債がある程度蓄積されると、

私の信ずるところでは公正かつ完全に償還され

た例は一つもない」と。（注）

（注）岩波文庫版『国富論』第四分冊

P. 328（2001. 10. 19. 発行）
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