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１序

ケインズ派のマクロ経済的分配理論と租税帰着の分析はＭ・カレッキーを噴
ｌ）

矢とするが，ここではＮ・カルドアの分配理論と租税帰着の分析を検討する。

Ｍ・カレッキーの理論の考察は次回を期したい。

Ｎ・カルドアの分配理論〔１０，１１〕はＬ・Ｌ・パシネッテイ〔６，１１〕に

よって修正，展開され，その後多くの学者によって理論の彫琢がなされてき

た。カルドアの分配理論に基づく租税帰着分析はＲ、Ｗ・アンダーソン〔15〕，

吉田〔３〕，松本〔８〕らによって論究がなされている。アンダーソンは均

衡予算を仮定して租税帰着分析を行っている。松本はアンダーソンの消費税

についての分析の修正と租税を導入した場合のカルドアのモデルに課される

制約条件の精綴化を図るとともに，さらに絶対租税帰着分析を行っている。

この小論では，アンダーソンと松本の論文を中心にカルドアの分配理論と

租税帰着の問題を検討する。その際，利潤税，所得税，賃金税および消費税

を導入したカルドアの分配理論のモデルを明確に示すとともに，カルドアの

モデルに課される制約条件とモデルの安定条件との関係を明らかにしたい。
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２カルドアの分配理論

以下の租税帰着分析のフレームワークとして用いられるカルドアの分配モ

デルを要約しておこう。カルドアの分配モデルの仮定および想定は次のとお

りである。

（１）労働と資本ストックの完全雇用・利用を仮定する。従って経済全体の

産出量，実質所得は所与と仮定されている。

（２）実質所得は実質賃金と実質利潤という二つのカテゴリーに分類される。

カルドアは所得を二つに分ける理由として両所得の限界貯蓄性向（ＭＰ

Ｓ）の差に着目した。資本家のＭＰＳは賃金稼得者（労働者）のそれよ

り大きいと仮定する。この条件（仮定）はカルドアのモデルの安定条件

である。

（３）投資関数は完全雇用を維持する水準に与えられると仮定する。

（４）貯蓄関数は比例的貯蓄関数を仮定する。

これらの仮定のもとで，カルドアの分配モデルは次の方程式体系で表わさ

れる。

カルドアの分配モデル

Ｙ＝Ｗ＋Ｐ（１）

Ｓ＝ＳＷ＋Ｓｐ（２）

Ｓｗ＝ｓｗＷ （３）

Ｓｐ＝ＳＰＰ （４）

Ｉ＝Ｓ（５）

Ｉ＝Ｉ（６）

Ｙ＝Ｙ（７）

ここでモデルの／－テイシヨンは次のとおりである。

Ｙ；実質産出量ｏｒ実質所得，Ｗ；賃金所得，Ｐ；利潤所得，Ｓｗ；賃金か

らの貯蓄，Ｓｐ；利潤からの貯蓄，ｓｗ；労働者階級のＭＰＳ，ｓｐ；資本家階級

のＭＰＳ，Ｓ；経済全体の貯蓄，Ｉ；投資，ｓ；経済全体のＭＰＳ。
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カルドアの分酉理論と租税帰着（当間清光）

そして両階級のＭＰＳについては次の関係が仮定される。

Ｓｗ＜Ｓｐ （８）

(5)式の均衡条件式を満足する所得分配率と投資・所得比率との関係式を求

め，カルドアの分配モデルのもつ性格を吟味しよう。

貯蓄関数と貯蓄率を各利潤と賃金で表わすと次式が得られる。

Ｓ＝ｓｗＹ＋（ｓｐ－Ｓｗ）Ｐ＝ＳｐＹ－（Ｓｐ－ｓｗ）Ｗ（９）

＆＝.w+(sp-s鰯）馬＝sp-(sp-sw)Ｚ《，（10）
そして均衡条件式は次式となる。

２）

Ｉ＝ＳｗＹ＋（Sp-Sw）Ｐ＝ＳｐＹ－（Sp-Sw）Ｗ （11）

01)式から所得分配率と投資・所得比率との間の関係式は次のように表わされる。

舟＝ｓｗ＋（sp-s爾）身＝sp-(sp-s鰯）1ｌｋｒ（12）

馬‐拳曾,「いろ（13）
’〔s・－％〕略－．．－s,（'4）

⑬式と(14式および安定条件(8)式により，利潤と賃金が同時に正の範域にある

ための条件は次の不等式となる。

＄鰯くそ<s， （15）

次に資本ストックをＫで表わせば，⑬式から，利潤率は次式となる。

，i<＝。,二s”芸÷ｏｏ－ｓｏＫ
ｓｗＹ

（16）

利潤分配率を表わす⑬，⑭式，利潤率を表わす㈹式から得られる結論は次

のとおりである。

「利潤と賃金の分配率は投資・所得比率と両階級の貯蓄性向に依存する。

利潤率は投資・所得比率，両階級の貯蓄性向および資本・産出比率に依存す

る。そして安定条件が満たされる限り，利潤分配率と利潤率は投資・所得比

率の増加関数である。」Ｓｗ＝０のケースでは，⑬式と⑬式は各次式となる。
１１

F（（＝です丁（'7）

Ｂｉ〈＝念★（'8）
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ケインズの均衡所得決定理論とカルドアの分配理論とは異なる性格

を持つので，カルドアの分配理論のもつ性格を要約しておこう。先ず

均衡化メカニズムの問題を取り上げよう。投資あるいは投資・産出比

率の変化は経済状態の変動を通じ両階級の所得の再分配をもたらし，

貯蓄性向の差を通して，対応する貯蓄あるいは貯蓄・所得比率の変化をもた

らし，再び均衡が達成される。カルドアの分配理論の均衡化メカニズムはい

かなる市場調整仮定を想定しているのであろうか。カルドアの分配モデルは，

貨幣賃金率の固定性と価格水準の伸縮性あるいは貨幣賃金率に比して価格水

準の相対的な伸縮性を仮定することによって均衡の達成を説明する。今均衡

状態の下で，投資が増加したとする。有効需要の増加（超過需要の発生）は

最終生産物価格を上昇させる。価格水準は貨幣賃金率に比べて相対的に上昇

するから，資本家階級は意外な利潤を享受する。かくして労働の供給が一定

のもとでは実質利潤は増加し，実質賃金は減少する。新均衡が達成されるた

めには投資の増加に対応して貯蓄が増加しなければならないから，実質利潤

の増加，実質賃金の減少のもとでは，資本家階級の貯蓄性向が労働者階級の

貯蓄性向より大でなければならない。逆に投資が減少するときには，実質賃

金は増加し，実質利潤は減少する。したがって，ｓｐ＞ｓｗという条件のもと

では投資の減少に対応して貯蓄も減少する。このようにカルドアの体系は完
４）

全雇用で安定であることを示すことカゴできる。

次に利潤分配率と資本家階級の貯蓄性向との関係である。資本家階級の貯

蓄性向の下落は利潤分配率を高める。０３)式をｓｐについて微分すれば求める式

が得られる。
５）

０(ｷﾞＬ－
〔sp-sw〕２〔射一SWV〕＜Ｏ （19）

０ｓｐ

資本家階級は消費性向を高めれば高めるほど利潤分配率を高めることがで

きる。この命題はケインズのwidoWscruse論と密接に関係していることが
６）

ここではふれない。

以上で，カルドアの分配理論のもつ二つの特徴的性格を要約したが，これ

－１２４－
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らの根底には同一の均衡化メカニズムが存在していることが理解されるであろう。

最後に，カルドアの分配モデルを第１図に示した。この図はＡ､Ｋ・ｓｅｎ

〔２〕に負うもので，租税帰着の分析に用いられる。

第１図
０４ ０３

Ｓｐ

Ｙ

Ｓｗ

０１ Ａ ０２

第１図の四角形０１０２０３０４は一辺の長さがｌの正方形である。横軸

上o]点からo,点へ向って利潤分配率が測られている｡S，やSﾂﾔ，尋
は利潤分配率の関数として各線分Ｏ１ｓｐ，Ｏ２ＳｗおよびｓｗＳｐとして描か

れている。投資・所得比率が与えられると均衡はＥ点に定まり，利潤分配率

は０１Ａ，賃金分配率はＡＯ２である。カルドアのモデルの制約条件qbl式が満

足されていることは同図から容易に読みとることができる。

７）

３均衝予算帰差f分析

ここではアンダーソン〔１５〕に従って，カルドアの分配モデルに利潤税，所得

税，賃金税および消費税を導入した場合，分配率にいかなる影響を与えるかを検

討する。政府の均衡予算を仮定する。ケインズの均衡所得決定モデルでは均衡

-125-
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予算の乗数効果が作用する。これに対してカルドアの分配モデルでは，均衡

予算の産み出す注入の純増減が均衡調整の過程を通じていかに分配率に影響
少

を及ぼすかが議論の中,Ｄとなる。また租税を導入したときのカルドアの分配

モデルを明示的に提示したい。

３－１利潤税のケース

先ず利潤に対して比例税率（ｔｐ）で直接税が賦課される場合の帰着の問

題を考察しよう。このときカルドアの分配モデルは以下の方程式体系で表わ

すことができる。

カルドアの分配モデル（利潤税）

Ｙ＝Ｗ＋Ｐ （20）

Ｓ＝Ｓｗ＋Ｓｐ （21）

Ｓｗ＝ｓｗＷ （22）

Ｓｐ＝Ｓｐ（１－ｔｐ）Ｐ （23）

Ｉ＋Ｇ＝Ｓ＋Ｔｐ（ｏｒｌ＝Ｓ）（24）

Ｉ＝Ｉ （25）

Ｙ＝Ｙ （26）

Ｔｐ＝ｔｐＰ （27）

Ｔｐ＝Ｇ （28）

ここでｔｐは利潤税率，ＴＰは利潤税額である。“式は政府部門を導入し

たときの均衡条件式であるが，政府の均衡予算式燭式を考慮すると体系の均

衡式はＩ＝Ｓとなる。

両階級の貯蓄．所得比率，全体の貯蓄および貯蓄性向は各次式となる。

Ｓ汁＝ｓⅧＷ/1,＝＿ｓ爾貯＋ｓⅧ （29）

Ｓ９/(r＝ｓ,（１－ｔ，）％（30）
Ｓ＝ｓｗＹ＋Ｐ（ｓｐ（１－ｔｐ）－ｓｗトーｓｐＯ－ｔｐ）Ｙ（31）

一ＷＩｓｐＵ－ｔｐ）－ｓｗ｝
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ｓ＝ｓｗ+＋S，（１－t，)－Ｍ％＝s，（l-tp） （32）

－(､。（１－t｡）－s”}Vy〈，
そして均衡式，投資・所得比率と貯蓄性向との均等式および均衡式を満足す

る分配率を表わす式は各次のように導出される。

Ｉ＝ＳｗＹ＋ＰｌＳｐ（ｌ－ｔｐ）－sｗトーSｐ（ｌ－ｔｐ）Ｙ（33）

－ＷｌＳｐ（１－tｐ）－sｗ}

為＝Ｍ{so('一t,)－ＭF《,＝s,(,-t｡）（弧）

－化。（１－t,）-sⅧトVY寺

易ご｜祭〒＝筈)-Ｍ （35）

収Ｈ二('三(二三妄,Ｌ（弱）
先ず利潤税を課した場合のカルドアの分配モデルの制約条件から者察しよ
９）１０）

う。カルドアの体系の安定条件は次式となる。

：(篝｝－Ｍ'一`汁…○（'7）
この安定条件から利潤税率に三塁三2』二〉t,という制約が課される側
⑱式の分母は安定条件から正であるから，利潤分配率と賃金分配率が同時に

11）

正の範囲にあるための条件は次式となる。

ｓ”〈Ｊ<，〈＆｡（１－t,）（38）１２）

鰯式から禾Ⅱ潤税率には次の制約が課される。

Ｏ≦叩く,_±％（39）
均衡貯蓄性向をＳ＊とすると，鋤式は次式となる。

Ｓｐ－Ｓ＊

Ｏ≦ｔＰ,＜Ｓｐ （40）
１３）

そして⑳式から定まる利潤税率は安定条件から定まる利潤税率の範囲にある。
１４）

アンダーソンは利潤税の帰着分析で，￣見パラドキシカルな結論を導いた。

アンダーソンの結論はこれを二つに分けることができる○一つは利潤税率の

－１２７－
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変化が分配率に及ぼす効果であり，他は利潤税の転嫁の問題である。前者は

次のような比較静学分析である。

ａ（Ｂ/ｎ－－ｓｐＩＩ/Ｙ－ｓｗ}
｛Ｓｐｑ－ｔｐ）－ｓＷ｝２＞ＯＯｔｐ

ｌ５）

次に転嫁の問題であるが，倒式から，利潤は次式となる。

ｐ＝（Ｉ＋ＳｐＴｐ－ＬＳｗＹト

(41）

(42）
Ｓｐ－ＳＷ

⑫式から，

ｄＰ。，〉]i） （43）
ｄＴｐＳｐ￣Ｓｗ ｌ７）

⑨式と㈹式から次のような結論を得ることができる｡利潤税率の上昇は禾１１潤

分配率を高め，賃金分配率を低める。しかも利潤税の導入は利潤税額以上に

利潤を増加させ，ｓｗ＝Ｏという特殊なケースにおいて百％の転嫁となる。

したがってカルドアの分配モデルでは利潤税は百％以上賃金所得に転嫁され

る。このような結論が導かれる理由は次のように考えることができる。利潤

税の導入は体系に超過需要を発生させ，体系では前節で検討した均衡調整メ

カニズムが作用する。その際，利潤税（Ｔｐ）は同額の利潤と利潤からの貯

蓄（ｓｐＴｐ）を減少させる。均衡を回復するためには減少した貯蓄と同一額

の貯蓄が増加するように所得の再分配がなされねばならない。このための利
１８）

潤の増ｶﾛは，ｓｗ＝Ｏのときに，新均衡での利潤税額に等しく，ｓｗ＞Ｏのと

きには，賃金の減少から生ずる貯蓄の減少があるから，新均衡での利潤税額

より大きくなければならない。したがって，ｓｗ＞Ｏのときには利潤税の導

入は税引利潤も増加させるのである。利潤税を導入したカルドアの分配モデ
１９）

ルは図形で容易に表現することができる。第２図は第１図と異なり，絶対額

で表示されている。横軸上を原点ＯからＹへ向って利潤を，Ｙから原点Ｏへ

向って賃金を各測ってある。線分ＡＹ，ＯＢおよびＡＢは利潤税導入前の両

階級の貯蓄関数（(3)，(4)式）と経済全体の貯蓄関数（(9)式）を表わす。線分

－１２８－
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ＯＢ’とＡＢ′は利潤税導入後の資本家の貯蓄関数（㈱式）と全体の貯蓄関数

（(3D式)である。

第２図

B＝ｓｐＹ

￣

Ｂ'＝ｓｐ（ｌ－ｔｐ）Ｙ

Ｈ

s＊Ｙ＝Ａ

Ｏ Ｐｏ Ｐｌ Ｙ

投資が与えられると均衡点はＥ点（課税前），Ｅ’（課税後）１と定まる。明ら

かに利潤は利潤税の導入によってOPoからOPlへ増加した。今転嫁の大き

さを検討するためにETｼＥＢを求めてみよう。ＥＦは新均衡利潤(P,）に
対応する経済全体の課税前後の貯蓄の差を表わすから，(9)式とBD式の差に等

しい，すなわち，ＳｐｔｐＰ１に等しい。したがって，

ＥＦＳｐｔｐＰ，
＝Ｓｐ－Ｓｗ （44）

ＥＥ'△Ｐ

㈹式から㈱式を容易に導くことができる。そしてｓｗ＝Ｏという特殊ケース

については，

Ｅ'"Ｆ’．ｓｐｔｐＰｌ＝ｓｐ （45）
Ｅ"Ｅ'",△Ｐ

ここでP]は新均衡の利潤とする｡㈱式から容易に鶚='を導くことがで
きる。

－１２９－
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２０）

最後にカルドアは体系の安定性の程度を「所得分酉己の感応係数」を用いて

表現したが，利潤税を導入すると感応係数は大きくなり，投資あるいは投資

・所得比率の上昇は均衡を達成するために，より大幅な所得再分配を必要と

することがわかる。すなわち，御式から感応係数を求めると，

。（肝）

ＴＴｐﾏｰｱ
(46）＞Ｓｐ－Ｓｗ

Ｌ

ＳｐＵ－ｔｐ）－Ｓｗ

これは利潤税の導入により実質的な資本家階級の貯蓄性向が小さくなること

を意味している。

３－２所得税のケース

所得に対して比例税率ｔｙで直接税が賦課されるケースのカルドアの分配

モデルは以下の方程式体系で表わされる。

カルドアの分配モデル（所得税）

Ｙ＝Ｗ＋Ｐ （47）

Ｓ＝ＳＷ＋Ｓｐ （48）

Ｓｗ＝ｓｗＯ－ｔｙ）Ｗ （49）

Ｓｐ＝ＳｐＵ－ｔｙ）Ｐ （50）

Ｉ＋Ｇ＝Ｓ＋Ｔ （51）

Ｉ＝Ｉ （52）

Ｙ＝Ｙ （53）

Ｔｙ＝ＴｙＹ （54）

Ｔｙ＝Ｇ （55）

ここでｔｙ，Ｔｙは各所得税率，所得税額である。所得の種類とは関係なく

一定の所得税（比例税）を課すと所得の分配いかんに関わらず政府は一定の

所得税収入を得る。所得税のケースでは両階級の貯蓄・所得比率，社会全体

の貯蓄および貯蓄性向は各次式となる。

Ｓツマー。"(１－t,）略（56）
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Ｓ汁＝ｓｏ（１－t,）、<ｒ
Ｓ＝ｓｗ（ｌ－ｔｙ）Ｙ＋（ｓｐ－ｓｗ）（ｌ－ｔｙ）Ｐ

Ｓ＝ｓ”（１－t,）＋(so-sw）（l-ty）馬

そして均衡条件式，分配率を表わす式は各次のように導出される。

L<イー＆．（１－吋)＋(s,-Ｍ（１－t,）身
内2L4lk-Sw（１－ｔ,}

（Ｓｐ－Ｓｗ）（ｌ－ｔｙ）

ｊ
ｊ
ｊ

印
詔
開

く
く
く

(60）

(61）

(ｓｐ（ｌ－ｔｙ）－Ｊ/マト
略 (62）Ｉ ＲＵ△ノ

（Ｓｐ－Ｓｗ）（ｌ－ｔｙ）
２２）

ここで体系の安定条件から（Ｓｐ－ＳＷ）（ｌ－ｔｙ）は正である。したがっ

て両階級の分配率が同時に正であるための条件は，
２３）

ｓ”（,－t,）〈Ｊ/1r〈ｓ，（l-ty）（63）
そして所得税率に課せられる制約は次式となる。

。≦`,〈,一士十＝・焉・Ｍの （64）

ここでｓ＊は均衡貯蓄率である。

次に所得税を導入したカルドアの分配モデルを第３図に示した。

第３図

Ｂ＝ｓｐＹ

－

Ｂ＝ｓｐ（I-ty）Ｙ

Ｓｗ

ｓｗＯ－ｔｙ

－１３１－

Ｉ

Y＝Ａ

)Ｙ当0

０
ＰｏＰｌ Ｙ

Ｅ
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第３図は第２図と同様に絶対額で表現した。所得税の課税前の貯蓄関数

（線分ＡＢ）は所得税の導入により線分ＡＢ'にシフトする。均衡はＥ点から

Ｅ'へ移り，明らかに分配は利潤に有利となる。所得税率の変化が利潤分配率

に及ぼす効果は（61）式から，
２５）

．（、/Y）＿
（Ｈ,)，（so-Ｍ．÷〉。 （65）

ｄｔｙ

所得税率の上昇は利潤分配率を高め，賃金分配率を低める。第３図では貯蓄

関数が右下方へシフトし，均衡点がＥ'より右へ移ることを意味する。転嫁の

程度は第３図から求めることができる。今所得税の導入前後で転嫁の問題を

考察する。曰殆Bの比率から次の式が導出される。

△Ｐ（Ｓｐ－Ｓｗ）－ＳｗＴｙ＜ｌＴｐ
（66）

△Ｐ △Ｐ（Ｓｐ－ＳＷ）

ここで△Ｐ＝ＥＥ'，Ｔｐは新均衡利潤に対応する利潤からの所得税である。

したがって利潤への所得税は百％以上賃金所得へ転嫁される。ｓｗ＝Ｏの場

合に(66）式はｌに等しい。又松本〔８〕は所得税率が変化したときの税引

利潤の大きさを比較し，税率の引上げによって税引利潤が増加することを示
２６）

している。すなわち，（61）式から，

（1-ⅥＰ（卜叩,評(号二÷；Ｌ〉○（６７）ＹＹ

ここでｐ’，ｐは各所得税率ｔｙ’，ｔｙに対応する均衡利潤を示し，そして

ｔｙ’＞ｔｙである。

次に，所得分配の感応係数は所得税の導入により大きくなることが示され

る。（61）式から，

:(長｝（･パルリ〉
１

（68）
Ｓｐ－Ｓｗ

所得の種類に関係なく一定の率で課される所得税は（Ｓｐ－ＳＷ）の大きさを

縮めることを意味する。

これまでは所得の種類と関係なく，利潤と賃金に同一の所得税率を適用し

－１３２－
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たが，つぎに利潤と賃金に異なる所得税率で賦課した場合を考察しよう。今

異なる所得税率をｔｙｐ（利潤所得へ適用），ｔｙＷ（賃金所得へ適用）とす

ると，分配率は次式となる。

｛舟－s”(１－t,卿）｝
尾＝化,(,＿Ｍ－ｓⅧ(１－t,川 （69）

化｡(１－t,,)‐当｝
ｗ１ｒ＝｛｡，（,－t,,）＿Ｍ１－ｔＭ｝ （70）

２７）

体系の安定条件からＩＳＤ（l-typ）－Ｓｗ（l-tyw）トは正である。したが

って分配率が同時に正であるための条件は（69）式，（70）式から，

ｓ鰯（１－t,ｗノ〈Ｌ１ｒ〈ｓ,（l-typ） （71）

このとき，賃金へ適用される税率ｔｙｗへは上限（ｏ≦ｔｙｗ＜ｌ）は課され
２８）

ないが，利潤へ適用される税率ｔｙｐは次の制約に従う。

ｌｌＳｐ－Ｓ＊
（72）Ｏ≦typ〈１－－百丁．〒＝ｓｐ

もしｔｙｐがこれを越えて上昇すると賃金分配率は負となるであろう。

所得税率ｔｙｐとｔｙＷが分配率へ及ぼす効果に関する比較静学分析は次の

とおりである。

型と 舟一Ｍ'一tyⅧ）｝sｐ（
(73）＞０

（Ｓｐ（ｌ－ｔｙｐ）－ＳＷ（l-tyW）トＯｔｙｐ

,(半） _ｓｗ（ｓｐ（l-typ）－Ｊ/Ｙ}
(74）＜０

ＩＳｐ（l-typ）－ＳＷ（ｌ－ｔｙＷ）}２Ｏｔｙｗ

所得税率（ｔｙｐ，ｔｙＷ）の上昇は何れも利潤分配率を高め，賃金分配率を

低める。

つぎに所得分配の感応係数は（69）式から，

ｄ（E/1r）＿

。（そ）（$｡(,－t”)＿MI-tyw）｝〉０（75）
所得税の導入により感応係数がどのように変化するかは（ＳＷｔｙＷ－Ｓｐｔｙｐ）

の符号に依存する。ｔｙｐが(72）式の制約に従い，かつｔｙＷより大きけれ

－１３３－
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２９）

(ま感応係数は上昇する。

３－３賃金税のケース

賃金所得に対して比例税率（ｔｗ）で直接税が賦課される場合の租税帰着

の問題を考察する。賃金税の場合のカルドアの分配モデルは次の方程式体系

となる。

カルドアの分配モデル（賃金税）

Ｙ＝Ｗ＋Ｐ（76）

Ｓ＝Ｓｗ＋Ｓｐ（77）

Ｓｗ＝ｓｗ（ｌ－ｔｗ）Ｗ＝ｓｗ（ｌ－ｔｗ）Ｙ－ｓｗ（ｌ－ｔｗ）Ｐ（78）

Ｓｐ＝ＳｐＰ（79）

Ｉ＋Ｇ＝Ｓ＋Ｔ（80）

Ｉ＝Ｉ （81）

Ｙ＝Ｙ （82）

Ｔｗ＝ｔｗＷ （83）

Ｔｗ＝Ｇ （84）

ここでＴｗは賃金税額である。上記方程式体系から，両階級の貯蓄・所得比率，

貯蓄関数，貯蓄率，均衡式は各次式となる。

Ｓ】ｿ《r＝Ml-tw）Ｚ'１，＝Ｍ１－t小川１－Ｍ％（85）
Ｓ汚＝ｓ，馬（86）
Ｓ＝Ｓｗ（ｌ－ｔｗ）ＹＨｓｐ－ｓｗ（ｌ－ｔｗ）｝Ｐ＝ｓｐＹ－ （87）

｛Ｓｐ－ＳＷ（ｌ－ｔＷ）｝Ｗ

・＝。”('一Ｍ+化｡－１１－tw)}見＝s,-{&。（88）
－Ml-tw）}略

身＝Ｍｌ－Ｍ+lop-Ml-M｝馬＝s,－帳，（89）
－Ｍ'一tⅢ路

次に（89）式から分配率は，
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３０）兒
鴎

(90）
（Ｓｐ－ＳＷ（ｌ－ｔＷ）}

(91）
ＩＳｐ－ＳＷ（ｌ－ｔＷ）｝

先ずモデルに課される制約条件から検討する。体系の安定条件から（ｓｐ－

ｓｗ（ｌ－ｔｗ）｝は正であるから両階級の分配率が同時に正であるための条件は，

Ｍｌ－Ｍ〈牙<s,（92）
３１）

このとき賃金税率（Ｏ≦ｔｗ＜ｌ）に制約は課されない。次に分配率を表わ

す式から明らかなように賃金税の導入および賃金税率の上昇は利潤分配率を
３２）

高め，賃金分配率を低める。この結果は前二者,,ﾁﾘ潤税，所得税のケースと同

様であるが，ｓｗ－Ｏのときは賃金税の導入および賃金税率の変化は何ら分

配率に影響を与えることはできな'iJカルドアの分配ﾓﾃﾞﾙで租税が体系の
均衡に影響を与えるチャンネルは貯蓄を経由する以外にないからである。

賃金税を導入したカルドアの分配モデルを第４図に示した。この図は第１

図と同様に比率による表示である。

第４図
０４ ０３

Ｂ＝ｓｐ

Ｙ

s古＝Ａ

＝（

s，,（１－t■）

０１ ＣＯ ０２

－１３５－

Ｅ
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四角形０１０２０３０４は長さが１の正方形である。横軸上で，原点０１か

ら０２へ向って利潤分配率，逆に０２から０１へ賃金分配率が測られている。

線分０２Ａ，ＯｌＢ，ＡＢは各両階級の貯蓄・所得比率（８５式，８６式），

社会全体の貯蓄性向（８８式）を表わす。賃金税の導入により均衡点はＥか

らＥ′へ移り，利潤分配率はＯｌＣからＯｌＣ'へ上昇する。ｓｗ＝Ｏのとき，

社会全体の貯蓄関数は資本家階級のそれに等しいから，賃金税の導入によっ

て均衡（Ｅ"点）は影響をうけない。

次に所得分配の感応係数は（８９式）から，

。（Ｐ（【）＿
＜ （93）

．（そ）｛・ｏ－Ｍｌ－Ｍ}。,－sⅧ
すなわち賃金税の導入は感応係数を低めるのである。賃金税は利潤税（46式)，

所得税（68式）とは逆の効果を生じ，体系の安定性を増すことがわかる。利

潤税と所得税は両階級の貯蓄率の差を縮めるのに対して，賃金税はそれを拡

大する役目を果す。たとえば投資あるいは投資・所得比率が増加し，超過需

要が発生したとき，均衡への調整過程で賃金所得の減少から生ずる貯蓄の減

少が小さく，それだけ所得再分配は抑制されることを意味する。ｓｗ＝Ｏの

ケースでは賃金税の導入は感応係数へ影響を与えることはできない。

３－４消費税のケース

両階級の消費支出に対して，一定の税率で間接税が賦課される消費税のケ

ースを検討する。このケースの分配モデルは以下の方程式体系で表わされる。

カルドアの分配モデル（消費税）

Ｙ＝Ｗ＋Ｐ （94）

Ｓ＝Ｓｗ＋Ｓｐ（95）

Ｓｗ＝ｓｗＷ （96）

Ｓｐ＝ＳｐＰ （97）

Ｉ＋Ｇ＝Ｓ＋Ｔ （98）
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Ｉ＝Ｉ（99）

Ｙ＝Ｙ（１００）

Ｔｃ＝ｔｃＩ（ｌ－ｓｗ）Ｗ＋（ｌ－Ｓｐ）Ｐ｝（10Ｄ

ＴＣ＝Ｇ（102）

ここでＴｃは消費税額，ｔｃは消費税率である。消費税の導入は（95)式の貯

蓄関数から明らかなように，貯蓄に，そして又（98）式の均衡式に何ら影響

を与えない。したがって分配率も影響をうけず，（13）式，（14）式がそのま
３４）

ま成立する。

３５）

４絶対租税帰着分析

前節では政府の均衡予算を仮定して，カルドアの分配モデルに四つの租税

を導入して租税帰着の問題を考察した。この節では「公共支出を一定にして
３６）

おいて，ある租税を課した場合の分酉Z上の効果を検討する」絶対租税帰着の

問題を検討する。租税は前節と同様に，利潤税，所得税，賃金税，消費税の

四つを順次に取扱う。分析の便宜上，政府は租税を徴収するが，これを支出
３７）

しない（Ｇ＝Ｏ）と仮定する。

４－１利潤税のケース

利潤に対して比例税率（ｔｐ）で直接税が賦課される場合，カルドアの分

配モデルは以下の方程式体系となる。

カルドアの分配モデル（利潤税）

Ｙ＝Ｗ＋Ｐ （103）

Ｓ＝Ｓｗ＋Ｓｐ （104）

Ｓｗ＝ｓｗＷ＝ｓｗＹ－ｓｗＰ（105）

Ｓｐ＝Ｓｐ（ｌ－ｔｐ）Ｐ（106）

Ｉ＝Ｓ＋Ｔｐ （107）

Ｉ＝Ｉ（108）

－１３７－
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Ｙ＝Ｙ （109）

Ｔｐ＝ｔｐＰ ．（110）

均衡予算帰着分析との差は（１０７）式の均衡条件式にある。今政府支出は

零と仮定されているので（１０７）式は総注入（１）と総漏出（Ｓ＋Ｔｐ）との

均衡式である。経済全体の貯蓄関数，貯蓄率，総漏出関数および総漏出・所

得比率は各次のように導出される。

Ｓ＝ＳＷＹ＋ＰＩＳｐ（ｌ－ｔｐ）－ｓＷ｝＝Ｓｐ（ｌ－ｔｐ）Ｙ （111）

－Ｗ(ＳｐＱ－ｔｐ）－ｓＷ}

.＝Ｍ(s,(Ｈ,)-s"}尾=S,(1-t,)-{so(Ｈ,)-s鰯}V)ｌｆ（U2）
Ｓ＋Ｔｐ＝ＳｗＹ＋Ｐ（（Ｓｐ－Ｓｗ）＋（ｔｐ（ｌ－Ｓｐ）｝＝（Ｓｐ（ｌ－ｔｐ）（113）

＋ｔｐＷ－Ｗｌ（Ｓｐ－ＳＷ）＋ｔｐ（ｌ－Ｓｐ）}

ｓ+TB1,＝Ｍ((so-Ｍ+`｡(１－s,)｝尾=化｡(Ｈ,）（Ⅲ
＋tｐＨ（sp-sw)＋t,(l-sp）｝1Mｆ

そして均衡式から，

そ＝｡"+{（s,-sⅧ)＋to('一s,)}身=化｡(,-t,）（U5）
＋t，ﾄｰ（（sp-s鰯)＋ｔｏ（１－s,）ﾄﾂｬ

（115）式から分配率は各次式となる。

８
｜
’
一
一

３口
禿
Ⅲ
ｗ
禿
Ⅲ

(116）
（（Ｓｐ－ＳＷ）＋ｔｐ（ｌ－Ｓｐ）}

〔｛ｓ,（１－t,）＋t，|－％〕
(117）

｛（Ｓｐ－ＳＷ）＋ｔＭｌ－Ｓｐ）}

この体系の安定条件は，

_LL二三二Ｌ－ｌ(．｡_圖蹴)+【｡(１－s,)｝〉。（u8）
。(÷）

したがって両階級の分配率が同時に正であるためには次の不等式が成立しな

ければならない。

３９）

ＳＷ＜Ｊ/1r〈ＩＳＰ＋ｔ,（ｌ－Ｓｐ）}（1,9）
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不等式の第三項はｔｐがＯとｌの間にある限り，Ｓｐより大きいので，税率

に新たな制約は加わらない。利潤税率の比較静学分析は次式で示される。

２－(壬L＝（叩（･ｏ－ＭＨ｡(,-s｡)}〈。（,20）
－（ｌ－Ｓｐ）４０）

０ｔｐ

ここで（P〈1,)。ば初期均衡利潤分配率である。すなわち，利潤税の導入あ
４１）

るいは利潤税率の引き上げは利潤分配率を低め，賃金分配率を高める。この

結果は均衡予算帰着分析とは逆である。均衡予算帰着分析では利潤税の導入

は超過需要を生じさせた。これに対してこのケースでは，利潤税の導入は純

漏出（租税の増加と貯蓄の減少との差）を増加させ，超過供給を生じさせる。
４２）

均衡調整過程を経て，利潤から賃金へ再分配が生じ，均衡が達成される。

次に利潤税率の上昇は均衡での利潤税を増加させる。すなわち，

０（ｔｐＰ）＝Ｐ。｛（ｓｐ－ｓｗ）＋ｔｐ（l-sp）｝＞。（,2,）
（Ｓｐ－Ｓｗ）

０ｔｐ

ここでＰ･は初期利潤。（120）式と上式から当然税引き利潤は利潤税率の上

昇につれて減少する。

所得分配の感応係数は（116）式から，

ｄ(旱）
。(+)￣｛（s,－sⅧ)＋t,(１－sⅢくｓ,二・Ⅷ（122）

すなわち感応係数は利潤税を導入すると小さくなる。有効需要（投資）の増

加は利潤分配率を高めるが，このとき利潤税と貯蓄が同時に増加するから，

均衡を達成するために必要な再分配は小さくてすむのである。

利潤税のケースを第５図に示した。第３図と同様に絶対額で表示されてい

る。線分ＴＡ，ＯＢ'は両階級の貯蓄関数，（105）式と（106）式を，線分ＡＢ’

とＡＢ'は各社会全体の貯蓄関数，（111）式と総漏出関数，（113）式を表わ

す。利潤税の導入の結果，均衡点はＥからＥ'へ移り，均衡利潤はＯＰｏから

ＯＰｌへ減少する。又線分ＡＢ"とＡＢ'の縦軸の差が各利潤に対応する利潤税額

を示している。
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第５図

Ｂ＝ｓｐＹ＋

ｔｐＯ－ｓｐ)７

Ｂ＝ｓｐＶ

Ｂ－ｓｐ(ｌ－ｔｙ）７

Ｉ

ｓｗＹ＝Ａ

０ Ｐｌ Ｐｏ Ｙ

４－２所得税のケース

利潤所得，賃金所得に対して同一の比例税率で直接税が賦課される場合の

カルドアの分配モデルは次の方程式体系で示される。

Ｙ＝Ｗ＋Ｐ（123）

Ｓ＝Ｓｗ＋Ｓｐ（124）

Ｓｗ＝ｓｗｑ－ｔｙ）Ｙ－ｓｗ（ｌ－ｔｙ）Ｐ（125）

Ｓｐ＝ｓｐｑ－ｔｙ）Ｐ（126）

Ｉ＝Ｓ＋Ｔｙ（127）

Ｉ＝Ｉ（128）

Ｙ＝Ｙ（129）

Ｔｙ＝ｔｙＹ（130）

分配率を求めるために，利潤税と同様な手続きをとる。社会全体の貯蓄関数，

総漏出関数および均衡条件式は各次式となる。

－１４０－

Ｅ
'

一

￣

￣

￣

￣

￣

￣

￣
￣



カルドアの分配理論と租税帰着（当間清光）

Ｓ＝Ｓｗ（ｌ－ｔｙ）Ｙ＋（ｓｐ－ｓｗ）（ｌ－ｔｙ）Ｐ （131）

Ｓ＋Ｔｙ＝ｌｓｗ＋ｔｙｑ－ｓｗ）}Ｙ＋（ｓｐ－ｓｗ）（ｌ－ｔｙ）Ｐ（132）

＝ＩＳＤ＋ｔｙ（ｌ－Ｓｐ）}Ｙ－（Ｓｐ－ＳＷ）（ｌ－ｔｙ）Ｗ

Ｋ,={Ｍｔ，(１－s鰯)}＋(s,-sⅧ）（１－t,）尾（133）
＝{&,＋t，(,-s．）ﾄー（&p-sw）（1-t,）略

（133）式から分配率を表わす式は，

馬竺)十一{・けMI-sの｝ （134）

（Ｓｐ－Ｓｗ）（ｌ－ｔｙ）

,,↓１Ｆ（差二誌!〒,=岩'ﾃ÷ （135）

安定条件（Ｓｐ－ＳＷ）（ｌ－ｔｙ）＞Ｏから，両階級の分配率が同時に正である

ための条件は，
４４）

ｓｗ＋t，（l-sw）〈射〈Ｉｓｐ＋t，（１－s｡）} （136）

所得税率の制約は，（Ｓｐ＋ｔｙ（ｌ－Ｓｐ）ト＞Ｓｐであるから，不等式の右半

分からは課されず，左半分より課されて，次の不等式が成立する。

`パー三二空ルー （137）
ｌ－Ｓｗ＜’

又利潤税率の上昇は利潤分配率を低める。すなわち4！）

，（％）（十一Ｄ
（138）

aｔｙ（Ｓｐ－Ｓｗ）（，－ｔy)２＜Ｏ
さて所得税率の変化から生ずる税引賃金の大きさを比較してみよう。今税率

がtyoからｔｙ１へ上昇し，均衡賃金所得がＷ･からＷＩへ増加したとする。

このとき，（135）式から，

（ｔｙＩ￣ｔｙｏ）（ｌ－ｓｐ）Ｙ＞０（139）（ｌ－ｔｙＩ）ｗ1－（ｌ－ｔｙ。）ｗ･＝
（Ｓｐ－Ｓｗ）

４７）

すなわち，所得税率の上昇の結果，税引賃金は増ｶﾛすることが示される。

第４－１節の利潤税のケースと同様，均衡予算帰着分析と絶対租税帰着分

－１４１－
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析は全く逆の結果を生じる。税の導入は前者が超過需要を発生，後者が超過

供給を発生させるからである。次に感応係数は（133）式から，

。（馬）＿
（140）

（Ｓｐ－Ｓｗ）（，＿ｔｙ）＞Ｓｐ－Ｓｗｄ（射）

所得税の導入は感応係数を大きくする。このことは有効需要が増加すると

き，所得の再分配から生じる貯蓄の増加を小さくすることを意味している。

さて所得税のケースを第６図に示した。

第６図

B"=ＩｓｐＯ－ｔｙ）

+ｔｙｎ

Ｂ＝ｓｐＹ

Ｂ`＝ｓｐｑ－ｔｖ）７

Ｙ
－

{sｗ（１－tｙ）十tｙ｝Ｙ＝（‘

ｓｗＹ＝Ａ

ｓ"（１－t，）Ｔ＝A’

ＯＰＩＰ。Ｙ

図では実線が所得税導入前の，点線で所得税導入後の均衡点ｶｺﾞ各示されて

いる。線分ＹＡ'とＯＢ'が各両階級の貯蓄関数、（125）式，（126）式を、そ

して線分Ａ'Ｂ'とＡ"Ｂ"が貯蓄関数，（131）式，総漏出関数、（132）式を表わ

している。均衡点はＥからＥ'へ移り、均衡利潤はＯＰｏからＯＰＩへ減少し、

均衡賃金所得はＹＰｄからＹＰＩへ増加する。又線分Ａ'Ａ〃（＝Ｂ'Ｂ"）は一

定の所得税額を表わしている。

次に利潤所得と賃金所得に異なる税率で所得税を賦課する場合を者察しよ

－１４２－

Ｅ
、

￣

￣

￣

￣

￣

￣

￣
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￣
￣
￣
￣

￣
￣
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カルドアの分配理論と租税帰着（当間清光）

う。このとき均衡条件式は次式となる。

ＪｆＩＭｔＭＩ－ｓ鰯)}+｛（．｡-s剛)＋
ｔｙｐ（l-Sp）－tｙｗ（l-Sw）

(141）式から分配率は，

(141）

}男

男
叱

(142）
（（Ｓｐ－ＳＷ）＋ｔｙｐ（ｌ－Ｓｐ）－tyW（ｌ－ＳＷ）｝

{Ｓｐ＋ｔｙｐ（ｌ－Ｓｐ）｝＿火
(143）

Ｙ｛（Ｓｐ－ＳＷ）＋ｔｙｐ（ｌ－Ｓｐ）－ｔｙＷ（ｌ－ＳＷ）ト

そして体系の安定条件から，
４８）

｛（Ｓｐ－Ｓｗ）＋ｔｙｐ（ｌ－Ｓｐ）一ｔｙＷ（ｌ－Ｓｗ）｝＞Ｏ （144）

したがって両階級の分配率が同時に正であるためには次の不等式が成立しな

ければならない。

。噸+t,Ⅲ-Ｍ〈÷＜so+Ｍ]-.,） （145）

利潤所得への税率がＯ≦ｔｙｐ＜ｌなる限り、ｔｙｐへの新たな制約は加わら

ない。不等式の左半分から，賃金所得への税率（ｔｙｐ）は次の制約に従う。

…筈」,=二（M）
次に所得税率（ｔｙＷ，ｔｙｐ）の引上げは利潤分配率を低め，賃金分配率を

高める。すなわち，税率の変化が分配率へ及ぼす効果は以下のとおりである。

，(÷)－－('一s,)〔+-(叶い(1-s偽)}〕
oｔｙｐ｛（Ｓｐ－Ｓｗ）＋tｙｐ（,－ｓp）＿ｔｙｗ（ｌ－ＳＷ）ト２＜０（147）

：堂Ⅱ二三二+二三三,二＝;'三:呉禺):>･側
又所得分配の感応係数は，

。(÷）＿ （149）

。(+）￣（(sp-M＋t,．(1-s,)‐Ml-Sw)｝

ここでも所得税の導入による感応係数の動きは，｛ｔｙｐ（l-Sp）一ｔｙＷ(ｌ－ＳＷ)}

－１４３－
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の符号に依存，すなわち両階級の貯蓄性向と両所得への所得税率というパラ

メーターの値に依存し，確定的なことは言えない。ただｔｙｗが（146)式に従
４９）

い，ｔｙｗ＞ｔｙｐであれば感応係数は大きくなる。

４－３賃金税のケース

賃金所得に対して比例税率（ｔｗ）で直接税が賦課される場合のカルドア

の分配モデルは次の方程式体系で表わされる。

カルドアの分配モデル（賃金税）

Ｙ＝Ｗ＋Ｐ （150）

Ｓ＝Ｓｗ＋Ｓｐ（151）

Ｓｗ＝ｓｗ（ｌ－ｔｗ）Ｗ＝ｓｗ（ｌ－ｔｗ）Ｙ－ｓｗ（ｌ－ｔｗ）Ｐ（152）

Ｓｐ＝ｓｐＰ （153）

Ｉ＝Ｓ＋Ｔｗ （154）

Ｉ＝Ｉ （155）

Ｙ＝Ｙ （156）

Ｔｗ＝ｔｗＷ （157）

上記方程式体系から労働者階級の貯蓄・所得比率，経済全体の貯蓄関数，総

漏出関数および均衡条件式は各次のように導出される。

SilI'１＝・川一MBl1f＝&Ⅷ(ｌ－Ｍ－ＭＩ－ｔｗ）馬（158）
Ｓ＝ｓｗ（ｌ－ｔｗ）ＹＨｓｐ－ｓｗ（ｌ－ｔｗ）｝Ｐ＝ｓｐＹ－（159）

（Ｓｐ－ＳＷ（ｌ－ｔＷ）}Ｗ

Ｓ＋Ｔｗ＝Ｉｓｗ＋ｔＷ（ｌ－ｓｗ）}ＹＨ（ｓｐ－ｓｗ）－ｔｗ（ｌ－ｓｗ）｝Ｐ（160）

＝ＳｐＹ－ｌ（ＳＰ－ＳＷ）－ｔＷ（ｌ－ＳＷ）Ｍ

そ={sW+Ml-Sw)}+{（s,-s叶川1-s川男（161）
＝sp-（（・p-sw)－Ｍ１－s"）トリ<(，

均衡条件式（161）式から，分配率は，

－１４４－



カルドアの分配理論と租税帰着（当間清光）

５０）馬
略

(162）

(sP-+）
(163）

Ｙ｛（Ｓｐ－ＳＷ）－ｔＷＱ－ＳＷ）｝

体系の安定条件は，

(Ｓｐ－Ｓｗ）－ｔｗｑ－Ｓｗ）＞０ (164）

安定条件から賃金税率は次の制約に従う。

［獺〈－２号二三:〈I（165）
そして両階級の分配率が同時に正である条件は（162）式～（164）式から，

ＭＭＩ-Ｍ〈身〈＆P5Ｄ
（166）式から，賃金税率は次の制約に従う。

侭竺三二鮫,=::〈＝三篝（、
ここでＳ＊は均衡総漏出・所得比率を表わし，この値はＳＷ＜Ｓ*＜Ｓｐに従

う。したがって（167）式によって定まる税率は安定条件から定まる税率の範

囲内にあることがわかる。

次に税率の変化が分配率に及ぼす効果は，（163）式から，

，(\）（1-s噸）(s,‐÷）
ＯｔＷ｛（Ｓｐ－ＳＷ）＿ｔＷ（,＿ＳＷ）}２＞０（168）

すなわち，賃金税の上昇は賃金分配率を高め，利潤分配率を低める。第３－

３節の均衡予算帰着分析の賃金税のケースとは異なり，ｓｗ＝Ｏの場合も税

率の変更は総漏出の変化を通して分配率に影響を与えることになる。賃金税

の導入あるいは税率の変更が分配に与える効果はいかなる大きさであろうか。
５３）

税引賃金所得の大きさで比較してみよう。賃金税の導入については既に松本〔８〕

で分析されているので；ここでは税率の変化の効果を考察する。今賃金税の

－１４５－
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変化前後の税率を各ｔｗｏ，ｔｗ，（ｔｗ１＞ｔｗｏ）とし，各税率に対応する均衡

賃金所得をＷｏ，Ｗ，（Ｗ･＞Ｗ，）とする。賃金分配率の式，（１６３）式から，

（ｌ－ｔｗ,）Ｗ1－（ｌ－ｔｗ｡）Ｗ･＝ （169）

（ｓｐＹ－Ｄ（ｔｗｌ－ｔｗ｡）（ｌ－ｓｐ）

（（sp-sw）－ｔw，（,＿ｓｗ）Ｈ（sp-sw）＿ｔｗｏ（ｌ－ｓｗ）}＞Ｏ
すなわち，賃金税の導入および税率の引上げは税引賃金所得を増加させる。

次に所得分配の感応係数は，（162）式から，

ｄ÷）＿ （170）

万下手Ｔ‐（(s,-sかＭ１－ｓ川〉.｡-､Ⅷ
賃金税の導入（および税率の引上げ）は感応係数を大きくする。有効需要

（投資）の増加は利潤所得に有利になるように所得再分配を生じさせるが，

このとき，賃金所得の減少による漏出の減少に賃金税の減少も含まれるから

である。それだけ賃金税は所得の再分配を促進させる。この結果は第３－３

節のそれとは逆である。賃金税のケースを第７図に示した。図で両階級の貯

蓄関数は各線分ＹＡ'（152式），ＯＢ（l53式）で，そして社会全体の貯蓄

関数（159式），総漏出関数（l60式）は線分Ａ'ＢとＡ"Ｂで示されている。

貯蓄関数と総漏出関数の縦軸上の距離は各賃金所得に対応する賃金税額が測

られている。賃金税の導入の結果，均衡点はＥからＥ'へ移り，均衡賃金所得

はＹｐｏからＹｐＩへ増加する。今Ｗ＝０Ｆとおけば，均衡賃金所得ＹＰｌは

ｐｌＨに等しいから，賃金所得ｐｌＨ'の構成はＰＩＭ'が貯蓄，ＮＥ'が賃金税，

残余が消費である｡又勾配Ｅ％E,より次の不等式が導出される｡
ｔｗＷ，Ｓｐ－Ｓｗ

（171）△Ｐ，＿Ｓｗ＜’
ここで△Ｐ＝ＹＰｌ－ＹＰｏ，Ｗ,＝ＹＰ１ｏすなわち，賃金税の導入による賃金所

得の増加額は賃金税より大きい。賃金税の導入によって税引賃金所得は増加

することが示される。
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カルドアの分配理論と租税帰着（当間清光）

第７図
Ｆ

Ｂ＝ＳＰＹ

Ｉｓｗ＋ｔｗ（１－ｓw）｝Ｙ＝Ａ・

ｓｗＹ＝Ａ

ｓｗｑ－ｔｗ）Ｙ＝Ａ‘

０ P。PＩ Ｙ

４－４消費税のケース

消費支出に対して，一定の税率で間接税が賦課される場合のカルドアの分

配モデルは次の方程式体系となる。

カルドアの分配モデル（消費税）

Ｙ＝Ｗ＋Ｐ（172）

Ｓ＝Ｓｗ＋Ｓｐ（173）

Ｓｗ＝ｓｗＷ＝ｓｗＹ－ｓｗＰ（174）

Ｓｐ＝ｓｐＰ（175）

Ｉ＝Ｓ＋Ｔｃ（176）

Ｉ＝Ｉ （177）

Ｙ＝Ｙ （178）

Ｔｃ＝ｔｏ（ｌ－ｓｗ）Ｙ－ｔｃ（ｓｐ－ｓｗ）Ｐ＝ｔｃ（ｌ－ｓｐ）Ｙ（179）

＋ｔｃ（Ｓｐ－Ｓｗ）Ｗ
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社会全体の貯蓄関数，総漏出関数および均衡条件式は各次の式となる。

Ｓ＝ＳｗＹ＋（Ｓｐ－Ｓｗ）Ｐ＝ＳｐＹ－（Ｓｐ－Ｓｗ）Ｗ （180）

Ｓ＋Ｔｃ＝（ｓｗ＋ｔｃ（ｌ－ｓｗ）}Ｙ＋（ｓｐ－ｓｗ）（ｌ－ｔｃ）Ｐ （181）

＝ＩＳＰ＋ｔｃ（ｌ－Ｓｐ）｝Ｙ－（ｌ－ｔｃ）（Ｓｐ－Ｓｗ）Ｗ

身＝川＋to(１－s鰍）｝＋(sp-s榊）（１－t｡）男（182）
＝（Ｓｐ＋tMl-Sp）｝－(l-tC）（Sp-SW）班

（182）式から分配率は次式となる。(182）

５４）男
…
略

(183）
（ｌ－ｔｃ）（Ｓｐ－Ｓｗ）

55）〔｛＆p＋t・（l-Sp）｝－％〕 (184）
／Ｙ （ｌ－ｔｃ）（Ｓｐ－Ｓｗ）

体系の安定条件は（１８１）式から，

｣鴬ニレー川-此”゜㈹
安定条件からは消費税率（Ｏ＜Ｉｔｃ＜ｌ）へ新たな制約は課されない。分配率

の式の分母は安定条件から正であるから，両階級の分配率が同時に正である

ための条件は次式となる。
５６）

｛Ｍtｏ（１－sⅧ）}〈殉く｛ｓ，＋tｏ（ｌ－ｓｐ）｝（186）

上記の不等式の左半分から税率へ次の制約が課される。

,｡｡≦’三'三三=L‐＝三二ｑ
ここでｓ＊は均衡総漏出．所得比率である。

次に消費税率の上昇は利潤分配率を低める。

，Gこ）＿ （＋、 ５８）

（ｓｐ－ｓｗ）（，＿ｔｃ）２＜ＯＯｔｃ

(187）

(188）
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カルドアの分配理論と租税帰着（当間清光）

消費税の導入および税率の引上げは賃金所得を増加させるが賃金からの税引

消費についてはどうであろうか。ここでは税率の変化が賃金からの税引消費
５９）

へ与える効果を考察しよう。

（ｌ－ｔｃ，）（ｌ－Ｓｗ）Ｗ1－（ｌ－ｔｃ。）（ｌ－Ｓｗ）Ｗ・＝ （189）

（ｌ－ｓｗ）（ｔｃ１－ｔｃ｡）（ｌ－ｓｐ）Ｙ＞０
Ｓｐ－sｗ

ここでｔｃ，＞ｔｃｏｏＷ］とＷ･は各tcI，ｔｃｏに対応する均衡賃金所得であ

る。上式から明らかなように消費税率の引上げは賃金からの税引消費を増加

させることがわかる。

所得分配の感応係数は（182）式から，

。(÷）
ｄ(+）￣（s,-Ｍ（1-t｡）〉.．－＄Ⅷ（190）

上式から，消費税の導入は感応係数を大きくする。理由は（179）式の消費

税に求めることができる。今投資が増加すると利潤所得が増加し，貯蓄は増

加するが，他方消費税は利潤の減少関数である。したがって総漏出＝投資と

いう均衡を達成するためには利潤所得が有利となるように所得の再分配が促

進されなければならない。次に消費税のケースの分配の決定は第８図で容易

に示すことができる。同図で消費税を導入したときの総漏出関数（ｌ８１式）

が線分Ａ'Ｂ'で示されている。総漏出関数と貯蓄関数（線分ＡＢ）との縦の

距離は各所得分配に対応する消費税額を示している。消費税の導入の結果，

均衡点はＥからＥ'へ移り，賃金所得はＹＰｏからＹＰｌまで増加する。
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５結ひ

我々はカルドアの分配モデルに４種類の租税を導入し，所得分配率がどの

ような影響を受けるかという租税帰着の問題を検討した。租税帰着分析から

得られる結論は，我々がどのような種類の租税帰着分析を採るかによって，

そして又どのような種類の租税を導入するかによって異なるものであった。

具体的には租税の導入が体系の均衡条件にどのような影響を与え，そしてど

のような経済状態を産み出すかによって得られる結論は相違した･

得られる結論を次の３つの観点から整理しよう｡すなわち，租税の導入に

よって，

①利潤分配率が上昇するか，下落するか。

②経済状態；超過供給（ＥＳ）か超過需要（ＥＤ）か。

③所得分配の感応係数がどう変化するか。

第１表で，矢印(↑)は税率の上昇，Ｏは租税の導入前後あるいは税率の変化に

よって不変であることを表わしている｡第１表はｓｗ＞Ｏのケースであるが，

ｓｗ＝・のときは均衡予算帰着分析の消費税の他に賃金税の各項目が不変

第１表
（ｓｗ＞Ｏのケース）
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均衡予算帰着分析

利潤

分配率

経済の

状態

所得分配の

感応係数

絶対租税帰着分析

利潤

分配率

経済の

状態

所得分配の

感応係数

利潤税
ｏｒ

ｔｐ↑

＋
＋

ＥＤ

ＥＤ

＋
＋

ＥＳ

ＥＳ

所得税
ｏｒ

ty↑

＋
＋

ＥＤ

ＥＤ

＋
＋

ＥＳ

ＥＳ

＋
＋

賃金税

ｏｒ

ｔｗ ↑

＋
＋

ＥＤ

ＥＤ

ＥＳ

ＥＳ

＋
＋

消費税
ｏｒ

to↑

０
０

０
０

Ｃ
Ｏ

ＥＳ

ＥＳ

＋
＋
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となる。賃金税の各項目が不変となる理由はＩ＝Ｓには変化がなく，消費の

減少（賃金税ｏｒ賃金税の増加に等しい）が丁度政府支出の増加（Ｇ＝Ｔ）

に見合うからである。

第１表から明らかなように，租税の導入あるいは税率の引上げは，均衡予

算帰着分析と絶対租税帰着分析とでは，消費税の場合を除いて，丁度逆の経

済状態を招来することがわかる。

したがってカルドアの分配モデルで想定している均衡調整メカニズムのも

とでは，均衡予算帰着分析で利潤分配率は上昇し，絶対租税帰着分析では利
６０）

潤分配率は下落する。
６１）

租税の転嫁の程度については次のことがいえる。

均衡予算帰着分析

利潤税および所得税は租税の導入，税率の引上げによって税引利潤は増

加する。

絶対租税帰着分析

①所得税および賃金税の導入，税率の引上げは税引賃金を増加させる。

②消費税の導入，税率の引上げは賃金からの消費を増加させる。
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～51,Ｐ５７参照。

松本有一〔８〕，Ｐ143参照。

ＩｂｉｄＰ１４３。

（38）式から，ｓｗ＜,ｓ＊。したがってｓｐ－ｓ＊ )Sp-Sw
＜－－．

Ｓｐ、Ｓｐ

ＲＷ・Anderson〔１５〕，Ｐ､1166,Ｐ・l171o

IbidP、１１６６．

IbidP・’166．税率が変化したとき，税引利潤は増加する。

（ｌ－ｔｐ，）Ｐｌ－（ｌ－ｔｐ。）Ｐ。＝

Ｓｗ（Ｉ－ＳｗＹ）（,ｔｐｌ－ｔｐ。）

ＩＳｐ（,一ｔp･）＿ＳＷＨＳｐ（,＿ｔｐ，）＿ＳＷ｝＞０゜
ここでｔＰＩ＞ｔｐｏ，Ｐ，＞ＰｏｏＳＷ＝Ｏのとき，上式は零である。

注１４参照

ＳＷ＝Ｏのときには，SptpPo-Sp（ｌ－ｔｐ）（ＰＩ－Ｐ｡），あるいは同

じことであるが，ＳｐＰ｡＝Ｓｐ（ｌ－ｔｐ）Ｐ，が成立する。これらの式か

ら，Ｐ１－Ｐ｡＝tpPlが成立する。

第２図は森田・櫟本〔９〕に負っている。

NKaldor〔１１〕，Ｐ２１ｏ

ＲＷＡｎｄｅｒｓｏｎ〔１５〕，Ｐ１１６９゜

このケースでは安定条件から，所得税率（ｏ＜ｔｙ＜ｌ）へ新たな制約

は加わらない。

松本有－〔８〕，Ｐ１４３ｏ

ＩｂｉｄＰ１４３ｏ

ＲＷ・Anderson〔１５〕，Ｐｌｌ６９・

松本有一〔８〕，Ｐ､142．

安定条件｛ｓｐ（l-typ）－ｓｗ（ｌ－ｔｙｗ）＞０｝と（72）式の関係は次

のとおりである。図で線分ＡＢは安定条件から，

Ｊ
１
１
Ｊ
１
Ｊ

１
２
３
４
５
６

１
１
１
１
１
１

17）

18）

19）

20）

21）

22）

23）

24）

25）

26）

27）

Ｓｐ－Ｓｗ
＋二』Ｌｔｙｗ，

Ｓｐ
関数；ｔｙｐ＝

Ｓｐ
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Ｓｐ－Ｓ＊である。安定条件線分Ａ'Ｂ'は（72）式から，関数；typ＝
Ｓｐ

から，ｔｙｐ，ｔｙＷは線分ＡＢより下側に制約され，

Ｂ

■■
tｙＰ

》一郭Ｂ

B’

０

tyUU

（72）式から線分Ａ'Ｂ'より下側に制約される。（72）式から定まる

ｔｙｐは安定条件から定まるｔｙＰの範囲内にある。

（64）式と（72）式は類似している。

注（27）の図で，三角形ＯＣＡ'の内点で感応係数は上昇する。

RWAnderson〔１５〕，Ｐ１１７０・

松本有一〔８〕，Ｐ１４４ｏ

ｏ等)＿‐sw(so-+）
oｔＷｌＳｐ－ＳＷ（,－ｔＷ）｝２＜０゜

28）

29）

30）

31）

32）

RWAnderson〔]5〕，Ｐ１１７１・

松本有一〔８〕，ＰＰ１４０～141．

この節の分析は松本有一〔８〕に負っている。

RAMusgraveandPBMusgrave〔１４〕，Ｐ３１７・

松本有一〔８〕，Ｐｌ４４ｏこの仮定のもとでの均衡条件はＳ＋Ｔ＝Ｉと

なる。

ＩｂｉｄＰ１４５ｏ

ＩｂｉｄＰｌ４５ｏ

ＩｂｉｄＰｌ４５。

33）

34）

35）

36）

37）

38）

39）

40）
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41）

42）

Ｉｂｉｄｐｌ４５。

利潤税の導入による利潤の減少と利潤税（新均衡利潤で求めた）との

大小の比較,すなわち△B(,Piは税率とは関係なく,上ﾃﾞ竺三。，

に応じて△身pP，＝’。ただし△Ｐは絶対値。

SＰＩ Ｂ

十Ａ

Ｏ ｓｗｌ

上図で線分ＡＢより上の範囲が△，(pp，〈Ｉ,線分ＡＢ上が△Ｆ１[pp1

＝１．三角形ABOの内点が△身,p,〉Ｉの範域を示す。

松本有一〔８〕，Ｐｌ４５ｏ

ＩｂｉｄＰｌ４６ｏ

ＩｂｉｄＰ１４６ｏ

ＩｂｉｄＰ１４６・

所得税の導入によって税引賃金が増加することは松本〔８〕，Ｐｌ５０で

示されている。すなわち，（,－ｔy）Ｗ－Ｗｏ＝Ｙ（ｌ－ｓｐ）ｔｙ＞Ｏｏ
Ｓｐ－ＳＷ

安定条件と分配率正の条件から定まる税率は下図のように確定される。

43）

44）

45）

46）

47）

48）

－１５５－
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Ｂtyr

圧
一
一

事

《》

Ｂ

Ｏ

ｔｙｐ

安定条件から税率は線分ＡＢの下側に，（１４６）式から線分Ａ'Ｂ′の

下側に制約される。

注（48）の図で，三角形ＯＣＡ'の内点では感応係数は上昇する。ただ

し図では（ｌ－Ｓｐ）＞（Ｓｐ－ＳＷ）が仮定されている。

松本有--〔８〕，Ｐ１４７ｏ

ＩｂｉｄＰ１４７ｏ

ＩｂｉｄＰ１４８ｏ

ｌｂｉｄＰ１５１ｏ

ＩｂｉｄＰ１４９ｏ

ＩｂｉｄＰ１５０ｏ

ＩｂｉｄＰ１４９ｏ

ＩｂｉｄＰｌ４９ｏ

ＩｂｉｄＰ１４９ｏ

消費税導入が税引消費へ与える効果は松本〔８〕，Ｐ150参照。

61）これらの結論の導出については本文ならびに本文で示した注およ

び文献を参照。

49）

50）

51）

52）

53）

54）

55）

56）

57）

58）

59）

60)，
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