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2014年通常国会・国政報告 ③ 

（Ⅱ）稼ぐ力を取り戻す：法人税制 （2） 

三宅伸吾 

 自由民主党 参議院議員 

 

 

（Ⅰ）足かせを外す：規制緩和 

（一） 人手不足の解消－－悲鳴に応える 

（二） おもてなし文化の拡充－－時代錯誤の規制 

（Ⅱ）稼ぐ力を取り戻す：法人税制 

（一） 「取らぬ狸の皮算用」に非ず 

（二） 戦略を練る－－税収シミュレーション 

（三） 財政再建のための改革 

① 予算委員会：総税収の最大化 

② 財政金融委員会：税収パラドックス 

（四） 同志の糾合－－「次世代の税制を考える研究会」旗上げ 

（五） 反対者の説得 

（六） 「働きかけ」とその成果 

（Ⅲ）独立を守る：集団的自衛権 

（一） 還暦を迎えた自衛隊 

（二） 与党協議会・座長試案 

（三） ダチョウに非ず 

（Ⅳ）東奔西走 

（一） 不平等を是正する－－ネット時代の消費課税 

（二） 長いものに巻かれない－－司法改革 

（三） お金を回す－－グループ内金融の円滑化 

① 貸金業規制の改正実現 

② 金融商品取引法の改善 

（四） 議員連盟での活動など 
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（四）同志の糾合－－「次世代の税制を考える研究会」旗上げ 

税収シミュレーションの専門家への依

頼と並行して、取り組んだのが同志の糾合

です。政治において「数は力」。どんなに

正論を吐いても、仲間がいなければ政策は

動きません。独裁者のいない民主主義国家

である以上、当然のことです。 

昨年秋、臨時国会が始まると、自民党や

様々な会合にできる限り顔を出しました。

同期や先輩議員の発言に耳を澄ませ、経済

や税制についてどのような考えを持っているのか。そして、もう一つ極めて大事なことで

すが、「ぶれない人」なのかどうかをいつも考え、仲間内の評判も探りました。 

「法人実効税率引き下げの勉強会を鈴木馨祐代議士らと立ち上げるのですが、是非、入

っていただけませんか」。 

自民党の中堅、若手議員 5 人に直接、参加を募りました。他の中核メンバーもそれぞれ

が仲間集めに走り、当初、勉強会は 10 人前後でスタート。学識経験者を講師に呼び内輪の

検討を何度も重ねながら、「浮上」のタイミングを計りました。中核メンバーがしっかり意

思統一していないと、同志の数を増やすために「表に出た」際、空中分解する可能性があ

るからです。エコノミストに依頼していた税収シミュレーションについては、うち 3 氏を

勉強会に講師として招き、予測の結果を説明していただき、議論をさらに深めましたi。 

そして 4 月 23 日午後、自民党本部 701 号室。構想から半年かけた政策集団は 90 人近い

議員を集め、「次世代の税制を考える会」として旗揚げしましたii。政府の税制調査会委員で

ある伊藤元重・東京大学教授の講演とそれに続く質疑を通し、参加議員の間で税率引き下

げの必要性を再確認しました。テレビカメラが何台も並ぶ、熱気を帯びた設立総会で、私

は司会を担当しました。 

翌日、ある新聞の朝刊はこう報じました。 

「自民党の中堅・若手議員は 23 日、法人税の実効税率

の引き下げを求める勉強会を立ち上げた。初会合には 87

人が出席し、2015 年度からの税率下げを主張する方針を

確認した。首相官邸と水面下で連携し、早期の引き下げ

に慎重な自民党税制調査会を突き上げる構え。党税調は

「引き下げには代替財源の確保が前提」と強調し、勉強会を抑え込む方針だ」iii。 

 

（五）反対者の説得 

翌 24 日、自民党本部の同じ 701 号室で、党の税制調査会・小委員会が開催されました。
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日本企業の海外脱出に歯止めをかけ、また、海外からの投資を日本に呼び込むためには税

率引き下げが必要との意見が、先輩、同僚議員から相次ぎました。 

私自身は次のように主張しました。 

 

「高齢化で膨らむ社会保障費をまかないながら、経済を支える日本企業の国際競争

力をこれ以上、損なわないためには、消費税率の一層の引き上げと法人税率の引き下

げは避けて通れないと考えます。消費税率を来年秋に 10％とするためには今年夏の経

済指標が良いことが必要です。もし、政府が 6 月の「経済財政運営と改革の基本方針」

（骨太の方針）で法人税率引き下げの明確な道筋を示すことができなければ、株価は

さらに下落し景気は停滞し、10％引き上げができなくなります。何が何でも、そうな

らないようにしなければなりません」。 

 

 35.64％（東京都の場合）という日本の法人実効税率は各国のなかで群を抜いて高く、経

済のグローバル化が進むなか、我が国が法人実効税率を引き下げないことによる中長期の

財政リスクは、「引き下げることによるリスク」より、極めて高いと私は考えます。 

 

（六）「働きかけ」とその成果 

私たちの「次世代の税制を考える研究会」はその後、下記のような政策提言をまとめま

した。 

 

提言について 5 月 19 日、まず野田毅・自民党税調会長と意見交換し、その後、高市早苗

政務調査会長、菅義偉官房長官ら関係閣僚に申し入れをしましたiv。 

同日の夜、2 時間半に渡り安倍総理との内輪の夕食会があり、持論を総理に申し上げまし

た。 

「税率引き下げによる経済成長で見込まれる増収分を代替財源として当てにするのは、

取らぬ狸の皮算用だ、と批判する人がいます。私に言わせれば、日本にいつまでも狸がい

我々は以下の事項の実現を求める。 

●6月に政府において策定される予定の「経済財政運営と改革の基本方針」

において、来年度から法人税実効税率引き下げを行う旨、明記すること。 

●国際競争力の観点から、2020 年までを目途に現状から 10％程度の法人

税実効税率引き下げを目指すべきである。ついては、税率引き下げを来年

度から行うことを前提に、本年末までに行程表につき結論を得ること。 
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てくれるとの前提が皮算用であります」 

それから約 1 カ月後の 6 月 24 日、安倍政権は「数年で法人実効税率を 20％台まで引き

下げることを目指す。この引下げは、来年度から開始する」と閣議決定しましたv。昨年末

にまとまった与党の 2014 年度税制改正大綱では法人実効税率引き下げへの環境作りが「重

要な課題」としながらも「引き続き検討を進める」と明記しただけでしたvi。引き下げに向

け、一歩前進しました。 

6 月 27 日、政府の税制調査会は「法人税の改革について」との報告書をとりまとめvii、

税率引き下げに伴う代替財源の確保のため、租税特別措置、欠損金の繰越控除、地方税の

損金算入などの見直しの検討を求めました。 

税は政治そのもの。その見直しを巡っては様々な主張が飛び交い、数多くの利益団体が

火花を散らします。私の活動がなかったとしても、安倍総理や菅官房長官、茂木敏充経済

産業大臣ら関係閣僚の堅い意志を考えればほぼ同じ流れになったと考えますが、税率引き

下げへの環境作りの一助になれたと確信しております。 
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i 一般に公開されている法人実効税率引き下げによる経済効果のシミュレーションを含む

論考としては下記のようなものがある。 

① 第一生命経済研究所・主席エコノミスト永濱利廣「法人税減税、財源確保は自然増収

で十分可能」（2014 年 4 月 11 日） 

1990 年代後半以降の税収弾性値 2.93 を用いて、法人税率引き下げが 10 年後のプ

ライマリーバランスに及ぼす影響を考察。国際水準並みの 10％下げを前提として

「2015 年度に 10％下げ」、「2015、2016 年度に 5％ずつ下げ」の 2 つのケースを試

算した。いずれのケースも財源確保なしで 8 年後には税収中立を達成できるとする。 

http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20140409/262657/?P=1 

関連する論考として、http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/naga_index.html 

① 日本経済研究センター「成長呼び込む税制改革提言 法人税率 10％引き下げを」

（2014 年 5 月 22 日） 

2020 年までに実効税率をアジア諸国と同程度の 25％まで引き下げる。この場合、30

年の実質国内総生産（GDP）は減税のない場合に比べ約 8％、50 兆円高まる。対内

直 接投資 残高は GDP の 3.4 ％分 と、現在 の水準 に匹 敵する増 加。

http://www.jcer.or.jp/policy/pdf/140522_policy.pdf' 

②  経済産業省「法人実効税率の論点」（2014 年 4 月 23 日、自由民主党経済産業部会

提出資料） 

10％の税率引き下げで GDP が少なくとも 7 兆円増。また、法人税率が高止まりした場

合には海外移転する「海外流出効果」を 17 兆円と算出し、両者をあわせると GDP の

押上げ効果は 24 兆円に達する。 

③ 日本経済団体連合会「法人税改革の方向性について 法人実効税率 10％引き下げの効

果試算」(2014 年 5 月 22 日) 

法人実効税率を 10％引き下げれば、実質 GDP 押上げ効果が 35.3 兆円、税収効果（国・

地方）が+4.3 兆円と試算。ただし、法人税率引き下げによる税収減 4.2 兆円と合わせ

て、ネットでは+0.1 兆円の税収増となる。 

効果の内訳は以下の通り。 

1、立地競争力のイコールフッティング 

法人実効税率 10％の引き下げにより、製造業の海外生産比率が 1.5％低下し、対内直

接投資が 24％増加する。その結果、実質 GDP 押上げ効果 5.2 兆円、税収効果 0.5 兆円

をもたらす。 

2、積極経営 

①減税による企業の収益増分 4.2 兆円全額を人的投資６、資本投資４の割合で投入する。

また、②既存の内部留保のうち、8.3 兆円を設備・研究開発投資に投入する。さらに、

③経済の好循環実現により繰越欠損金が 65％減少する。こうした前提の下で試算すれ

http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20140409/262657/?P=1
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/naga_index.html
http://www.jcer.or.jp/policy/pdf/140522_policy.pdf
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ば、実質 GDP 押上げ効果 5.2 兆円、税収効果 0.5 兆円をもたらす。 

3、イノベーションの進化 

企業が積極経営に転じることや対内直接投資増加による競争促進により TFP が 1％増

加する。その結果、実質 GDP 押上げ効果 5.2 兆円、税収効果 0.5 兆円をもたらす。

http://www.keidanren.or.jp/policy/2014/050_honbun.pdf 

④ 大和総研経済調査部エコノミスト齋藤勉「法人税減税の効果をどう考えるか 海外の

成長を取り込むためにも、製造業の空洞化防止が不可欠」（2013 年 10 月 2 日）：平

均実効税率を 10％引き下げることで、海外生産比率は 1.5％低下、約 2.3 兆円輸出が

増加。 

http://www.dir.co.jp/research/report/japan/sothers/20131002_007748.pdf 

⑤ みずほ総合研究所・常務執行役員チーフエコノミスト高田創「法人税率の独並引き下

げ、10 年間で 4 兆円投資押し上げ」（2013 年 11 月 15 日）：法人実効税率をドイツ並

みの水準まで引き下げると、10 年間で累計 4 兆円程度の投資押上げが見込まれ、中

長期的な投資活性化への貢献が期待される。加えて、法人税率引き下げの効果は、国

内で事業を行っている企業の設備投資を喚起するだけに止まらず、ビジネスコスト削

減を理由に海外へ生産拠点を移転させていた企業が再び国内回帰する要因にもつな

がり、その効果は試算よりも大きい。 

http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/today/rt131115.pdf 

⑥ みずほ総合研究所「2020 年に向けた経済政策 5 分野の提言」（2014 年 7 月 25 日）：

2015 年度に法人税率を現在の水準から 10％引き下げた場合、実質 GDP は 2015 年

度から 2020 年度までの累計で約 24.5 兆円増加。10％下げにより、税収は 4.8 兆円減

少（成長率加速による増収分との差）。 

http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/urgency/report140725s.pdf 

ii https://www.youtube.com/watch?v=RABM6KwoVF8 

iii 2014 年 4 月 24 日・日本済新聞朝刊 4 頁。記事は続いて以下のように記す。 

「日本の景気回復には実効税率の引き下げが不可避だ。24 日の税調小委員会がヤマ場とな

る」。23 日、党本部の 7 階で開いた「次世代の税制を考える会」の設立総会。代表者の鈴木

馨祐氏は 15 年度からの引き下げを党税調に迫る方針を示した。 

 講師に招いた経済財政諮問会議民間議員の伊藤元重東大教授は「現実的には毎年 2％ずつ

下げるべきだ」と強調。15 年度から引き下げる場合の財源として、景気回復による法人税

収の上振れ分をあげた。出席者から賛同の声が相次ぎ、党税調への働きかけを強める方針

を確認した。 

 鈴木氏らは衆院当選 4 回以下、参院当選２回以下の議員に声をかけ、党内最大の町村派

の 92 人に迫る議員を集めた。鈴木氏は会合後「代理出席も 75 人もおり、大きなメッセー

ジだ」と強調した。 

 若手が結集した裏には官邸の後押しもあった。勉強会発足に動いた一人は「菅義偉官房

http://www.keidanren.or.jp/policy/2014/050_honbun.pdf
http://www.dir.co.jp/research/report/japan/sothers/20131002_007748.pdf
http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/today/rt131115.pdf
http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/urgency/report140725s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RABM6KwoVF8
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長官の指示を受けた」と語る。23 日の初会合で「ひな壇」に座った鈴木氏や柴山昌彦氏ら

幹部は安倍晋三首相や菅氏に近い議員が目立つ。菅氏も同日の記者会見で「法人税引き下

げは選挙公約だ。若手が勉強会を開いたことはいいことだ」と強調した。 

 菅氏らの狙いは、6 月の経済財政運営に関する基本方針（骨太の方針）で 15 年度からの

引き下げ方針を明記することだ。勉強会メンバーは「15 年度の引き下げは首相の国際公約」

と主張する。 

 政府税制調査会や諮問会議で容認論が広がった場合でも、12 月に次年度の税制改正を最

終的に決定してきた自民党税調の壁がある。党税調の野田毅会長ら「インナー」と呼ばれ

る幹部は早期引き下げに慎重姿勢だ。柴山氏は 23 日「（党税調は）限られた空間で議論し

ている」と批判した。 

 勉強会は引き下げ時期とともに財源にも注文をつける。経済成長による企業の収益増や

黒字企業が増えることで税収が増えるとの主張だ。党税調は財政規律を重視し、「租税特別

措置や政策減税の見直しで捻出できた財源に見合う実効税率下げが精いっぱい」との立場

を崩さない。 

 党税調は 24 日に若手も参加できる小委員会を開く。23 日夕には税調幹部が対応を協議し、

若手の説得を始める方針を確認した。「税制を分かっている議員がどれだけいるのか」。税

調幹部の一人は冷ややかにこう語ったという。 

iv 麻生太郎財務大臣、高市早苗政務調査会長にも申し入れ。三宅は所要のため参加できな

かったが、他のメンバーが甘利明経済財政担当大臣らにも申し入れ。 

 高市氏への提言の前文は下記の通り。 

自由民主党政務調査会会長 高市早苗 殿 

申し入れ 

政権を託された我々自由民主党の使命は、国民の暮らしがより豊かになるよう足

元の景気の力強い回復を図り、また中長期的な潜在成長力を強化することであり、

そのための政策を躊躇なく実行することである。同時に現在の厳しい財政状況に

鑑み、国民生活の安心を守るためには財政健全化も急務となっていることを踏ま

えれば、消費税率の 10％引き上げを可能とするためにも景気回復のためのあらゆ

る手段を講じねばならない。その観点から我々は以下の事項の実現を求める。 
v  2014年 6月 24日閣議決定された 「日本再興戦略」改訂 2014 －未来への挑戦－」（19-20

頁、67-68 頁にも再掲）において、 

「日本の立地競争力を強化するとともに、我が国企業の競争力を高めることとし、その一

環として、法人実効税率を国際的に遜色ない水準に引き下げることを目指し、成長志向に

重点をおいた法人税改革に着手する。  

そのため、数年で法人実効税率を 20％台まで引き下げることを目指す。この引下げは、来

年度から開始する。  

財源については、アベノミクスの効果により日本経済がデフレを脱却し構造的に改善しつ

つあることを含めて、2020 年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を確保するよう、

課税ベースの拡大等による恒久財源の確保をすることとし、年末に向けて議論を進め、具

体案を得る。  

実施に当たっては、2020 年度の国・地方を通じた基礎的財政収支の黒字化目標達成の必要
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性に鑑み、目標達成に向けた進捗状況を確認しつつ行う」と明記。 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP.pdf 

同日閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（11 頁）にも上記と同じ表現

が盛り込まれた。 

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2014/2014_basicpolicies.pdf 

vi 自民党・公明党の平成 26 年度税制改正大綱は「わが国経済の競争力の向上のために様々

な対応を行う中で、法人実効税率を引き下げる環境を作り上げることも重要な課題である。

その場合、税制の中立性や財政の健全化を勘案し、ヨーロッパ諸国でも行われたように政

策減税の大幅な見直しなどによる課税ベースの拡大や、他税目での増収策による財源確保

を図る必要がある。また、産業構造や事業環境の変化の中で、法人実効税率引下げと企業

の具体的な行動との関係や、現在の法人課税による企業の税負担の実態も踏まえ、その政

策効果を検証することも重要である。こうした点を踏まえつつ、法人実効税率のあり方に

ついて、引き続き検討を進める」（2 頁） 

http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/zeisei2013/pdf128_1.pdf 

vii ①立地競争力を高め、企業の競争力を強化するために税率を引き下げる②課税ベースを

拡大し、税率を引き下げることで、法人課税を“広く薄く”負担を求める構造にすると明

記。また、「法人税率の引下げは、家計に負担を強いて企業を優遇するかのような受け止め

方すらある。しかし、国内に成長力のある企業が多く存在するかどうかは、雇用に直結す

る問題である。また、企業の成長力は賃金にも直結する。このように、企業と家計は二分

化されたものではなく、法人税率が高すぎることのしわ寄せは、賃金や製品・サービス価

格への転嫁などを通じ、最終的には何らかのかたちで家計に及ぶ。世界経済の構造が急速

に変わりつつあることの危機感を共有し、広い議論を喚起しながら、法人税改革を進める

ことが必要である」（3 頁）と付記した。 

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/06/27/26zen1

0kai7..pdf 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2014/2014_basicpolicies.pdf
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/zeisei2013/pdf128_1.pdf
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/06/27/26zen10kai7..pdf
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/06/27/26zen10kai7..pdf

