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はじめに 
• リチャード・クーと木下栄蔵の両氏が提唱する「バ
ランスシート不況の経済学」は、インフレ経済（好
況）とデフレ経済（不況）を二場面を解明し、それ
ぞれに適合する経済法則と家計・政府・企業の経
済主体の行動原理を示すものだった。 

• 現在のデフレ経済（不況）下において、政治がか
らむ税制・財政を含めた経済政策について言及さ
れていない。 

 ここでは、次頁のあらましの各項について、私見を  

 まとめてみた。 
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あらまし 
• 「意図的につくられた財政赤字」の真相 1/2・2/2 

• 1990年前後の不公平な税制改革とは 

• 復権した自公政権の経済政策に対する５つの疑問  1/2・2/2 

• しがらみを捨て去って、未来世代のために想像力を働かせてみ
よう                               1/2・2/2 
 

  参考資料 

   財務省 税制・財政関係資料など、法人企業統計資料・利益 

         剰余金の推移 

   ※必要に応じ、その１の資料に戻って言及する。 
 

本文本論の第９章「長引くデフレ経済（不況）を助長している副次
的な要因」他についてはここでは触れない。別の機会に論考する
ものとする。 
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「意図的につくられた財政赤字」の真相 1/2 

4 

功績面 財政出動はデフレ経済（大不況）  
      に陥ることを救った。(その１で説明済み) 
 
罪過面 恐慌経済時期に便乗した「不公平な税制改正」の意味 
   第1.消費税増税（低所得層の所得を奪う）は、財政出動が 
     つくりだした「有効需 要」 の効果を引き下げるはたらき 
             をする。またその需要減を補うため上乗せの財政出動 
     が必要になる。その結果、ますます公債累増の罠に落 
             ち込む羽目になる。 
     
  第2.所得税、法人税減税（高所得層を優遇）が継続して実 

     施されたため巨大な税収不足を招いた。 
 
   

目をそむけることができない厳粛な事実   
 
 



「意図的につくられた財政赤字」の真相 2/2 
結果として、1990年以降の財政出動が日本経済が恐慌の陥るこ

とを救った。これが意図して計画的に政権指導部がなしたものか
どうかは、当時説明がなされていないので分からない。 

この時期に政権主導部は、バブル経済が崩壊して恐慌経済に
入った、財政出動しないと大不況に陥ること国民に対して訴えて、
当面財政赤字を容認して欲しい旨の説明をする必要があった。そ
して、経済を立て直し不況を脱したあかつきには財政再建をする
という約束が必要だった。 

これらの説明や約束がないままに、現在海図なき航海という財政
運営がなされている。これでは政権指導部が無責任という誹りは
まぬがれない。これらの説明責任を果たさず、合理的な意思決定
もないとすれば、結局、勝算がないにも拘らず、政府指導部の暴
走によって太平洋戦争に突入したことと同じではないか。 
 

財政の破産管財人である国民は 

政権指導部の無責任体制を問わなければならない 5 



1990年前後の不公平な税制改革とは 
消費税税率引き上げ 

• 一律税率のため、低所得層に負担 
  を強いる逆進性がある。 
 
• 消費税創設時税率3％ 
  1997年5％に引上げ、  
  2014年8％引上げ予定、  
  2015年10％引上げ予定。 
 

（1989年の所得税、法人税の税額を固 
 定し、その時点より2013年までの増税 
 分消費税累計212.4兆円） 

所得税、法人税の税率 
引き下げ 

• 所得税は累進課税のため、
所得が上がるに従って税率
があがる。 

 ※但し、年収1億円を超える 

  と逆に高所得層の所得税 

  の負担率は低下する。   

10-10別図 
（同左、所得税、法人税減税分の累 

 積額266.0兆円） 
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1989年バブル崩壊により、1990年頃よりデフレ経済（不況）に突入、2013年に至ってい
る。1989年以降に生じたデフレギャップを財政出動（公的需要）によって穴埋めするも

のだった。増税分消費税累計は、財政出動のよる「有効需要」の効果を引き下
げるはたらきをするので、その分に相当する額が余分に財政出動されたこと
が予想される。即ち、「バランスシート不況の経済学」が教える、デフレ経済（不況）時
に増税という財政再建政策は経済を破綻させる。 



復権した自公政権の経済政策に対する 
５つの疑問 1/2 

疑問1 財政出動がデフレ経済（大不況）に陥ることを 救ったとす 

     れば、恐慌経済時期に便乗した「不公正 な税制改革」を 

     実施する理由はなくなる。この実施は不要だったので  

    はないか。これが将来財政赤字に転落する道への分岐  

     点 だった。一旦決まった税制は継続する。強力な経済成 

             長の柱がないため、当分景気は回復しないと予想される。 
 

     これが将来巨額の公債残高累増という禍根を残すことが   

     十分予測できた筈なのに、なぜこれを継続してきたか。    
疑問2 財政の常道であるインフレ経済（好況）時に財政再建を実 

     行するとして、その場合、所得税（高所得層を優遇）、法人 

     税減税のままで財政再建ができる成算はあるのか。  
 

  



復権した自公政権の経済政策に対する 
５つの疑問 2/2 

疑問3 財政出動が続いている。当分は続くだろう。経済成長に 

      よって税収を増やすというが、財政出動が不要になる イ  

               ンフレ経済（好況）の場面に移行する時期は何時ごろと 

     予測しているか。また、将来財政赤字が解消できる時期 

     は何時頃になると予想しているか。 
 

疑問4 日本を含め先進国は経済成熟時代に入り、いずれもデフ 

     レ経済（不況）に陥っている。この時期にあたり、先進国 

     日本がこれ以上の経済成長を望むのは大変厳しい。 
 

疑問5 全国民資産の財務は健全、一般政府の財務は不健全・ 

     財政破綻。とすれば厳粛な事実として、バブル崩壊後、 

     一般政府から家計と企業に巨額な所得移転が行われた 

     ことになる。これが財政赤字を生んだ主原因ではないか。 

 

 

  



しがらみを捨て去って、未来世代のために 
想像力を働かせてみよう 1/2 

• このまま有効な手立てがないままに、毎年財政出動を
続けてゆくと国債費・国債累計は増え続け、増々一般
会計の主要経費に占める国債費の割合が大きくなり財
政運営が難しくなる。そうなれば経済社会構造の基盤
が崩され、貧富の差が極端に増大し社会不安が広がる。 

   これは誰もが望まない将来像である。 

• わが国は全体では貧しくない。国民資産は健全である。
結果には必ず原因がある。日本経済は1990年頃から
鰐の口に呑み込まれている。これが根源である。 

• 鰐の口を小さくしようとして、財政出動とは別に、1989

年より消費税増税を含む便乗「不公平な税制改革」を
実施した。 9 



しがらみを捨て去って、未来世代のために 
想像力を働かせてみよう 2/2 

• 目先の税収を消費税増税より図ったとしても、直ちに
有効需要減が生じ、経済が減速するため追加財政出
動が必要になる。また、所得税、法人税の減税をす
れば税収が減る。いずれの政策も有害である。 

• ものごとの結果には必ず原因がある。その原因は、
1989年以降の便乗「不公平税制改革」に根源がある。 

•  これを以前の1990年以前の税制に戻す。即ち、消費
税廃止、所得 税税率を元に戻し、法人税減税 を止め
る。これらを 元に戻しても消費税増税のようなそれ程

の経済減速は起きないと予想される。日本企業には
1989年から2011年まで法人税減税分の累計額170.2
兆円を上回る利益剰余金約282兆円が滞留している。 
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国際的に比較して高くない税負担 1/3 
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国際的に比較して高くない税負担 2/3 
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国際的に比較して高くない税負担 3/3 
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１９９０年以降、鰐の口によって日本経済が呑み込まれた 
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参考資料 「バランスシート不況の経済学」関係 

リチャード・クー村総合研究所主席研究員 
• バランスシート不況」を知ろう  
   日本記者クラブ研究会「2009年経済見通し」2009.1 

http://www.jnpc.or.jp/files/opdf/378.pdf 

• 参考資料（バランスシート不況）野村証券研究所2012.12 
http://www.resona-ao.or.jp/pdf/20120120_No02_shiryo.pdf 

 
• デフレとバランスシートの経済学 徳間書店2003.10 
• 陰と陽の経済学 東洋経済2007.1 
• 日本経済を襲う二つの波 徳間書店2008.8 
• 世界同時バランスシート不況 徳間書店2009.8 

 
木下栄蔵 
• 経済学はなぜ間違え続けるのか 徳間書店2009.5 
• 経済学革命 彩図社 2011.8 
• アメリカの次の覇権国はどこか？ 彩図社 2012.1 
• 世界がいま陥っている経済学の罠 徳間書店 2012.5 
• 世界経済の覇権を握るのは日本である 扶桑新書 2013.2 
• 忍びよる世界恐慌 扶桑社新書 2013.9 
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ご清聴ありがとうございました 

本論考は、わたくしの次のホームページに掲載しています。    
・「一粒のオリザ」 
http://www.oryza101.com    
  ・サブページ 
  「バランスシート不況の経済学」をもとに、昭和から平成へ   
  の移行期に起きた日本経済の変容をかんがえる      
    その1 「バランスシート不況の経済学」とはなにか 
    その2 「バランスシート不況の経済学」をもとに、デフレ  
         経済（不況）下の経済政策を考える 
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増え続ける国債費の弊害 

• 2013年現在、国債費は主要経費の約1/4弱を占 める。    

  今後公債発行が続いてゆけば、この割合が更に大き  

     くなる。国債の金利が上昇すれば国債費が加速度的  

   に増える。 

• 主要経費に国債費の割合が大きくなると、他の主要 

    経費を圧迫する。その結果、財政の3大機能（資源配  

     分・所得再分配・景気調整）が損なわれる。 

• 中でも所得再分配機能が損なわれると経済社会構造 

   が変容し、現在のような貧富の格差がある「格差社会」  

   になる。  
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減価しない金融資産という存在 
企業の経済成長を前提とする資本主義経済に増殖する利子は、
確かに資金循環を滑らかにする潤滑油のはたらきをする。  

しかし、経済成長をしないデフレ経済（不況）ではたとえ低利子で
あっても利子はつく。資金循環が滞るデフレ経済（不況）下での巨
額のマネーは、国債や海外投資に行き着き姿を変えてゆく。  

人間が手をかけてつくった財（物・建物・設備・公共施設・インフラ
など）即ち非金融資産は減価してゆく。一方、人間がつくりだした

利子付金融資産は景気の好況、不況に関係なく
増え続けてゆく。  

成長がとまった経済成熟時代に、利子付金融資産の存在はいか
がなものだろうか。  

かくて「富めるものは増々富んでゆき、貧しいものは増々貧しくな
る」経済社会構造が再生産される。 
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国の借金が1000兆円の大台を超えた 
2013.8.20朝日新聞は天声人語で「国の借金の山が 
とうとう1千兆円の大台を超えた：財務省発表」と報道 

この発表と財務省・わが国の財政事情・（4）公債の累増に次の二つの表現  
上の誤りがある 
 
 一つ目 「国の借金」   
    → 正しくは経済主体の一つ「一般政府の負債」 
 
 二つ目 国民一人当り負担約589万円 →  

（国税庁資料 ※平均所得者給与額/358.3万円2011年現在） 
   （※1年以上勤続者+1年未満勤続者）  

       → 公債残高を国民一人当りで割ることは間違い   
理由 国は国内非金融部門（一般政府・非金融法人企業・家計・対家計民 
間非営利団体・海外）と金融機関という経済主体で構成されている。国民と 
国即ち経済主体とは違う概念である。 
 

この借金の負担というなら、それは全経済主体が負うべきである。ちな 
みに財務省の資料を調べると「国の借金」とはいっていない。報道機関と国 
が、国民になぜ誤った情報を流すのか。これで誰が利益を得るのか。 
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