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い込まれた「国民福祉税」――当時、首相の政務秘書官だった成田氏が、そ

の経緯を詳しく語った。背景に「政策論的な流れ」として景気対策への所得

減税の財源確保問題があり、「政治論的な流れ」として消費税引き上げに対す

る大蔵省の執念があった、と指摘する。細川首相、小沢一郎新生党代表幹事、

武村正義官房長官、斎藤次郎大蔵事務次官、村山富市社会党委員長らキーパ

ーソンの未明会見に至るまでの動静も述懐。さらに「一一主導論」「政権慢心

論」など当時の報道について「事実と違う」と反論した。 

 

司会：原田亮介・日本記者クラブ企画委員（日本経済新聞編集局総務） 

 

動画は日本記者クラブホームページ http://www.jnpc.or.jp からアクセスできます。 

 

○C 社団法人 日本記者クラブ 

 
 



 

 1

成田 消費税研究会にお招きをいただきま

してありがとうございます。国民福祉税構想の

経緯ということでお話をするように、というこ

とでございます。 

拝見いたしますと、大体当時のことをご存じ

の方が多数かと思いまして、おそらく当時の非

常に細かい動きなどにご関心がおありかもしれ

ません。しかし、また、全体の枠組みというこ

とも大切かと思いますので、両方織りまぜなが

ら、とりあえずお話をさせていただきます。 

お手元のレジュメを書いておりましたら、少

し長くなりましたので、普通は 40～50分お話を

して質疑ということですが、きょうは少し長目

に話してもいいということでございますので、1

時間ちょっとお話をさせていただいて、それか

ら質問にお答えをしたいと思います。 

まず 初に、私の立場といいますか、どの程

度知っているのかということからお話をさせて

いただきます。 

 

政務秘書官の仕事 

 

政務秘書官というのは、内閣により、総理に

より、それからその人により、全く形が違いま

して、私の場合は、4 人の事務秘書官が大体同

期でございまして、年齢的にも同じでございま

したので、上に立つ政務秘書官というよりは、

縦割りで事務秘書官が各省庁を担当しているの

に対して、私も縦割りで国会・政党を担当して

いたという感じでございます。ただ、事務秘書

官はローテーションで毎日の当番秘書官をやり

ますが、そういうのは私はしておりませんでし

たけれども、国会答弁、記者会見の想定問答等々

も同じように書いておりましたし、随行もして

いた。国会・政党担当ですから、当然、政治家

の方々との連絡、調整、特にきょうはメーンテ

ーマでありませんが、小沢一郎さんと総理の連

絡役でしたから、そういう関係のこともしてい

たということで、この『内訟録』の中には、他

の秘書官よりは名前が出てくる、こういうこと

でございます。 

縦割りで国会・政党を担当していたというこ

とは、逆にいいますと、国民福祉税の問題、こ

れは政権が発足してから大蔵が、細川さんに何

度も説明をしたり、要望をしたりして進めてい

たテーマですが、その行政レベルというか、大

蔵、それから通産の熊野英昭次官もかかわって

おりましたけれども、そのあたりのことは私は

あまり承知をしていません。 

各秘書官は皆それぞれ独立で、スケジュール

をアレンジします。細川さんは、夜、公邸に帰

ると、ほとんど遊びには出ませんで、会合がな

いときは――ないことのほうが多いわけですが

――1 日何組もいろんな秘密のアポイントメン

トが実は入っていまして、それは担当秘書官が

それぞれ独立にアレンジしておりまして、秘書

官どうしも互いに詳しいことは知らない、そう

いう関係です。 

それで、大蔵・斎藤次郎次官、それから小村

武官房長等々が入ったり、それから熊野通産次

官と斎藤次官が一緒に入ったりとか、そういう

こともいろいろありましたけれども、それらは

私はタッチしておりませんでした。したがいま

して、 初の所信表明で、税制改正をやりたい

ということが入るわけですが、そういうのはど

ういう経緯で入ったとか、それから、申しあげ

たような、大蔵省の接触等々、特にポイントと

なるのは 12 月 5 日、1月 15 日等々の公邸での

総理との協議ですが、そういうものにはタッチ

をしておりませんでした。 

ただ、政権の大きな政治的テーマとして、景

気対策としての所得減税ということが問題にな

っていました。その財源論の問題とか、予算の

越年編成の問題等々、そういう政治問題化した

テーマは、もちろんそばで見、タッチもし、解

決にも携わっていました。しかしより直接的に、

本日のテーマに自分の仕事として関わるように

なったのは、2 月 2 日の国民福祉税の構想の取

り纏めから未明の記者会見によって、政治問題

化してからです。 

政治問題化する前のプロセスにつきまして

は、むしろ、その後、細川さんから聞いたり、

原田さんからいま説明がありましたが、この『内

訟録』のもとになった日記、これは政権が終わ

ったらすぐワンセットが、細川さんから私に渡
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されまして、「あなたも持っていてください」

ということで、ずっと持っておりました。また、

多少手を入れた、新しいバージョンというのも

できるたびに送ってくれたりして、そういうも

のを読んだりして、ああ、こういう経緯だった

のかということを学んだこともあります。 

日本経済新聞で、ことしの1月1日から、細

川さんの「私の履歴書」が掲載になりました。

この細川内閣の部分は、すべてではありません

が、かなりの部分は私が下書きを書いておりま

して、国民福祉税も私が書きました。それを細

川さんが直すわけです。これは表の読者にはわ

からないことなのですが、どこを直したのかと

いうのが、実は非常に重要なことでありまして、

これは、 後のところで申しあげます。これは

細川さんの認識を知る上ではかなりポイントに

なることだと思います。 

そういうことで、当時観察したことと、その

後細川さんに聞いたことで、知っている限りの

ことはきょうお話をさせていただきます。 

それから、きょうお話をするということで、

何点か、わからなかったことは、きのう、きょ

う、何回か細川さんに電話をしまして、「これ

はどうだったのでしょうか」といろいろお尋ね

してきました。もっとも、細川さんの特質の一

つは、あまり記憶力がよくないということで、

おかげで私は、佐川（急便問題）で随分苦労し

ました。あいまいな記憶のままいうものですか

ら、その後のフォローが大変で、ちょっと説明

を変えたりすると、すぐ新聞に説明を変えたと

か書かれて、問題化する。細川さんは記憶力は

あまりいいほうではありませんので、お聞きし

ても、細部ではよく思い出していただけない部

分もありましたが、記憶する限りというか、細

川さんの認識の構図もいろいろお尋ねしてきて、

それも含めてお話しさせて頂きます。 

まず全体の問題の枠組みについてご紹介を

しますと、政策論的な枠組みと、それから政治

論的な枠組みといいますか、流れというものが

あります。 

まず政策論的な枠組みで申しあげますと、細

川さんはこの『内訟録』にもありますが、政権

発足時に、自分が取り組まなければならない課

題のメモを書いていますが、その中に税制改正

ということも入っています。したがいまして消

費税を含む税制改正が必要だというような一般

的認識は、 初から細川さんは持っているわけ

です。 

 

まず所得減税ありき 

 

しかし、これがより具体的な政策テーマにな

って、 終的に国民福祉税に結実する政策論的

な文脈は、景気対策としての所得減税の問題で

す。バブル崩壊後、いろいろ景気対策をやりま

したが、なかなか効果がない。 後に残された

大型の景気対策としては、所得減税ということ

で、各方面から要望が高まっていました。5 兆

円を超える景気対策としての所得減税というの

が、一般的な声になっていました。 

まず、アメリカが強く要求をしておりました。

それから日経連、それから連合の山岸章会長は

大変熱心で、自分がつくった政権だということ

もあって、細川総理に、ぜひ所得減税を、とい

うことで、私が、細川総理の使いで山岸会長の

とこに行ったときにも、ちょっとラブレターを

持っていってくれということで、お手紙を預か

ってきましたが、中身は所得減税をぜひ頼むと

いうものでした。 

政権内では社会党も要求しておりましたし、

マスコミ、世論も所得減税ということでした。

しかし、所得減税をやるとすると当然、では財

源はどうするのかということになるわけで、赤

字国債か、増税かということになります。それ

で、国民福祉税の一種のトラウマで、その後、

無制限に景気対策の減税は赤字国債でやって、

これだけの国債の累積をつくってしまったわけ

ですが、当時はまだそういうことが、ある意味

で非常に無責任なやり方だというような意識、

規範がありましたので、所得減税をやるならば、

その財源をどうするのかということが必然的に

議論のテーマになる状況でした。 

それで、赤字国債か増税か。増税する場合は、

消費税を上げるのか、別のものにするのか、そ
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の税は目的税なのか一般財源か、等々の問題が

あることになります。 

それから、非常に具体的な問題で、 後まで

政策的な各論的テーマになったのは、赤字国債

でつなぐのはいいとしても、 終的には税で埋

め合わせないとならないので、だから、いつか

の時点で増税せざるを得ない。それをどの程度

のタイムラグでやるか、ということです。減税

をしながら同時期に増税をすれば、これは景気

対策としての効果はゼロですから、当然景気対

策としての意味を持たせるためには、減税をま

ずやる。 

しかし、赤字ができるわけですから、景気が

回復してから、あるいは回復すると見込まれる

一定の時間を置いて増税をするということで、

減税をしたら将来増税をするということをリン

クして考えるのを「増減税一体論」と呼んでお

りまして、それに対して景気対策としての減税

はやるけれども、福祉とか年金のための消費税

のアップというのは、これはまた別の政策の問

題だから、それはまた別途考える、あるいはど

れだけ時間を置いて増税をするかは減税の時点

では確定させない、というのを分離論といって

おりました。それで、詰めた議論のレベルにな

っていきますと、どのぐらいのタイムラグを置

けば分離なのか、あるいは一体なのかというこ

とになってきまして、 後まで非常に大きな意

味を持つ議論でした。 

大蔵省自身は、同じ法律の中に減税と増税を

書けば一体だ、こういう議論でしたが、しかし、

大蔵は 初、減税 15カ月の先行。つまり 1月に

減税をして翌年の 4月に増税をするという、15

カ月のタイムラグを考えていたわけですが、こ

れでは話にならないということで、その後、2

年減税先行、あるいは 3年先行、こういうこと

が 後の 後まで政策論的なテーマになりまし

た。 

 

政治改革の遅れで予算は越年編成 

 

それから、この所得減税の問題と絡みまして、

一方で政権の非常に大きなテーマとしまして、

政治改革をやっていたわけですが、政治改革が

ずるずるおくれていくわけです。細川さんは、

初の記者会見で、年内に政治改革が実現しな

ければ政治的責任をとると明言をしたわけです

が、ずるずる政治改革がおくれていく。そうす

ると、予算の年内編成ができなくなってくる。

そこで政治改革を一たん休みにして、予算の年

内編成をすべきか、それは政治改革の勢いをと

めること、ひいては政治改革を断念することに

なるから、予算は後回しにして、とにかく政治

改革をあげる、というのが越年編成です。 

それで、年末になりますと、予算の年内編成

か、越年編成かの対立というのが出てきます。

年内編成にも実は 2つありまして、一つは、純

粋の景気対策としての年内編成論、これはマス

コミもあったかもしれませんし、経済評論家と

か、そういうレベル、あるいは経済界で年内編

成の要望がございました。 

もう一つは、景気対策をいいつつ、実は政治

改革つぶしをもくろんでの年内編成論というの

がありました。特に自民党の政治改革慎重派の

ほうはそういう声があったわけです。これに対

して政治改革を重視する側は、当然越年編成論

です。 

終的に越年編成になったのは、やはり大蔵

の主張、特に斎藤次官がみずから官邸に来て総

理を説得したからです。いま編成するとなると、

所得減税をどうするのか、所得減税の財源論は、

政治では一切議論をしていただいていない。に

もかかわらず所得減税をやるとすれば、これは

赤字国債ということになる。これは許されない

ということで、結局、財源論の議論が政治の側

でできていないという状況では年内編成はでき

ない、こういうことです。総理を含め、政治の

側はまだ減税の財源論に結論を出していないの

ですから、そこをうまくつかれたわけです。で、

結局、越年編成になり、そのかわり、政治改革

は実現したわけです。 

こういう構造からわかりますことは、結局、

所得減税、ちなみに地方税等の減税もやるので、

「所得税減税」とはいわないで、「所得減税」

という呼び名を当時しておりましたが、結局、

その所得減税をどうするのかを決めない限りは、
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平成 6年度予算が組めないという構造にあると

いうことです。逆にいえば、平成 6年度予算を

組むためには、所得減税をどうするのか決めな

ければならないし、所得減税をどうするか決め

るためには財源をどうするかを決めなければな

らない。というのが も基本的な枠組み、縛り

でして、この点を理解しないと、その後いつ何

がどうして起きたかが理解できないということ

です。 

それで、細川さんとしては、結局どういう選

択をしたのか。早い段階から所得減税はやらざ

るを得ないということは考えておりました。特

にアメリカとの関係で、やらざるを得ないとい

うことを考えておりました。しかし、所得減税

をやると口にすると、途端に「財源はどうする

のか」と、聞かれるわけですから、したがって、

所得減税をやるということ自体は言を左右にし

てはっきりはいえない、こういう状況でしたけ

れども、所得減税はやる。 

それから、所得減税の財源を赤字国債とする

ことは無責任であるというのは、細川さんの強

い哲学・認識としてありました。しかし、完全

な増減税一体論は、経済政策としての効果をも

ちろん失わせるわけです。増税がすぐ控えてい

れば減税をしても国民は消費に回さない。それ

から、アメリカも、極めて一体論的な増減税で

は納得しないということがありました。したが

いまして、一定の分離を実現しなければならな

いという認識を、細川さんは非常に強く持って

いました。 

それから、これは細川さんだけでなくて、当

時「消費税」という名称は適当ではないという

議論がありました。細川さんはかなり年金目的

税にこだわっておりましたが、大蔵が非常に反

対をしておりまして、やはり一般財源として使

いたいということがありましたので、目的税化

には反対していました。しかし、細川さんとし

ては、消費税の名称を変えるとすると、やっぱ

り年金に使途を特化させるようなものがいいの

ではないか、と考えていました。 

そのヒントになった一つとしては、社会党の

村山富市委員長が――今度、村山元総理がおみ

えになられるようですから、ご質問をされたら

よろしいと思いますが――年金税を説いていた

ことがあります。ただ、これはかなり前の段階

だったのではないかと思いますが。それから総

理がひそかに尾崎護元大蔵次官を公邸に呼んで

話を聞いたことがあるのですが、そのとき、尾

崎元次官は、厚生保険特別会計の財源とする、

というアドバイスをしました。それは実質的な

意味での年金目的税的なことになるわけですが、

そういうこともあって細川さんとしては、年金

とか、あるいは福祉、そういうものの性格を持

つ税にしたいと、こういうふうに考えておりま

した。 

 

消費税アップでなく新税検討を指示 

 

具体的には、この『内訟録』を読んでいただ

ければわかるわけですが、以上の経過を踏まえ

て、単に消費税率のアップではなく新税を具体

的に検討するようにという指示を、1月 15日に

斎藤次官にするわけです。その前の段階として、

これからお話をしますが、大蔵の執拗ともいえ

る消費税アップ、名前は変えてもいいわけです

けれども、消費税アップの希望というか、陳情

というか、要求、そういうものが繰り返しあり

ましたので、 終的に 1月 15日に、じゃ、そう

いうことで具体案をまとめるようにという指示

をするわけです。 

大蔵から 終的に出てきました具体案、「国

民福祉税」という名前で出てきたわけですが、

それでは減税 2年先行になっていました。それ

を細川さんが、それは一体論に傾き過ぎている

ということで、3年先行にして記者会見に臨む、

こういうことになります。これが 2月 3日未明

で、以後の騒動はご承知のとおりでございます。 

政策的な枠組みと、細川さん自身の政策的な

選択というのは以上のとおりでございまして、

あと、政治的な動きとしてはどういうものがあ

ったのかということですが、まず、消費税引き

上げについて、大蔵の非常に強い執念がござい

ました。大蔵は何度も夜に、公邸に入っていま

した。大蔵単独で入ったことも、この日記には

出てきませんけれども、話としては私も当時耳
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にしていましたが、大蔵の斎藤次官と通産の熊

野次官が一緒に入ったということで、きょう細

川さんに電話で「斎藤次官と熊野次官が 2人で

入ったということは『内訟録』には出てこない

けれども、ありましたか」といったら、「それ

は何回もあった」というふうにいっていました。

で、2人でいろいろ希望を述べたわけです。 

『内訟録』で明確に出てきますのは、11 月

11日、大蔵が増減税ワンセット・15カ月のタイ

ムラグでやりたいということに対して、細川総

理が、「大蔵省のみ残りて政権がつぶれかねぬ

ような決断は不可と強く叱正す」というのがあ

りますし、「私の履歴書」の中にも「斎藤次郎

次官ら大蔵省幹部には、大蔵省のみ残って政権

がつぶれかねないような決断はできないと強く

いっていた」というふうに出てきます。 

もう一つ重要な会談が、12月 5日にありまし

た。それも『内訟録』にも、「私の履歴書」に

も出てきますが、総理と小沢さんと市川さんと、

大蔵は斎藤次官、多分小村官房長もいたと思い

ますが、ここで大蔵がまた主張するわけですが、

市川氏がそれに対して、経済対策としての減税

と、福祉財源の増税というのは性格が違うもの

で、それは別途考えるべきである、ということ

を非常に強くいうわけです。細川総理もそれに

同調します。それに対して大蔵は非常に抵抗し

まして、「我々を信じてくれないんですか。必

ず与党の納得する案まとめてみせます」、こう

いうことをいうわけです。 

ただ、この発言の内容は、この『内訟録』に

は出てきませんで、ソースはちょっとお話しし

ませんが、細川さんに確認をしましたら、「う

んまあ、たしかそんなこといっていたなあ。で

もちょっとよく覚えてないなあ」というような

感じで、おそらく 12月 5日に、大蔵はそういっ

たと思います。また具体的日時はちょっと確定

できませんが、構図的には斎藤次官と熊野次官

が 2人で「大蔵・通産を信じてもらいたい。我々

を信じてもらいたい」ということを何度もいう

わけです。 

当時のメモをひっくり返していましたら、2

月になって、総理が私に語って聞かせた中に、

斎藤・熊野氏から、大蔵・通産を信じてもらい

たいという要望があったのに対して、「政治的

にはそんな簡単な問題ではない、できるならや

ってみろ」というふうにいっていた、しかし、

その後、尾原秘書官及び佐野秘書官を通じて、

「任せる」ということをいったと、総理から聞

いた旨メモがありました。ただ、いつの時点で

任せるといったかということは、メモにありま

せんが、斎藤次官と熊野次官が連携して、「信

じてくれ、信じてもらいたい、任せてもらいた

い」、こういうことを非常に強くいっていたわ

けです。 

12月5日の時点では小沢さんは終始沈黙して

いました。これはまあ、大蔵は当然まず小沢さ

んに話をしていて、小沢さんは「まあいいだろ

う」――後でお話をしますが、「小沢首謀論」、

あるいは「一一首謀論」というのが出てきます

が、まあ小沢さんは首謀者ではないので、大蔵

に頼まれて、「うん、まあ、じゃ、わかった。

それでいい」、こういう程度だったと思います

が、この 12月 5日は小沢さんは沈黙です。 

それで、上述の通り 1月 15日になりまして、

総理から斎藤次官に指示をいたします。消費税

を基礎年金に充てる等、社会党も納得できる案

をまとめるようにという指示を1月15日に出し

ます。同時に、この 1月 15日、この時期は政治

改革が参議院で大詰めに行っている段階ですが、

総理と斎藤次官との間でスケジュールを検討し

ております。それがレジュメの次の 3ページに

またがっておりますが、これは後ろからひっく

り返してみていただいた方がいいでしょう。2

月 11日、訪米と書いてありますが、これは間違

いで、直してください。2月 11日は日米首脳会

談です。 

それで日米首脳会談には、お土産として予算

案を持っていかないとならない。昔、お土産と

いうのは日本の総理大臣がアメリカに行って、

援助のお土産をもらってきたのですが、その後、

佐藤内閣のときから、日本側が景気対策を持っ

ていくのがお土産になっていましたから、景気

対策のために予算を組んでいかないとお土産に

ならない。したがって、10日の夜には訪米の出

発ですから 10 日の日中に予算の政府原案をつ

くらなければならない。そのためには、5 日に



 

 6

予算の内示をしなければいけない。5 日に内示

するためには 3日に税調の答申、一応総理とし

ての税制の具体案をまとめて提示したら、それ

を税調にかけますから、税調で結構だという答

申を 3日にもらわなければならない。そういう

スケジュールでいかなければならないというこ

とですね。これは、1月 15日で、総理と斎藤次

官の間で検討したスケジュールです。 

しかし、このときは 1 月 20 日前後に参議院

で政治改革法案を可決成立という見通しだった

わけです。それが、ご承知のとおり、社会党の

造反で否決され、その後、1 週間すったもんだ

して1月29日までかかるわけですね。ですから、

ただでさえタイトなこのスケジュールがさらに

1週間後ろにずれ込んでいく。ということで、1

月 29 日政治改革法案が衆参本会議で成立しま

すが、その日の 12時の政府与党首脳会議では、

政治改革がいよいよ仕上がるということと同時

に、来年度予算の編成の話が 1月 29日の政府与

党首脳会議からもう出ています。 

ここから作業を始めまして、29 日、30 日が

日曜日でしたでしょうか、31 日に協議をして、

1日、2日で、ご承知のとおり 2月 2日が非常に

大きな動きがあるわけです。 

2 月 2 日の動きをご紹介をします。既に表に

出ていることと、そうでないことがあります。3

時に与党代表者会議。代表者会議というのは、

細川内閣は 8党派の連立ですが、一応大政党会

派の 5つから代表者が出て、与党間の調整をし

ていました。座長が社会党の久保亘書記長、2

番目の政党は新生党・小沢一郎代表幹事、3 番

目が公明党・市川雄一書記長、4 番目が米沢隆

民社党書記長ですが、あと、日本新党・さきが

けの統一会派から園田博之代表幹事が出ており

まして、5 人でやる。党主導ですね。与党代表

者会議を院内でやっておりまして、所得減税の

有無と財源につき協議をして、一応各党に案の

持ち帰りをしました。 

 

村山社会党委員長のペーパー 

 

そうするうちに、3時 50分、村山委員長が官

邸執務室に総理を訪問します。細川内閣は当初

は、与党の党首を閣内に入れて、したがって、

閣議の場が党首会談の場になる、こういう構造

でしたが、山花貞夫委員長が辞任して、村山委

員長にかわりましたので、委員長の中では村山

さんだけが閣内に入ってない。したがって、話

す場がないということで、単独で総理のところ

に来ました。それで、村山さん自身のペーパー

を持ってきました。そのペーパーは、減税をし

て、減税財源は不要不急の経費削減と短期国債

で賄う。それで、平成 8年度から実施で税制改

正をすることにして、それまで協議機関で検討

する、こういう案になっていました。 

さっきいいましたように、一体か分離かとい

うのは非常に重要なテーマで、かつ細川さんが

こだわったテーマだったわけですが、平成8年

度から実施するというのは、減税 2年先行とい

うことになるのです。それで、細川さんとして

は、村山さんが 2年先行という案を持ってきて、

ちょっとびっくりして、「8 年度なんてそんな

甘い案でいいんですか」というんですね。そう

したら村山さんが、「じゃ 9年度からにしてお

こう」といって、その場で鉛筆で「9 年度から

実施」と直して、案を置いていきました。総理

が決断するときに参考にしてもらいたいという

ことでした。 

そのときは私も同席していましたが、総理が

村山委員長に説明をして、基礎年金を税金で肩

代わりするようなことを考えている、年金目的

税がいいが、年金と特定するのが嫌なら、まあ

福祉税というようなことで考えている、消費税

という名前だけは変えてもらわないといけない

と考えている、というようなことを説明してい

ました。 

それから、与党のほうは与党代表者会議で検

討していたわけですが、政府のほうは、閣議の

ほかに、経済問題協議会というのを早い段階で

立ちあげまして、この座長は羽田孜副総理（外

相）で、その拡大会議を 5時からやりました。

これが政府の側、あるいは内閣側の協議という

ことになります。ここではいろいろ議論があり

ましたが、具体案は総理一任するということを、

政府の手続としまして一応決めたわけです。 
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6 時から院内の与党代表者会議が再開されま

す。3 時に話して、各党に持ち帰っていたわけ

ですが、6 時から再開するわけですが、まとま

りません。そこで 6時 40分に与党代表者がそろ

って総理に報告に来ます。官邸執務室に。それ

で、羽田さんも来てもらおうというので羽田さ

んが来るまで雑談をしたりして待っていたので

すが、羽田さんが来まして、座長の久保さんが

経過を説明して、「3時からやって、6時からや

ったけれどもまとまらないので、総理に報告を

しておこうということで参りました」というこ

とで、各党からそれぞれの党の立場、考え方の

説明がありました。 

それで、社会党を除き、総理一任、各党は「い

ろいろこういう議論もありましたけれども、総

理に一任いたします」といいます。一番 初に

話した久保さんは、社会党内の議論をいろいろ

紹介しますが、一任する、しないということは

いわなかったのですが、その後各党が総理に一

任すると言ったので、一巡した後久保さんが、

「総理の権限とは思うが、一任するかと聞かれ

れば、党として一任は困難である」と、こうい

う発言をします。 

それで、総理のほうで、「ご意見はお伺いを

しましたので、私のほうで少し案を考えさせて

いただきます」ということで、残ります。「7

時 5分、総理、官房長官、羽田副総理残る」。

だから、6時 40分から７時 5分まで代表者がい

たということですか。 

それで、大蔵からペーパーが来るのを待って

いるわけですが、途中、いろいろ情報が入った

り、電話が来たりしますが、総理が「いま社会

党の空気が伝わってきたが、何とかまとめる努

力をしているようだ。 悪でも政府提案は仕方

ないという感じに持っていきたいという話だ」、

こういうことです。 

 

初めて目にした「国民福祉税」 

 

その後大蔵からペーパーが来まして、対総理

説明があります。非常にはっきり申しあげます

が、細川さんが国民福祉税という名前を初めて 

目にするのはこの段階です。もっともそれ以前

に村山委員長に福祉税ということでやっている

と説明しているわけですが、国民福祉税という

名称を見るのはこの時が初めてです。それから、

7％という数字を初めてみるのもこの段階です。

で、大蔵からペーパーの説明を受けます。それ

で、7 時 5 分に代表者が解散するときに、「各

党のご意見は承った。それで私のほうで案をち

ょっと検討させていただきたい。その案を説明

するので、また再度 7時半にお集まりいただき

ましょうか、いや、じゃ 8時にしてください」

とかなんとかいうことで、結局、8 時にまた代

表者に来てもらう。その間に大蔵のペーパーの

説明を受ける。こういう手順だったわけですが、

実際には 8時 10分に再度総理、官房長官、羽田

副総理と、代表者が集まります。 

レジュメに「総理が、大蔵案の国民福祉税、

平成 8年度実施を、平成 9年度実施に変更して

説明」と書いてありますが、これは私のミスで

す。平成 8年度実施を平成 9年度実施に変更と

いうのは、この段階ではなく、次の 11時 47分

からのときだったと思いますので、ここのとこ

ろは直してください。ですから変更せずに、２

行目の「総理が大蔵案を説明」です。 

それを受けて、社会党・久保さんが、いま、

中執をやっていて、中執が終わらなければ社会

党として方針を述べられない、中執に戻るとい

うことで、久保さんは退室します。みんなで社

会党の中執が終わるのを待っていますが、中執

の方はいろいろもめているわけです。結局他の

代表者たちはそれぞれのところで待機して、11

時 47 分から政府与党首脳会議と経済問題協議

会の合同会議を開きました。政府与党首脳会議

は、先ほど申しあげた与党代表者プラス党首た

る閣僚です。書記役として鳩山副長官も入って

いました。事後の記者団への説明も鳩山副長官

がやっていました。政府与党首脳会議は、私は

すべて同席しています。プラス羽田副総理が座

長の経済問題協議会です。場所は旧官邸小食堂

です。 

レジュメのその部分の頭に直しを入れてい

ただきたいんですが、ここを「総理が、平成 8

年度実施を平成9年度実施に変更して、再提議」
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としてください。 

それで、各党が意見開陳。経済問題協議会は

閣僚がメンバーですから、閣僚からもいろいろ

意見が出ております。社会党の発言を紹介しま

すと、村山委員長の発言は、「うちとして、％

も難しい」――%とは 7％ということですが、要

するに、税率も難しい、こういうことです。「7％

は難しい」といったかどうかはわかりませんが、

私のメモでは「％も難しい」とあります。メモ

は同時メモですから、きちっとフルに書いてな

いわけで、メモでは「うちとして、％も難しい。

その場合には連立との関係も見直せというのも

出てこよう。それでも政府としてやるというこ

とであれば。」そこで「。」になっています。

間にだれか別の人の発言が入って、再び村山委

員長が「ウチも、反対、反対ではなく、まとめ

させていただいた」というのは、先ほどいった

ように、とりあえず経費削減と短期国債でやっ

て、それで、協議機関を設けて協議をするとい

うのが案だと。そういう案をうちもまとめさせ

ていただいたと、こういっているわけです。 

それから久保書記長も、「委員長のいわれた

とおり、我々としては総理がいわれたことを了

解したというわけにはいかない」。こういう発

言があります。ただ、メモには出てこないんで

すけれども、たしか久保さんは 後に、政府の

責任で出す分は我々はとめられないという発言

をしたはずなんですけれども、私はそう記憶し

ているんですが、メモには出てきません。ほと

んど逐次的なメモを、同席していても私は発言

権がありませんから、後ろの席で座って、メモ

をとっているわけですが、メモには出てこない

んだけれども、たしかいったような気がするん

です。少なくとも、後に何かのときに村山委員

長が、「あのときの会議で、うちは賛成できな

いといったはずだ。そう強い調子ではいわなか

ったけども」と発言したのが、私のメモには残

っています。 

だから、社会党は反対していますが、このと

き、押し問答になるような強いやりとりがあっ

たわけではないんです。押し問答があって、

後に総理が、もう時間がないし、発表させても

らうという押し切った形になったわけではない

んです。だから、後で村山さんも、「あのとき

は、ちゃんと反対をいったはずだ。ただそう強

い調子ではいわなかったけれども」と、こうい

うことになるわけです。 

会議は、この社会党がだめだというところで

終わったわけではなく、その後経企庁長官の久

保田真苗さんが非常に各論的な話をいろいろい

ったり、記者会見はこの後やるのかやらないの

かとか、いろいろな話が続きます。その後、村

山さん、久保さんの発言――久保さんは 後に、

政府がおやりになるのをとめる権限はないとい

うようなことをいったと思うんです、メモには

出てきませんが。それを除けは、お二人からの

発言は少なくとも私のメモには出てきません。 

で、総理の 後の締めは、協議会の座長にお

取りまとめをいただいた――ちょっとこれは意

味不明で、経済協議会は総理一任を決めただけ

ですから、「お取りまとめをいただいた」とい

うのが何を意味しているのかちょっとわかりま

せんが、一応、メモには総理の発言としてそう

書いてあります。「社会党から率直な厳しいお

話をいただいた。毎回苦渋に満ちた決断が続い

たが、しかし、ここのところは何とか乗り切っ

ていかなければならない。対外的にも日米会談

を控えて、減税の幅が期待されているが、無責

任な減税はできない。そこのところを各党にご

理解いただきたい。よろしくお願いしたい」、

これで会議は終わりです。 

0時 50分から記者会見。で、ご承知のとおり

集中砲火を浴びる。“腰だめ”発言。なぜ腰だ

めといったかというのは、「私の履歴書」にあ

りますけれども、前に斎藤次官に、大蔵は本音

で消費税何％にしたいのか、当時 3％ですから、

何％にしたいのかと聞いたときに、斎藤次官が

5％か 6％と、こういうふうにいうわけです。た

だ、将来の社会保障費の上積みを考えて 7％と

いうような案を出してきているわけですけれど

も、前に本音を聞いたら 5％、6％ということだ

ったので、まあ協議の過程では、少し下げる余

地がある、そういうふうに細川さんは思ってい

るわけで、それが“腰だめ”という表現になっ

て、要するに、検討過程で引き下げの余地があ

るということをいうべきだったわけですが、言
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葉としてはちょっと不適切だった、こういうこ

とを細川さんもいっておられる。 

それで、このような場にお招きをいただいて、

これから大変厳しいことを申しあげさせていた

だきますが、当時、新聞が一斉にいろいろな見

出しで報じますが、私にいわせると、非常に構

造が違う。実際の構造と違うといっても、これ

は新聞各紙によってトーンが全然違いますから、

一律に扱うことはできませんけれども、実際と

違うものが目についたということで、特に異な

るものについて申しあげておきます。 

まず非常に強く出ていた「一一」（小沢一郎

氏と市川雄一氏）主導論、権力二重構造で、一

一が主導してやったと。こういう論調のものが

ありました。これは誤りです。特に市川さんに

は大変気の毒です。市川さんは、先ほどご紹介

しましたように、景気対策のための所得減税と

福祉のための消費税引き上げは分離すべきだ、

ということで大変強く大蔵にいっていたわけで

す。ただ、 後の段階で、総理の決断という形

をとらざるを得ないということになったときに、

公明党は細川さんが決めたことに反対だという

わけにはいかない、やっぱり細川さんを支えな

いとならないということで、公明党は総理に一

任しますといったわけで、一一主導ということ

で、特に市川さんを首謀者の一人に加えること

は大変お気の毒なことです。 

小沢さんは当然、事前に大蔵から案を示され

ていました。細川さんにペーパーをみせられる

前に、小沢さんにみせられた、と思います。そ

れで、「これでいい」というふうにいっていた

と思います。しかし、小沢さんが国民福祉税に

しろとか、7％にしろとかいうことを主導したわ

けではないと思います。むしろ、大蔵から「与

党内のほうはお願いします」というふうにいわ

れて、引き受けていたが、調整ができていなか

ったということだろうと思います。(追記 『内

訟録』所収の石原信雄官房副長官(当時)の証言

に、大蔵省が 6%にしてほしいと小沢氏の許に行

ったところ、当時厚生省が打ち上げていたエン

ゼルプランの負担を勘案すると、もう 1％いる

のではないか、反対は一遍に済ませようという

ことで 7%になった、「それは大蔵省も言ったけ

ど、小沢さんの方が言ったんじゃないかと思う

んですよ」とあるのを、この講演時点で失念し

ていた。自分から積極的に言うより、何か具体

案が出てきたとき、その一部についてここはこ

うした方がよいのでないかとリアクティブな対

応をするのは、小沢氏の行動パターンの一つで

あるから、石原氏のこの証言は正しいものと思

われる。私がここで述べたのは、小沢氏が何も

具体案をもたない大蔵省にああしろこうしろと

指示したものではないという趣旨である)。 

この『内訟録』には、節目節目で証言があり

ますが、石原信雄さんの証言が大変この場合は

参考になります。「『与党関係はどうなってい

るの、やってるのか』というと、やってないん

ですよ。『それは専ら小沢さんにお願いしてい

る、与党サイドにお願いしている』というだけ

なんですよ。『そうか、小沢さんのところでや

ってくれるならありがたいけどな』という話を

したのを覚えています。小沢さんが『任せてお

け』といったらしいんです。斎藤君なんかには

ね」。こういうことをいっています。 

で、小沢さんは、調整ができていなかった。

だから、社会党が造反をするということになる

のですが、騒動が始まってから、小沢さんが総

理に弁解をしています。 

それが大変おもしろいのですが、久保さんと

野坂浩賢が違っていたと小沢さんはいっていま

した。私の持論というか、取材されるたびにい

うのですが、小沢さんは虚像と実像の大変違う

人です。小沢さんというのは人にほれ込んで裏

切られて非常に傷つくという、そういうタイプ

の人間なんです、本当は。 初、与党首脳会議

の座長は社会党の若い赤松広隆書記長で、赤松

さんは若いのに感心だと、非常にほれ込んだり

していたんですが、その後どういう経緯か、野

坂浩賢国対委員長、当時の役職名としては政務

幹事ですが、にほれ込んだというか、少なくと

も連絡役として政治改革法案の参議院の票読み

なども、野坂浩賢氏にいろいろ聞いたりして、

社会党とのパイプにしていたんです。 

それで、「野坂が、目的税化するなら社会党

は大丈夫ということで信用したのに、おれもひ

どい目に遭った」と、社会党が国民福祉税に反
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対するようになった後、小沢さんは細川さんに

弁解をしていました。 

ついでに、小沢さんは野坂浩賢氏を目にかけ

ていたんですが、後で、小沢証人喚問問題とい

うのが起きます。そのとき、社会党で野坂氏が

小沢さんを喚問すべきだということをいって、

あれだけ面倒みてやったのに野坂が証人喚問を

いい出したというので、小沢さんはものすごく

傷ついた。小沢さんというのは傷ついてうつむ

く人ですからね。皆さんたちのイメージとは非

常に違うでしょうけれども……。（笑） 

 

「政権慢心論」など俗説の誤り 

 

新聞の中には、首相ないしは政権慢心論とい

うのがありまして、政治改革をやり遂げて、こ

れで自信を持って、国民は消費税ものむだろう

と思ったというのがありますが、これも全くの

見当違いでありまして、先ほど申しあげたよう

な、タイトなタイトなスケジュールの押せ押せ

で来ているわけで、批判は甘んじて甘受すると

いうことでやったということで、慢心などとい

うものでは全くありません。 

それから、「一一悪玉論」というか、主導論

とペアで、「社会党・官房長官正義論」と呼ぶ

ような、そういうと、とんでもない、そんなこ

といわれる覚えはないという各紙もいっぱいい

らっしゃると思うんですが――全紙とは申しま

せんけれども、あえて便宜的にそういう言って

おきますが、要するに、一一の暴走、一一二重

権力でやるのを、社会党、あるいは官房長官が

それを押しとどめた、「社会党・官房長官正義

論」と呼んでもよいような構図の記事もありま

す。私は、これも違うのじゃないかと思ってい

ます。「社会党は、訪米を控えて所得減税はせ

ざるを得ないと足元を見透かして、減税の食い

逃げをねらったとみたほうが事実に近い」とい

うのが、私の見方です。 

問題化した後、代表者会議で善後策を協議を

しますが、久保さんは党に帰るたびに、厳しく

なって戻ってくるんです。問題化した後の社会

党の要求は、2 年間の検討期間、つまり、まず

所得減税をやる。結果的に所得減税 5兆＋政策

減税 1兆の 6兆の減税になるのですが、6兆の

減税をまずやって、その後の税制改正について

は 2 年間検討するという、「2 年間の検討」と

いうのを、その後譲らないのですね。2 年間検

討した後、すぐ増税できるわけではありません

から、任期が切れるわけです。だから、2 年の

検討期間を譲らない。どうせ訪米するのだから

増税は持っていかざるを得ないということで、

もうこれ食い逃げ論ですね。“減税食い逃げ論”

ということです。 

それで、小沢さんは、これは総理の了解を得

てなんですけれども、社会党が増税がだめだと

いうんだったら、減税ももとに戻そう、白紙に

しろ、と言いだします。いわゆる“増減税ゼロ

ゼロ論”というのを小沢さんが言うのです。当

時、日経が「増税をゼロにするのはいいけれど

も、せっかくの景気対策の減税をゼロに戻すと

いうのは何たることか」という社説を書くので

すけれども、これは要するに社会党への牽制で

す。増税もだめだというなら減税もなしにする

ということで、ゼロゼロ論。これは社会党との

交渉上の議論です。 

細川さんの『内訟録』には、代表者会議で、

「減税・増税ともに白紙に戻し、議論すること

になった」という記述があります。上述のよう

に小沢さんが総理の了解をもらって代表者会議

で主張したわけです。その代表者会議の結果を、

代表者会議と総理との連絡役だった園田さんが

報告してきたのに対して、『内訟録』の中で続

けて、「私より『各党は土・日を返上してでも

とことん議論してもらいたい。何が責任ある態

度か、しっかり議論してもらいたい』と、やや

強い調子でいう」、とあります。 

要するに、細川さんとしては、社会党の“減

税食い逃げ論”、これは非常に無責任である、

だから、何が責任ある態度かということをしっ

かり議論してもらいたい、ということで、「責

任ある態度論」というのが細川さんの当時の立

場でした。もっとも、社会党右派の赤松さんが

私のところに、「総理が責任ある態度というの

をあまりいい過ぎるのもよくない」とかいって

きたりしていました。 



 

 11

それから、武村官房長官正義論。これは非常

にまゆつばで、『内訟録』の中にも武村さんの

証言が掲載されています。同趣旨の内容を他で

もいっています。「夕方総理の部屋で雑談をし

ていたら、バーンとドアがあいて、荒々しい入

り方だなと思ったら、与党代表者の 5人が入っ

てきた。それでドンドンドンと座った。それで

いきなり、きょうは消費税の話で来た。市川さ

んかな、主にしゃべったのは。」こういうこと

です。それから後で、「僕は記者会見の瞬間に

はいなかった」。記者会見に同席してないわけ

ですから、これは造反、批判ということにとら

れるわけですが、「僕は記者発表の瞬間はいな

かったから知らないんですよ。記者会見するな

んて夢にも思ってないから、先に部屋に帰っち

ゃった」。こんなのみんな真っ赤なうそです。 

 

「バーンとドアがあいて」はウソ 

 

夕方、総理の部屋で雑談をしていたのは事実

です。その日は朝から、きょうは所得減税をど

うするかを決めなければならない。政府は経済

対策協議会をやったし、与党は代表者会議をい

まやっていて、結論を持ってくるというのを、

総理の部屋で待機して待っているわけです。そ

れから「バーンとドアがあいて」と、武村さん

はテレビでもいっていましたけれども、細川内

閣になってから、秘書官室と総理の執務室の間

のドアは常にあけっ放しになっていましたから、

バーンとドアが開くということはないのです。

で、「荒々しい入り方だなと思ったら 5人が入

ってきてドンドンドンと座った」、まあドンド

ンと座ったかもしれませんけれども、それで、

実際には経済問題協議会座長の羽田さんにも来

てもらわないと、羽田さんを呼ぼうというので、

羽田さんが来るまでみんな雑談をして、何か全

然無関係な訪米の話だとか、そういうのを話を

しているわけですから、「きょうは消費税の話

で来た」なんていうのは、全然あり得ません。 

それで、似たようなことをあちこちで武村さ

んがいっていまして――あんまり武村さんの悪

口をいってはだめなんですけれども、一応、こ

れはブログに出ているもので、同じことを武村

さんはあちこちでいっておられるので、はっき

りさせておきますが――あの日も私は細川さん

の執務室にいて、雑談をしていました。そのと

き突然ですが、ドカーッと大きな音を立てて、5

人の男が入ってきたんです。ノックもなしにで

す。えっ？ と思っていたら、与党代表者会議

のメンバー、つまり各党の幹事長、小沢一郎、

市川雄一、その他がずらっと入ってきまして、

ドーンと総理を囲んで座りまして、それで総理

に向かって、「消費税を上げましょう」という

話になってきて、大蔵省から 1枚のペーパーが

配られていて、「国民福祉税構想について」と

いう紙ですけれども、それを出してこられて、

細川さんも非常に戸惑っておられて、私も戸惑

っていたんですが、その紙には消費税を国民福

祉税にするとか、税率を 7％とするとか、いろ

いろ 5つぐらいの要点が書かれていたんです。 

これはいまもほろ苦い思いでいるんですが、

その日の午前中まで、細川さんと、「いまは無

理だね」という話で一致していたんで、私はそ

のとき、先に執務室を出て、官房長官の部屋へ

帰ったんですね。そうしたら夜中、バタバタと

総理が記者会見に行かれた。それが 2月 2日の

夜 12時を回ってからのことです。突如記者会見

が行われた。それで、インタビュアーが「その

とき官房長官は同席してないんですね」で、答

え、「私、そのとき部屋にいたもんでねえ、飛

んで総理の部屋にとめに走ったんだけれども、

もう部屋を出られたというからしまったと思っ

たんだけど、私はこの案には賛成じゃないから、

記者会見は行かなかった、といって怒ったんで

すけれどもね」。これ、真っ赤なうそですよね。

こんな話はね。 

それで、『内訟録』の石原信雄長官の証言で

す。「途中経過は、大蔵省が官邸に報告に来て

いましたが、武村君にどういっているのかと聞

いたら、『武村官房長官は絶対に反対だといっ

て我々の説明を聞いてくれない』というんです

よ。『そんな増税の話なんか聞きたくないとい

って説明しようとしても聞いてくれないんで

す』と大蔵省はぼやいていました」。 

私は一度、官房長官秘書官、政務もいました
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けれども、政策は大蔵の官房長官秘書官がやっ

ていましたので、当時の大蔵からの秘書官は勝

栄二郎氏、いまの次官ですけれども、勝秘書官

を呼んで、多分、まだ騒動になる前で、しかし

問題になっているときですから、2 月 2 日に聞

いたのでしょうかね。勝秘書官を呼んで、「大

蔵は官房長官にどういう説明をしているんだ」

と聞いたら、勝秘書官が、「官房長官には説明

してません」というのです。「なぜ説明してな

いんだ」といったら、「いや、聞いてくれない

んですから」というのです。また武村さんにい

うと、それを使って小沢さんの先手を打ったり

というようなことをするものですから、もう与

党の中よりも、霞ヶ関で、官房長官には非常に

強い不信感がありまして、とにかく、大蔵省は

ある時期からはもう説明していない。 

この石原さんの証言にありますけれども、い

や、聞かない、聞かないといって、後で、「い

や、私は聞いていなかった、私は知らなかった、

私の知らないところで決められた」というのが

武村さんの常套テクニックなのです。常にその

手でやる。したがって、「小沢・武村確執論」

とありますが、小沢さんが怒ったのは、官房長

官の仕事をしてないじゃないかということで、

これでは内閣は成り立たない、というのが小沢

さんの官房長官更迭論です。 

 

小沢さんの方が正しい 

 

ですから、政治的意見が違うのはいい。しか

し、官房長官の仕事をしてないじゃないか、こ

れであなたは大丈夫なのか、ということを細川

さんに迫ったわけです。小沢さんは小沢さんで

問題があったことは間違いがありませんが、き

ょうはやめますが、しかし、国民福祉税に関し

ても官房長官が仕事をしていなかったというそ

のことに関しては小沢さんの方が正しい。こう

いうことですね。 

それから、新聞では社会党が連立から離脱す

るかもしれないという政権危機論というのがあ

りました。社会党が離脱するというのは、これ

はこういう言い方をすると失礼ですが、どちら

かというと下っ端の社会党の議員たちが、「離

脱だーっ」と息巻いているのを取材して、その

とおり書いて、社会党が離脱の恐れあり、政権

崩壊の危機とか書いているのですけれども、こ

れは社会党の若手が息巻いているのを過大にと

り過ぎただけで、実は社会党と根比べをしてい

たということです。官邸サイドでは、小沢さん

もそろそろおりたらどうかと思っていましたが、

政権崩壊とか、社会党離脱というのをまじめに

危機感として持ったことはありません。 

それから、総理が統治能力を喪失していると

いう議論がありました。これは、総理としては

社会党に何が責任ある態度かを議論させている

というスタンスでした。しかし、小沢さんが頑

張り過ぎる。小沢さんのやり方の一つは、とに

かく頑張る、頑張る。もう 後まで頑張るとい

うのが小沢手法です。やっぱりアメリカにも持

っていかないとならないし、もうそろそろおり

たらというんですが、もう一日頑張らせてくれ

というようなことで……。 

それで、こういうことでどうかということで、

落としどころを、結局総理が作りました。今通

常国会で今後のことを協議して、税制改正を次

期通常国会で実現するという案になるわけです。

それで 6兆円の減税。これは総理がいろんなと

ころと協議して、園田さんに与えて、園田さん

から代表者会議に出してもらって 終的な案に

なりました。ですから、総理が統治能力を失っ

ていたわけではありません。 

それで、 後に細川さんの基本的認識です。

『内訟録』では、「なによりもコメと政治改革

に忙殺されており、私自身が本問題につきて取

りまとめる余裕を持たず、党に――ここでいう

党というのは、小沢さんということとイコール

です――丸投げしおりしこと（すなわち大蔵の

意向が通りやすき状況）がかかる結果を招きた

り。私の本意は……基礎年金につきて消費税を

その財源または財源の一部とするということな

らば国民の理解も得られるのではないかとの考

えに傾きおりしところ、かかる中で、与党、大

蔵主導で――この与党というのは小沢さん。た

だ、小沢さんは、まあわかった、それでいいと

いうことをいっていたと思いますが――国民福
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祉税が固まり、会見に臨まざるを得なかったこ

とは痛恨のきわみなり」。まあ細川さんにとっ

ては痛恨のきわみであったことは確かです。 

 

細川氏、「行革を先行すべきだった」 

 

先ほど「私の履歴書」の国民福祉税の下書き

を私が書いたということと、それを細川さんが

どう直したのかが重要だというふうに申しあげ

ました。「私の履歴書」では、唐突だという批

判に対して、私(細川総理)としては、ちゃんと

税調をやったり、研究会をやったり、経済問題

協議会の審議とか、私自身も 21世紀ビジョンで、

緊急の課題として税制改正について提起してい

たと、そこまではいい切っています。その後を

私の下書きでは「しかし、政治改革とウルグア

イラウンドのニュースの陰に隠れて、国民には

その重みと緊急性が伝わっていなかった」と書

いたのですが、その部分を細川さんは、「問題

は唐突だといわれた決定の手続よりも、政策の

手順が間違っていたといわざるを得ない」と直

したのです。ところが「私の履歴書」のその後

を読んでも、どういうふうに政策の手順が間違

っていたのかというのはよくわからない。それ

で、細川さんに電話をして、「政策の手順とは

何ですか」と聞きましたら、「行政改革先行だ

った。ないしは行政改革断行の確約をきちっと

出す、その手順が間違っていた」と、こういう

ことでした(追記 「私の履歴書」を読み直した

ところ、問題の文の直前に「しかし前提として

の行革への強い決意を国民に伝えることができ

なかった」とある。これが「政策の手順」とい

うことのようだ)。 

ただ、細川さんが「痛恨のきわみ」と言いつ

つ、一方で自ら評価している部分もあります。

その前に、ここでレジュメで書くべきでしたが、

国民福祉税については、明け方の記者会見の唐

突の国民福祉税、即日白紙撤回とよく言われま

すが、即日白紙撤回はしていません。国民福祉

税の総理のペーパーはずっと生きていて、与党

が対応を協議して、与党の対応が決まったので、

それを受けて細川さんが撤回をしたのであって、

別に即日白紙撤回ではありません。そこのとこ

ろはいっておきますが、それでこの『内訟録』

の中でも出てきますが、この一連の出来事を、

先ほど「痛恨のきわみ」といいましたが、しか

し全体として細川さんは「まずまずだった」と

いうふうにもいっているのです。 

「2 月 9 日、小沢氏と会食。社会党をここま

で押し込んだことは数歩前進との認識は同じな

り」というのがありまして、要するに 2年間検

討をすると譲らなかった社会党を、今通常国会

中に検討を終えて、次期通常国会に改革法案を

出すということをのませた、そこまで数歩押し

込んだことは前進だった、成果だったというこ

とです。 

実際、細川内閣の平成 6年分所得税特別減税

臨時措置法の附則第 5条には、「平成 7年分以

後の所得税については速やかに税制全般のあり

方について検討を加え、税制改革を行い、抜本

的な所得税の減税を行うものとする」という規

定がありまして、それに基づいて、その年の 11

月、村山内閣で所得税法改正案が成立するわけ

です。 

  

消費税５％に道、一方政治にトラウマも 

 

だから、要するに、国民福祉税は明け方の突

然の記者会見で、白紙撤回で終わりではなくて、

消費税 5％の実現への数歩の前進をつくった、

そういう評価になります。しかし、同時に、政

治にとって消費税を非常に大きなトラウマにし

たのも事実であります。 

若干テクニックの問題をいわせていただく

と、午後から政府や与党の協議をしたり、いろ

いろ議論を積み重ねても、 後に総理が記者会

見をやれば翌日の朝刊の見出しは「国民福祉税

7％」となっちゃいますね。それを、やっぱり「与

党協議始まる」という朝刊見出しがあった翌日

に、「7％案が浮上」という見出しが出て、「総

理に一任」と、3 日ぐらい見出しが出て、 後

に 4日目に「総理決断」というぐらいの時間的

余裕があれば、かなり展開は違ったかなあとい

う気がします。しかし、それは、細川さんにい
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わせると、決定の手続よりも政策の手順という

ほうがより本質的だということで、70分ちょっ

とオーバーしましたが、とりあえず私のプレゼ

ンテーションとさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。（拍手） 

 

＜質疑応答＞ 

 

司会 どうもありがとうございました。 

質問をお受けする前に、簡単に当時の状況を

もう一回おさらいしていく部分があると思って、

経済的なところをちょっと指摘させていただき

たいんですが、93年の年初というのは、為替相

場は 1ドル 125 円でした。それで、8 月にはこ

れが 100円ちょうどすれすれまで上昇します。

株価は細川政権ができたこの人気もあって、9

月に 2万 1,000 円まで行くんですが、11月には

1万6,000円まで大きく下落するということで、

例えば、94年の2月のうち（日経）の社説を読

むと、景気無策をいいかげんにしろ、というの

が並んでいる。というような状況であります。 

ウルグアイラウンド、政治改革、それからい

まいった税の問題等、それからクリントン政権

に、2月 10日ですか、首脳会談があって、内需

拡大を強く迫られていた。そのために円高にな

っていたわけですけれども、課題が山積して、

それを幾つか短期間に解いていくという状況に

あったことは、いまの民主党政権の状況と比べ

て、果たしてどのぐらい、どっちがどうなのか

というあたりは、少し考えるべきところがある

のかもしれません。 

私のほうから 1つだけ、冒頭に伺いたいんで

すけれども、細川さんが政策の手順というとこ

ろについておっしゃられて、直接、成田さんが

伺ったときに、徹底的な行革をやるべきだった

というふうなことをおっしゃっている。そうい

う意味でいえば、例えば現実に照らしてみると、

みんなの党とか、ああいった形での官僚、ある

いは政府の大きさみたいなものについて、もっ

とはっきりと問題設定をして政権に取り組むの

が手順として先だったという、そういう印象を

お持ちだったわけですかね。 

成田 政治にはデッドラインのあるテーマ

というのがいろいろあります。ウルグアイラウ

ンドとか、こういうのは処理しなきゃならない

わけですが、そういうのを別にして、政治改革

実現後に、細川さんが何をやらなければならな

いかと考えていたかというと、この『内訟録』

にも出てきますが、行政改革です。細川さんと

しては、国民生活審議会、豊かな暮らし部会長

の経験もあって、とにかく行政改革ということ

を非常に強く意識して、日本新党も霞ヶ関改革

を掲げていましたから、やはり行政改革という

ことが、細川さん自身がやりたかったことです。

しかし景気対策ということもあるし、日米首脳

会談の関係もあって、政治改革実現後に、必ず

しも自分の本意の政策の優先テーマではない税

制改革のほうからやらされたということは、細

川さんとしては心残りがある。政策の順位を自

由に選択できればやっぱり行政改革からやりた

かった、そういう意識があるんだろうと思いま

す。 

 

司会 では、会場の方、ご質問あれば挙手を

してお願いしたいんですが。私は当時みていた

けれども、実はこうじゃないかというお話があ

れば、ぜひご質問いただければと思うんですが。 

 

成田 官邸からみえる部分というのは、非常

に限られた部分というか、逆にいえばトップの

動きは非常にみえますけれども、一般の議員と

かの動きは見えないわけです。だから当然、国

民福祉税については、社会党だけではなくて、

日本新党の中でも動揺がありましたし、さきが

けも全員反対とか、そういうことがありました

けれども、しかしまあその辺はコントロール可

能というか、押さえが効いていたわけで、政権

ないし官邸としては、官房長官は別にして、社

会党との根比べをやっていた。こういう感じで

すね。 

 

首脳会談なければ別の展開に 

 

司会 終的に村山政権で法律が成立して、
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橋本政権で実行される消費税 5％というのにつ

ながったという話はわかっていましたけれども、

これは、日米首脳会談というタイムリミットが

なければ、予算編成の時期もある意味で動いた、

そういう意味でいえば、もうちょっと丁寧な議

論をやって社会党のガスを抜いて、きれいな決

着で、いきなり 7％国民福祉税という成案には

ならなかったにしろ、 終決着、いま現実にそ

の後起きたことと同じようなものが、あるいは

できたという印象をお持ちですか。 

 

成田 そうですね。まあ社会党の反対という

のはありましたけれども、やはり記者会見後の

マスコミの反応というものが、社会党を非常に

勇気づけた。さっき社会党正義論というのがあ

ったといいましたけれども、それが非常に社会

党を勇気づけたわけですよ。だから頑張るわけ

で、そのとき、マスコミとしてはなかなかそう

は書けないんでしょうけども、「勇断だ！」、

こう書けば、社会党もどうしようもないと、こ

ういうことですね。 

政権というのは常に風をみていましてね、日

本政治を動かしているのはやっぱり風という面

がありまして、それで、腰だめ発言、あれは細

川さんも非常に悔いが残る、あるいは反省して

いるんですが、テレビをみていた斎藤次郎次官

が、何だこれは！ といったというんですが、

私にいわせると、あれは大蔵のポカで、大蔵が

7％の根拠を事前のブリーフィングで説明して

いないんですから、だから、あれは私は大蔵の

ポカだと。何で 7％の根拠をブリーフィングし

ておかないんだ、と思いましたね。 

それから、あれだけ騒動が長引いて、結局、

日米首脳会談出発前には予算は組めなかったん

です。予算概要だけで済まして出発をしたわけ

ですよね。だから、政治改革終了の時点で、無

理をしないで、日米首脳会談前に予算を組むと

いうのは、もう放棄をして、社会党はある意味

で世論次第だから、やっぱり世論をきちっと納

得させる手順をとったほうが結果的にいいとい

う判断ができる政治家がいれば、大政治家です

よね。なかなかそのときは現実的には、日米首

脳会談前に予算の政府原案ができていなければ

ならない、いうことでスケジュールを考えてい

く、普通はこういうことにならざるを得ない。 

現実の政治というのは、官邸に入ってみれば、

鳩山さんだって、菅さんだって、やっぱりなか

なか思い描いたとおりにはいかない要素がいろ

いろあるわけですけれども、後で振り返って、

政治、特にトップレベルの政治の 大の特徴は、

想定外のことがいろいろ起きて、かつやり直し

がきかないということですよね。常に、どの世

界もそうですけれども。 

だけども、まあ振り返って考えれば、訪米出

発前に予算を組むということをあきらめて、や

っぱり世論に対してもう少し丁寧な説明をする

ことを優先するという、それだけの戦略性を持

つ政治能力が日本に育っていないということな

のかもしれません。 

私は政治改革担当で、政治改革ではいろいろ

汗を流しましたけれども、私が担当だったらう

まくやれたかどうか自信はありませんけれども、

尾原秘書官でしたけれども、尾原さん自身がい

ろんな戦略を選択できたわけではありませんか

ら、斎藤次官が直に総理とやっていましたから、

なかなか難しいところはいろいろあったと思い

ますね。 

 

質問 2 点、お伺いしたいと思います。 

1 点は、先ほどおっしゃった 2月 2日の 7時

5 分後の大蔵からのペーパー説明、これで細川

総理が、国民福祉税という名称と 7％というも

のを目にしたのは初めてだと。ということは要

するに 7％というのはだれが決めたのかという

ことなんですが、それは『内訟録』の、当時の

石原官房副長官の話を聞くと、ちょっと読みあ

げますと、「厚生省が当時エンゼルプランとい

うのを打ちあげたのです。エンゼルプランの将

来の負担を勘案すると、やはりもう 1％要るん

じゃないかということで云々かんぬんで、反対

は一遍に済まそうじゃないかというので 7％に

したんですよと。それは大蔵省もいったけど、

小沢さんのほうがいったんじゃないかと思うん

ですよ」と、こういうお話なんです。 

先ほど、党に丸投げしたという話がありまし
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て、それは小沢さんのことだとおっしゃって、

ということは、この 7％、及び場合によっては

国民福祉税、これはかなり小沢さんのアイデア

といいますか、であったのかどうかということ

をちょっと確認したいのが1点です。 

もう一点は、先ほどから大蔵省の担当者とい

うことで、斎藤さんとか、小村さんとかの話が

出ます。皆さん主計局の方です。尾原さんは主

税のご担当でありますが、要は、私が取材して

いると、どうも主税局の方々というのは、極め

てこの点について疎外感が強いんですね。この

あたりについて、なぜそうだったのか。要する

に所得税と消費税の問題ですから、これは税制

改革の問題であって、本来主税局だと思うんで

すが、総理が主税局に対する信頼をなくしてい

たのか、それとも斎藤さんのグリップがあまり

にも強過ぎたのか、そのあたりどうだったのか

について、わかる範囲で結構ですが。 

 

成田 初のは、エンゼルプランのために

1％余計に乗っけておいたほうがいいという、そ

れを小沢さんがいったかどうか、私は直接知り

ませんが、いった可能性はあります。ただ、小

沢さんは、非常に政治的な勘の働く人ですが、

政策的なプロではありませんので、非常に細か

いいろんな詰めというところはやっぱり大蔵の

話だと思います。 

それで、6％を、さっきいったように、本音

は何％かと細川さんが聞いたときに大蔵は 5％

か 6％といっていたわけですから、まあ 6％とい

うのは考えていた。それで、小沢さんに説明し

たとき、小沢さんがエンゼルプランもあるから

もう 1％乗っけておいたほうがいいんじゃない

かと、そういうことはいいそうな感じはします

ね。逆に、その程度のことしかいわない、あれ

もこれもと細かなところまでは言わないという

感じがします。 

それから、主税は、要するに大蔵省のレジー

ムの問題で、主計局支配ということです。尾原

さんは主税から来ていましたが、当時の主税局

長、横浜銀行に行った小川さんは、ほとんど相

談を受けてなかったと思います。主税と主計と

いうのは、これは皆さんご承知のことですが、

非常に世界が違いまして、主税というのは、1

円を取るために、ほんとに苦労する世界であり、

主計というのは、どんな予算をつけても、予算

がまとまった後、相手の省庁から「ありがとう

ございました」と、あいさつされる世界で、全

くレジーム、カルチャーの違う世界なんですよ

ね。 

 それで、総理秘書官は主計より主税のほうが

向いているんです。それだけ苦労をしてくる世

界ですから。しかし、当時の大蔵全体のレジー

ムとしてはやっぱり主計支配であり、ましてや

10年に一度の逸材という、斎藤次郎という逸材

が直轄していた案件である、そういうことです

ね。 

 

司会 ほかにご質問はございませんでしょ

うか。 

 

成田 逆に、皆さんのご感想をお伺いするよ

うな意味でのご質問をぜひしていただきたいと

思うんですが。皆さん方のイメージされていた

当時の構図と違うのか、それとも、いやあ大体

そんなものだと思っていたということなのか、

その辺はいかがなものなんでしょうか。 

 

質問 一つ、この当時、やっぱり政治改革が

ものすごく大変で、それで頭のほとんどが占め

られていたんでしょうけれども、これをみると、

1月 15日の段階で、一応、細川さんなりに事務

当局に、減税するからにはセットで責任を持っ

た増税を、しかもそれは社会保障と絡んだもの

ということで、よくいえば、ある面、国民福祉

税的な構想といいますか、それから、税率も上

げなければいけないということが、すでに細川

さんの頭の中に多分あるような指示だと思うん

ですよね。それから 2月 2日まで、まず一つは、

大蔵サイドから検討の途中経過についてのレク

チャーとか説明がほんとになかったのかという

ことと、それから、国民福祉税という名前と 7％、

初めてみたということなんですけれども、ある

程度ほかに選択肢がないというイメージは初め
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からあったと思うんですよね。 

その段階で、細川さん、後から振り返って、

いろいろ反省があるんだけれども、確信犯とし

て、これをやってやろうというような意気込み

があまり多分なかったからああいう形で 終的

に断念したことになったような気が私はするん

ですけれどもね。そのときの細川さんの、この

ことをやらなければいけないなという気構えと

いいますか、その辺はどのぐらいあったのかと

いうのが一つです。 

それから、どうしても小沢さんが、社会党に

対する根回しが結果的にできてなかったという

ことが、一部の人たちに対してこういうことを

いったからオーケーだと思ったというのも、や

はりそれは弁解であって、結果的に実現できな

かったんだから、彼が中心人物ですから、非常

に大きな政治的責任だと思うんですが、その辺

の重みみたいなものを、彼がどの程度感じてい

たのかということを、成田さんがどういうふう

に受けとめられたかということについてお聞き

します。 

 

成田 1月 15日に、斎藤次官にまとめるよう

に指示をしますが、この『内訟録』の中に出て

きますが、2 月 1 日にも斎藤次官と会っていま

すよ。その後、何回も会って、国民福祉税とい

う名前は聞いていたかどうかわかりません、紙

の形でみたのは2月 2日なんですが、こういう

方針でやるというようなことをいろいろ話して

いて、税率は小沢さんがいったとすると、どの

時点でいったのかわからないんですけれども、

そういうのも何も、政治の世界に限りませんが、

常に揺れていますから、行きつ戻りつしていま

すから、どの時点で、 終的に6はあるだろう

けれども、7 まで書いてくると細川さんが考え

ていたのかはわかりません。そういうようなと

ころは 後まで大蔵のほうもいろいろ状況をみ

ながら判断しているわけです。しかし、2 月 1

日にも斎藤次官と会っていますから、いろいろ

話はしているのでしょう。しかし、ペーパーの

形で出てくるのは 2日、こういうことですね。 

それから、小沢さんの社会党対策ですが、小

沢さんの発想としては、やっぱり政治のレジー

ムは、リーダーの幹事長なら幹事長が仕切ると

いう考え方です。これはもう小沢さんの哲学で

すから、それは久保さん及び政務幹事の野坂浩

賢が「大丈夫、まとめられる」、こういってい

れば、「社会党は大丈夫だから」と、大蔵にこ

ういうのは小沢さんの思考法ですよね。 

 

小沢氏は久保書記長、野坂浩賢氏のライン 

 

税制改革の中身は隠密にというか、あまり表

に出さないで進めている話ですから、あまり広

くはできませんね。ですから、小沢さんとして

は、ルートとしては、久保書記長と野坂浩賢氏。

で、小沢さんはやっぱり格を考えますから、村

山さんは、自分が村山さんとやるという発想は

ないでしょうね。それは、しかし総理にやって

くれというふうにいったこともないと思います

ね。だけども、総理は、先ほどいったように、

ペーパーを持ってきた村山さんとは話してはい

ますけれどもね。 

だから、小沢さんとしては、幹事長、政務幹

事がかぎだという認識は持ってやっていたんだ

ろうと思いますけれどもね。 

 

質問 細川政権、大変ご苦労されたんですが、

細川政権の崩壊というのは、この国民福祉税も

あれば、それから、やっぱり政治改革は一応や

っちゃったということとか、小沢さん対反小沢

さんとか、それから細川さんのキャラクターと

か、いろいろあると思うんですが、あれから 16

年たった現在も民主党の政権交代を実現させ、

選挙で圧勝させた力というのは、やっぱり小沢

さんの力が大きいと思うんですね。その小沢さ

んが、いま、菅さんから離されている。きょう、

実は、鳩山さんの勉強会に多分、小沢さんが参

加されるだろうということで、きょう、あした

ぐらいが民主党の代表選挙をめぐっての、この

秋の政局の大きな山場なんですが、ちょっと、

独自の小沢観を持つ成田さんに、小沢さんが今

回の代表選挙に出るか出ないかが一番焦点なん

ですけれども、その辺についてどういうふうに
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お読みなのか。 

それからもう一つ、政権交代を目指すのが政

治改革の大きな目標だったわけで、それがちょ

うど 1年前の選挙で実現をしたんですが、はっ

きりいって、期待外れというか、参議院選挙で

負けたというようなこともあります。1 年間の

民主党政権、はっきりいっての評価、その辺、2

つお願いいたします。 

 

成田 まず小沢さんが代表選挙に出るか出

ないかということですが、まあ私は結論的には

出ないというふうに考えています。それで、小

沢さんが何を目指しているのかということはよ

く私自身もわからないのですが、少なくともポ

ストというものに魅力を感じているわけではな

い。だから、総理のポストというものに対して、

ある意味で全然関心はないんだろうと思います。 

かつ、表の闘いということをするときには、

絶対勝てるという状況がなければ、少なくとも

表の闘いはしない人だと思いますので、代表選

挙に出るということはないんだろうと思います。 

それで、よく民由合併あたりの小沢さんにつ

いて、小沢さんは変わったのかということを聞

かれました。小沢さんが代表選挙に出たときに、

変わるためには私自身がまず変わらなければな

らない、という演説をしましたが、そのころい

ろいろ聞かれたとき、私が答えたのは、小沢さ

んは変わったのではなくて、やり方を変えたん

だ。昔の“壊し屋”といわれたときの小沢さん

は、政策の純化路線をとれば、一たんは小さく

なるけれども、しかし、非常に強力な政策を提

起できて、国民の支持をより受けて、より大き

くなることができるという発想だったのですね。

ですから、純化路線というのは迂回路線だった

のですね。 

 

小沢氏は迂回路線を転換？ 

 

ところが、代表選挙に出たときの小沢さんの

演説は非常に印象的だったのですが、「もう若

くはない私が」とか、要するに「もう政治生活

の終わりに来た自分が」という、そういうトー

ンがありました。ですから、小沢さんはもう迂

回路線はとらないというのは、私の確信的な見

方でありまして、したがって、いまさら割って

また連れて出るとか、そういうことは小沢さん

はやらないというふうにみています。 

ただ、小沢さん自身が何を目指し、どういう

行動をとるかというのは、私もよくわからない

わけです。ただ、小沢さんという人は、非常に

選択肢、発想の幅の広い人で、常人だったら考

えないことを考える、政治資金で不動産を買っ

てみたりとか、違法なことは絶対やらないんで

すが――絶対かどうかわからないけれども――

しかし、幅が広いんですよ。だから戦略家とい

われる。 

輿石さんが、「小沢一郎というのは立ち位置

の遠いところからまず交わる」といっています。

それは、橋本自民党幹事長が、宇野総裁で消費

税選挙の参議院選挙で大敗した後、小沢さんが

幹事長になるわけですけれども、そのとき、幹

事長になって、「連合を何とかやっつける方法

はないか」と側近に聞いたら、「いやあ、連合

はなかなか手ごわいですから、勝てませんよ」

といったら、小沢さんは、「じゃ連合と組もう」

というふうにいったという。そういう発想の幅

で動く人ですよね。それはやっぱりすばらしい

ものがあって、ああ、なるほどと、こう思うん

ですが、やっぱり性格的に――何というか、こ

ういうことは、一応はオンレコの場だからなあ、

まずいなあ。（笑） 

まあ、もうちょっと大人になってくれればい

いと思うことがよくあるんですけどね。なかな

か、これ性格だからしようがないんですけれど

も、ただちょっとそういう部分もある。ただ、

何を目指して政治家をやっているのか。菅さん

などはやっぱり総理のポストということが 大

のねらいなんですが。――お答えになったかど

うかわかりません。 

 

民主党は与党の訓練ができていない 

 

それから、政権交代を実現してみて、という

ことですが、与党と野党は全く違うんです。民
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主党は、与党の訓練が全くできていないんです

ね。それは細川内閣のときもそうでした。特に

参議院に行って、政治改革法案が全く停滞しま

した。自民党の議員がいっていましたけれども、

我々が与党のときにいかに汗をかいていたのか、

ということをやつらは全くわかってない。参議

院で社会党は与党第一党なのに、頼みにも来な

い。与党というのは野党に頼みに行くものだ、

そういうことからわかっていない。だから、も

う与党の基礎教育ができてないんですよ。それ

で、政権交代が長い間ありませんでしたから、

政権交代の落差が大き過ぎるんですね。それで

基本的な、政権を取ったら、まず踏ん反り返る

のではなくて、まず頼みに行くとか、そういう

ところから勉強ができていませんので、それが

もろに出ているなあという感じをもっています。 

これは一般的な政治学の共有の知識になっ

ていますが、やっぱり野党暮らしが長いと統治

能力が落ちる、政権交代期間が長いと、非常に

政権交代後の政治は停滞するというのは、普遍

的な傾向です。 

ですから、適度の、まあ任期 4年だと 1回か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 回、少なくとも 8年から 10年未満ぐらいでの

政権交代が繰り返されていくというのが、一番

円滑な政権運営が行われる仕組みであって、い

まのところは、やっぱり民主党の政権運営能力

というものが、サークルクラスですよね。そう

いう意味ではちょっと我慢して、長い目でみる

しかないというふうに思いますし、いろんな叱

咤激励、批判もしていかなければならないとい

うふうに思います。 

 

司会 時間も超過いたしました。大変貴重な

話、証言も聞けたのではないかと思います。夏

のこの暑い時期に、わざわざご登壇いただきま

してありがとうございました。 

もう一回、成田さんを拍手でお送りしてくだ

さい。 

 

成田 どうもありがとうございました。（拍

手） 

 

（文責・編集部） 
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2010.8.19 
日本記者クラブ消費税研究会 

成田憲彦 

国民福祉税構想の経緯 
 
1. 私（証言者）の立場 
 ・同時的に観察したのは、政治改革実現の日の 1 月 29 日代表者会議から。よ 

り詳しくは 2 月 2 日の国民福祉税構想の準備とその公表以降の政治的収拾 
過程について。 

 ・消費税引き上げ問題は、政権発足から始まっていたが、その時期の個別の 
  動きにはタッチしていない。 

 → ex. ・所信表明演説（8 月 23 日）での税制改正への言及 
・大蔵省の接触（表裏）(9 月 2 日等。特に 12 月 5 日、1 月 15 

日等） 
 ・しかし政治的意味をもった大きな動き（所得減税の是非、減税・増税の一 

体・分離問題、予算の越年編成等）は観察したり、タッチしていた。 
 ・より具体的な情報は、政権後に細川氏から聞いたり、日記（『内訟録』とな 

る）の閲読、「私の履歴書」を手伝う過程等で得た。 
 

2. 問題の枠組み 
 ・政策論的な流れ 
   → ・細川氏における消費税を含む税制改正の一般的な必要性の認識（政 

権発足時の課題メモ） 
          ・景気対策としての所得減税論（アメリカ、日経連、連合、社会党、 

マスコミと世論） 
          ・所得減税の財源論 

→ ・赤字国債か増税か 
・増税の場合消費税か別の名称のものか、その性格（目的 
税か一般財源か、福祉ないし年金税か等) 

・減税・増税一体論か分離論か（特に減税の先行期間と同 
一の法律で減税と増税を書くか否か） 

     ・前段階の攻防としての予算の年内編成 vs. 越年編成 
       → ・景気対策としての年内編成論 
         ・政治改革潰しとしての年内編成論 
         ・年内編成の場合は、所得減税の財源は赤字国債（大蔵が 
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強く警戒） 
     ・以上は、所得減税実施の有無とその財源論に決着をつけなければ、 

H6 年度予算が編成できない構造にあったことを意味する。 
     ・細川総理の選択 
       → ・所得減税はやる。 
         ・財源を赤字国債とすることは無責任。担保が必要。 
         ・しかし完全な増減税一体論は、経済政策としての効果を 

減殺し、アメリカも納得しない。 
         ・消費税の名称は適当でなく、目的税とするわけではない 

が、社会党村山委員長が年金税を説いていていたこと、 
尾崎元大蔵次官が厚生保険特別会計の財源とすることを 
アドバイスしたことを考慮。 

・以上を踏まえた新税（単に消費税の税率アップではない） 
の構想の具体案取り纏めを大蔵に指示（1 月 15 日）。 

・大蔵が取り纏めた国民福祉税の具体案のうち、減税 2 年 
先行は、一体論に傾き過ぎているとして、3 年先行に修正 
して発表。 

         ・以後の騒動は周知のおり。 
 ・政治論的な流れ 
   → ・消費税引き上げの大蔵の執念 
       → ・11 月 11 日 大蔵の増減税ワンセット・15 か月タイムラ 

グ論に対して、総理が「大蔵省のみ残りて政権が潰れか 
ねぬような決断は不可と強く叱正す」(『内訟録』、「私の 
履歴書」)。 

     ・総理、小沢、市川、大蔵会談（12 月 5 日） 
       → ・市川氏、強く減税・増税分離を主張。総理同調。大蔵抵 

抗、「我々を信じてくれないのですか。必ず与党の納得す 
る案をまとめます」(この発言部分のソースは、細川氏で 
はない)。小沢氏沈黙。 

     ・総理から大蔵への指示（1 月 15 日） 
              → ・消費税を基礎年金に充てる等、社会党も納得できる案の 

取りまとめを指示。 
     ・スケジュールの制約 
       → ・政治改革が 1 カ月遅れたことが大きい。 
         ・1 月 15 日時点での予定（その後の政治改革の遅れは織り 

込まず） 
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           2 月 3 日 税調答申 
                5 日 H6 年度予算内示 
                          10 日 政府原案 
                          11 日 訪米 
         ・1 月 29 日(政治改革成立日)から作業 
     ・2 月 2 日の動き 
       → ・3 時 与党代表者会議（院内）、所得減税と財源につき協 

議。各党に持ち帰り。 
         ・3 時 50 分 村山委員長、総理訪問（官邸執務室）。ペーパ 

ー持参（減税財源は、不要不急経費削減と短期国 
債。H8 年度税制改正。それまで協議機関で検討)。 

総理：「8 年度からなんて、そんな甘い案でいいのですか」。 
村山：「じゃあ、9 年度からにしておこう」(その場で直す)。 
総理：「基礎年金を税金で肩代わり。年金目的税がいいが、 

年金と特定するのがいやなら福祉税。消費税とい 
う名前だけは変えてもらわないと」。 

         ・5 時 拡大経済問題協議会(羽田座長)、総理一任。 
         ・6 時 与党代表者会議再開、纏まらず。 
         ・6 時 40 分 与党代表者揃って総理に報告に（官邸執務室）。 
             社会党を除き総理一任（久保氏「総理の権限とは 
             思うが、一任するかと聴かれれば、党として一任 
             は困難」）。 
         ・7 時 05 分 総理、官房長官、羽田副総理残る。途中総理、 

「今社会党の空気伝わってきたが、何とか纏める努 
力。最悪でも政府提案は仕方ないという感じに持 
っていきたいとのこと」。 

         ・その後 大蔵、ペーパー説明。 
         ・8 時 10 分 総理、官房長官、羽田副総理、代表者（執務 

室） 総理が、大蔵案の国民福祉税 H8 年度実施を 
H9 年度実施に変更して説明。社会党、中執終わら 
なければダメということで、久保氏退出。 

         ・11 時 47 分 政府与党首脳会議+経済問題協議会（小食） 
             各党意見開陳、閣僚からも。 
          村山「うちとして、%も難しい。その場合には、連立との 

関係も見直せというのも出てこよう。それでも政 
府としてやるということであれば。……ウチも、 
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反対、反対でなく、まとめさせていただいた」 
          久保「委員長の言われた通り、我々としては総理が言わ 

れたことを了解したというわけにはいかない」 
          (その後、様々な議論が続くが、村山氏、久保氏から発言 

なし) 
                    総理「協議会の座長にお取りまとめ頂いた。社会党から 

率直な厳しいお話しを頂いた。毎回苦渋に満ちた 
決断が続いたが、しかしここのところは何とか乗 
り切っていかなければならない。対外的にも日米 
会談を控えて減税の幅が期待されているが、無責 
任な減税はできない。そこのところを各党にご理 
解頂きたい。よろしくお願いしたい」。 

          ・0 時 50 分 記者会見 
 
3. 当時の新聞報道の問題点 
 ・「一一」主導論（権力二重構造論） 
   → ・市川氏はずっと景気対策のための所得減税と、福祉のための消費 
      税引き上げの分離論。総理の決断という形をサポートしただけ。 
     ・小沢氏は、事前に大蔵から案を示され、了承していたと思われる 

が、主導したわけではない。むしろ大蔵から与党内調整を依頼さ 
れ、引き受けていたが、調整ができていなかった。 
 → 『内訟録』石原信雄証言「『……与党関係はどうなっている 

の、やってるのか』と言うと、やってないんですよ。『それは 
もっぱら小沢さんにお願いしている。与党サイドにお願いし 
ている』と言うだけなんですよ。『そうか、小沢さんのところ 
でやってくれるならありがたいけどな』という話をしたのを 
覚えています。小沢さんが『任せておけ』と言ったらしいん 
です。斎藤君なんかにはね」。 

 ・首相（ないし政権）慢心論 
   → ・全くの見当違い。 
 ・社会党・官房長官正義論 
   → ・社会党は、訪米を控えて所得減税はせざるを得ないと足許を見透 

かして、減税の食い逃げを狙ったと見た方が事実に近い。 
 → ・小沢氏の(総理の同意を得ての)増減税ゼロゼロ論は、これ 

を牽制したもの。 
         ・『内訟録』(代表者会議で減税・増税とも白紙に戻し議論す 
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ることになったとの園田氏の報告に対し)「私より『各党 
は土・日を返上してでもとことん論議してもらいたい。 
何が責任ある態度か、しっかり論議してもらいたい』と、 
やや強い調子でいう」。 

     ・『内訟録』武村氏証言（同趣旨の内容を他でも）「夕方、総理の部 
屋で雑談をしていたら、バーンとドアが開いて、荒々しい入り方 
だなと思ったら、与党代表者の５人が入ってきた。それで、ドン 
ドンドンと座った。それでいきなり今日は消費税の話で来たと。 
市川さんかな、主にしゃべったのは」「僕は記者発表の瞬間はいな 
かったから、知らないんですよ。記者会見するなんて夢にも思っ 
ていないから、先に部屋に帰ったんです」。 

     ・『内訟録』石原信雄証言「途中経過は大蔵省が官邸に報告に来てい 
ましたが、武村君にどう言っているのかと聞いたら『武村官房長  
官は絶対に反対だと言って我々の説明を聞いてくれない』と言うん 
ですよ。『そんな増税の話なんて聞きたくないと言って、説明しよ 
うとしても聞いてくれないんです』と大蔵省はぼやいていました」。 

 ・社会党連立離脱・政権危機論 
   → ・社会党と根競べをしていたのであって、総理サイドに危機意識は 

全くなかった。 
 ・首相の統治能力喪失論 
   → ・社会党に何が責任ある態度か議論させた。 
     ・落とし所は総理が園田氏に与えた。 
 
4. 細川氏の認識 
 ・『内訟録』「なによりもコメと政治改革に忙殺されて、私自身が本問題につ 

きてとりまとめる余裕をもたず、党に丸投げしおりしこと（即ち大蔵の意 
向が通りやすき状況）がかかる結果を招きたり。私の本意は……基礎年金 
につきて、消費税をその財源または財源の一部とするということならば国 
民の理解も得られるのではないかとの考えに傾きおりしところ、かかる中 
で、与党、大蔵主導で国民福祉税が固まり、会見に臨まざるを得なかった 
ことは痛恨のきわみなり」。 

 ・「問題は唐突だといわれた決定の手続きよりも、政策の手順が間違っていた 
といわざるをえない」(「私の履歴書」) 
  → 政策の手順：行政改革先行ないし行政改革断行の確約 
 




