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アジア諸国の付加価値税

知念裕

［１］はじめに

付加価値税は、その原型が1954年にフランスで誕生し、包括型が1967年に

デンマーク（国レベル）とブラジル（州レベル）で採用されて以来、導入の

輪は世界的な広がりをみせている。アジア地域においても、韓国が1970年代

後半に採用したのを皮切りに、1980年代半ば以降付加価値税を導入する国が

相次いでいる。

本稿では、インドネシア、フィリピン、タイ、シンガポールの東南アジア

諸国連合（ＡＳＥＡＮ）４カ国に韓国、台湾を加えた東アジア６カ国の付加価

値税に着目して検討してみたい。まず第２節では、付加価値税の導入の経緯

について概観する。次いで第３節から第11節にかけては、付加価値税制の現

状を納税義務者、課税対象、供給（提供）場所、課税標準、課税の時期、税

率構造、免税措置とゼロ税率、実務、特例措置の順に分析する。最後の第１２

節においては、付加価値税の政府収入および経済におよぼす効果について検

討を加える。なお、邦貨換算は1997年９月末現在のレートによっている。

東アジア諸国の付加価値税は、ヨーロッパ諸国などのそれと同様な消費型で

あり、資本財を含むインプットのすべてが課税対象から除外される。また、付加

価値税の算定には前段階税額控除法が用いられており、事業者が仕入れの際に

支払った税額はインボイスを媒介にして売上高にかかる税額から控除される。付

加価値税は、原則として、製造・流通のすべての段階を含む多段階税であるが、

インドネシアでは1985年の導入当初は、実務上の煩雑ざを避ける意味から製造

段階に限定されていた。しかし、その後1989年には卸売段階にまで拡大され、

さらに1992年４月からは10億ルピア（約4,850万円）以上の売上高がある大

規模小売業者も付加価値税の範囲に含まれるようになった｡'）
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［２］付加価値税の導入の経緯

（１）韓国

韓国はアジア諸国のなかでは最も早い1977年７月１日より付加価値税を採

用している。韓国における付加価値税導入前の間接税制は、極めて複雑であっ

た。それは事業を行う個人および法人の総収入ないしは売上高に13の税（事

業税、商品税、繊維製品税、電気・ガス税、入場税、石油製品税、旅行税、

娯楽・食品税、酒税、電話税、印紙税、証券取引税、防衛税）が課されてい

たからである。しかも、これらの税は、独自の課税ベースと税率構造を持ち、

別々の税務行政上の手続きを必要としていた。例えば、事業税は製造業など

若干の事業者の総収入を課税ベースとし、事業のタイプによって異なった税

率（0.5％～3.5％）が適用されていた。また、商品税は５％から200％まで

の17もの税率で課税されていた。結局、全体の税率の数は実に54にも達し複

雑さを極めていた。この差別的な税率は資源配分の効率性を大きく阻害する

要因ともなっていた。さらに、事業税などが累積型売上税の性格を持ってい

たため事業者の垂直的統合を促進するといった問題も無視できなかった。

韓国が付加価値税を導入した理由の一つは、このような複雑な間接税制を

簡素化することにあった。こうした観点から、付加価値税の導入にともなっ

て既存の13の税のうち総収入に課されていた８税（事業税、商品税、繊維製

品税、石油製品税、電気・ガス税、入場税、旅行税、娯楽・食品税）が廃止

された。その一方で、付加価値税の逆進性を緩和するために特別個別消費税

が新設された｡2）新しい間接税制は付加価値税と特別個別消費税に従来通り

存続する残りの５税（酒税、電話税、印紙税、証券取引税、防衛税）を加え

た７税から構成されることとなり、以前と比べて大幅に簡素化された。なお、

防衛税はその後1990年末に廃止されている。

付加価値税の導入に踏み切ったもう一つの理由は、導入以前の間接税制に

みられる累積効果を排除することであった。付加価値税は、製造・流通段階

の付加価値に課されるため、以前より物価水準を下落させる効果を持つと予
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想されたばかりでなく、投資および輸出を促進し経済成長に寄与することが

期待されていた。

（２）台湾

台湾においては、1986年４月１日より付加価値税が導入された。導入に当

たって、政府の周到な計画と徹底した情報キャンペーン、それに政府と民間

セクターとの密接な協力関係が保たれたことなどが奏功して付加価値税の導

入には国民のさしたる抵抗もなくスムーズにかつ首尾よく実行された。導入

前の間接税制は累積課税をもたらす総事業収入税、印紙税、それにたばこ・

アルコール飲料・砂糖・香水・石油・ガス・電気製品・自動車・紙・プラス

チック・皮革など特定の品目に従価税率で課される商品税から構成されてい

た｡3）総事業収入税と印紙税が地方税であるのに対し、商品税は国税に属し

ていた。

付加価値税は、総事業収入税と引き換えに導入された。総事業収入税は累

積型売上税であったことから企業の垂直的統合を促進し、産業構造に少なか

らぬ悪影響をおよぼしていた。また、９つの税率が適用されていたために資

源配分の効率性を損なっていたばかりか実務上の煩雑さをも招いていた。さ

らに、総事業収入税の下では輸出品は免税とされていたが、輸出段階より前

に課されていた税額については税額控除が認められていなかったことが災い

して輸出は伸び悩みをみせていた。付加価値税は、総事業収入税の持つこれ

らの欠点を踏まえて導入されたのである。

（３）インドネシア

インドネシアでは、1984年に抜本的税制改革が断行され、新しい間接税と

してこれまで製造業者、サービス、輸入品などに課されていた売上税に代わっ

て1985年４月１日より付加価値税が導入された。付加価値税は、当初1984年

６月までには実施される予定であったが、税務行政上の理由からおよそ１年

遅れでの採用となっている。付加価値税が導入される以前の間接税制は、製

造業者売上税、個別消費税、印紙税の３つから構成され、これらの税による
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1983年の収入は税収総額の約11％を占めていた｡ｲ）そのうち、たばこ、ビー

ル、砂糖、スピリッツなどに課される個別消費税については特に問題はなかっ

たが、1951年以来採用されている製造業者売上税には以下のような問題点が

指摘されていた。第１に、１％から20％までの８つの税率を持っていたこと

から税務行政が煩雑になっていた。第２に、税収が漸減傾向を示していた。

ちなみに、1970年代には国税総額の13％程度にあったが、1983年には5.5％

程度へ低下している。第３に、税額控除のメカニズムが存在しなかったため

に輸出に不利な影響を与えていた。同時に、それは累積課税を引き起こす原

因にもなっていた。

付加価値税は、製造業者売上税の持つこうした問題点の解決に役立ってく

れるものと期待された。

（４）フィリピン

付加価値税が導入される以前のフィリピンの間接税制は、製造業者売上税、

個別消費税のほか数多くの税から構成されていたため複雑な様相を呈してい

た。フィリピンにおける売上税の歴史は世界でも最も古く、1904年に累積型

取引高税が採用されている。しかし、この税は国民に不評であったため、１９

３９年に製造業者売上税に取って代わられた｡5）製造業者売上税は、その後の

間接税制の中心的存在を成してはいたが、収入は予想外に少なかった。税負

担の公平を図る観点から、財を著侈品、生活必需品などに分類し、それぞれ

に異なる税率が適用されていた割にはひとぴとの所得分配に与える効果も今

ひとつであった。他方、こうした差別的税率は資源配分の効率`性を損ねる大

きな要因になっていた。

間接税には、そのほか、財の一次販売に課されるパーセンテイジ税、同じ

く二次販売に課されるパーセンテイジ税、輸入品の中間販売に課される事前

売上税、同じく最終販売に課される補償売上税、製粉業者税などが、サービ

スに課されるパーセンテイジ税として契約者税、ブローカー税、動産の賃貸

人に課される税などがあった。

－１７０－



アジア諸国の付加価値税（知念裕）

付加価値税は、これらの税に代わって1988年１月１日より導入された。フィ

リピンにおける付加価値税導入の主な目的が、既存の間接税制の大幅な簡素

化と資源配分の効率性を確保することにあったことはいうまでもない。ただ

し、アルコール飲料、たばこ、石油、石炭などに課される個別消費税と若干

のサービス（ホテル・モーテル業、運輸業、金融業、保険業、証券業など）

に課されるパーセンテイジ税は従来通り存続することとなった。

（５）タイ

タイでは、６０年以上にわたって採用されてきた売上税（事業税と呼ばれる）

に代わって1992年１月１日より付加価値税が導入された。事業税は1932年に

最初の多段階税として採用された。課税ベースは、当初、賃貸価格に設定さ

れていたが、1953年になって事業者の総収入へ変更された。

事業税は以下のような特徴を有していた｡6）第１に、税率が1.5％から４０

％と多岐にわたっていたことから税務行政が煩雑になり、脱税も多発してい

た。第２に、税率の水準が1966年以降漸次引き上げられた。第３に、累積課

税を回避するために原材料や中間財などについては課税が免除されていた。

第４に、国内産業を保護するための措置として輸入品に対しては同種の国産

品より高い税率が適用されていた。第５に、輸出を促進する観点から輸出品

はほとんど課税を免除されていたが、米・生糸・ヒラマメ・ジュート・綿花・

金鉱石などの輸出には課税されていた。第６に、基礎的食料品をはじめ数多

くの品目に免税措置が適用されていた。

付加価値税は、事業税の持つ上記の特徴のうち特に第１のそれを踏まえて

導入された。

（６）シンガポール

シンガポールでは、抜本的税制改革の一環として1994年４月１日より付加

価値税（財・サービス税と呼ばれる）が導入されている。導入に際して、シ

ンガポールが付加価値税の持つ歳入面、実務面、効率`性、輸出などにおける

有利性に着目したのは他の東アジア諸国と同様であったが、他の東アジア諸
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国の例にみられるような既存の売上税の持つ欠点を踏まえて付加価値税の採

用に踏み切ったわけではなかった。シンガポールが付加価値税を導入した主

な目的は、所得税、法人税などの直接税に依存しすぎた税制を是正し、それ

まで自動車・石油・アルコール飲料・たばこなどに課される個別消費税のみ

から成る間接税のウエートを高めることにあった。

シンガポールにおける付加価値税導入前の直間比率は、ほぼ60％対40％で

あったが直接税収の73％以上を所得税と法人税が占めていた｡7）税制改革の

結果、所得税の最高税率は33％から30％へ、法人税の税率は30％から27％へ

それぞれ引き下げられた。同時に、付加価値税の逆進性を緩和する観点から

低所得階層のひとぴとに対してさまざまな補助金の支給や税額の還付措置が

手当されることになった｡8）

［３］納税義務者

東アジア諸国においては、営利目的か否かに関係なく、国内のいかなる場

所であれ、独立して事業として財の供給もしくはサービスの提供を行う者は

納税義務者となる。納税義務者には、個人、法人ばかりでなく財団、クラブ

などの団体もすべて含まれる。また、国内で課税対象となる財の供給または

サービスの提供を行う国外事業者や国内に事務所、店舗、工場などの規則的

な活動場所を有する国外事業者も納税義務者としての取扱いを受けることに

なっている。しかし、一定金額以下の年間売上高を持つ小規模事業者につい

ては、登録・申告・納税義務を免除している国とそうでない国とに分かれる

(これについては、第11節参照)。

同一企業における本社（本店）と支社（支店）間または支社（支店）問の

取引については、国により取扱いが異なる。韓国、インドネシア、タイでは、

これらの取引はすべて付加価値税の課税対象とされているが、シンガポール

では付加価値税の課税対象からはずされている。台湾は国内における支社

(支店）間の取引には課税していないが、国外にある本社（本店）と支社
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(支店）間または支社（支店）間の取引には課税している。フィリピンは、

国外の本社（本店）から国内の支社（支店）へ供給される財についてのみ付

加価値税を課税している。

輸入取引については、事業として財の輸入を行う者ばかりでなく登録義務

を負わない個人が財を輸入する場合にも納税義務者となる。また、国外事業

者によって提供される特許権、著作権、商標権などのサービスについては、

当該事業者に代わって受益者を納税義務者とする受益者払い方式（Reverse

chargemechanism）が採用されている。

［４］課税対象

付加価値税の課税対象は、国内で事業として対価を得て行われる財の供給

またはサービスの提供ならびに財の輸入である。財には、すべての有形動産

のほか土地・建物などの不動産、電力、ガス、冷暖房なども含まれる。

財の供給に該当しないものは、すべてサービスの提供とみなされる。これ

には、特許権、著作権、商標権、ノウハウ、ライセンス、ソフトウェアなど

の無体財産権の供与・譲渡、動産の賃貸、旅客・貨物の輸送、広告サービス、

情報処理、人材派遣、弁護士・技師・会計士などのサービスも含まれる。

［５］供給(提供）場所

東アジア諸国の付加価値税は、国内で供給（提供）される財・サービスに

限定して課される。財の供給については、財が発送される場所または財が供

給される時点で存在している場所が供給場所とみなされ、それが国内であれ

ば付加価値税が課税される。不動産は、それが国内に存在するならば国内で

供給されたものとみなされ、付加価値税の課税対象となる。

サービスの提供については、韓国、台湾、インドネシア、フィリピンでは

サービスが実際に提供きれる場所によって決定され、それが国内であれば付

加価値税が課される。それに対して、タイとシンガポールではサービスの提
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供者が所有している事務所、固定施設などによって決定され、それが国内に

存在していれば付加価値税が課されることになっている。

［６］課税標準

付加価値税の課税標準は、国内取引に関してみた場合には、財・サービス

の販売価額に個別消費税や関税などの付加価値税以外の租税、手数料・梱包

料・運送料・保険料などの諸費用を加えた金額である。財・サービスの対価

が金銭で表示されない場合には、当該財・サービスはその公正な市場価額に

基づいて評価される。輸入される財に関する課税標準も、国内で取り引きさ

れる財・サービスの場合と同様、付加価値税以外の租税に手数料・梱包料・

運送料・保険料などの諸費用を加えた金額である。

［７］課税の時期

付加価値税の課税の時期は、国によって若干異なっている。韓国では、財

に関しては移動を要する場合とそれ以外の場合とに区別され、前者の場合は

財が供給されるとき、後者の場合は財が利用可能になるとき、が課税の時期

とみなされる。サービスに関しては、サービスの提供がなされるときもしく

は権利の行使や財・施設の使用がなされるとき、をもって課税の時期とみな

している。

台湾においては、財の対価の支払いがなされるときおよびサービスが提供

されるときが課税の時期とみなされており、インドネシアは発生主義に基づ

いて財の供給またはサービスの提供がなされるときを課税の時期とみなして

いる。フィリピンでは、財に関しては財の販売にともなって税インボイスが

発行されるとき、サービスに関してはサービスの対価の支払いがなされると

き、が課税の時期とみなされている。

タイにおける課税の時期は、財については財の供給がなされるとき、財の

対価の支払いがなされるときもしくは税インボイスの発行がなされるとき、
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のいずれか早い時期とみなされているが、電力・水道・天然ガスなどについ

ては当該財の対価の支払いがなされるときが課税の時期となる。サービスに

ついては、サービスの対価の支払いがなされるときもしくは税インボイスの

発行がなされるとき、のいずれか早い時期とみなされている。

[８］税率構造

税率に関しては、各国とも実務上の煩雑さを避けるためと資源配分の効率

性をできるだけ確保するという意図から単一税率を採用している。税率の水

準は、シンガポールの３％が最も低く、台湾５％、タイ７％、韓国、インド

ネシア、フィリピンが10％となっている。韓国の正規の税率は13％であるが、

政府は必要に応じて３％の範囲内で税率水準を調整できる権限を有している。

インドネシアの税率も、政令により５％から10％の間で変更が認められてい

る。シンガポールの税率は、導入後５年間（1999年３月31日まで）は変更で

きないことときれている。

なお、韓国とインドネシアは、付加価値税の逆進性を緩和するねらいから、

付加価値税とは別に特別個別消費税（韓国)、箸侈品税（インドネシア）を

課している。特別個別消費税の税率は、ガソリン150％、カラーテレビ15％、

冷蔵庫15％、自動車（サイズにより）１０％～25％、その他10％～50％などと

なっており、箸侈品税の税率は、加工乳、加工ジュース、加工ノンアルコー

ル飲料、香水10％、じゅうたん（特定のものを除く）、カメラ、ビデオ、テー

プレコーダー、電気製品、２５０ＣＣ以下の自動二輪（国産車、公用車を除く）、

1,600cc以下のセダン、ステーションワゴン（ガソリン車)、国産ジープ、コ

ンビ、ミニバス、バン、ピックアップ（救急車、消防車、霊枢車、公用車な

どを除く）２０％、その他のコンビ、ミニバス、バン、ピックアップ（ディー

ゼル車）（救急車、消防車、霊枢車、公用車などを除く）２５％、アルコール

飲料、特定のじゅうたん、靴（国産品を除く）、皮革・皮革製品（国産品を

除く）、水晶・大理石、宝石・貴金属・真珠・ガラス製品（国産品を除く）、

－１７５－



琉球大学・経済研究（第55号）1998年３月

自家用飛行機、ヨット、銃器類、家庭用・オフィス用器具、ゴルフ・ダイビ

ング用品、250CC超の自動二輪（国産車、公用車を除く）など35％となって

いる。

［９］免税措置とゼロ税率

付加価値税は、原則としてすべての財・サービスを課税対象とするが、東

アジア諸国においても、ヨーロッパ諸国などと同様、国境税の調整や税負担

の逆進性の緩和などといった観点から、特定の財・サービスに対してゼロ税

率ないしは免税措置が適用されている。ゼロ税率と免税措置が製造・流通段

階のなかの小売段階で適用された場合、前者のケースでは、最終消費者はそ

の前段階までの付加価値税を負担しなければならないのに対し、後者のケー

スでは、最終消費者は付加価値税を一切負担する必､要はない｡，）

ゼロ税率は、国境税の調整の観点から、輸出品、輸出関連サービス、国際

輸送サービスなどに対して各国共通に適用されている。そのほか、韓国は、

その他外貨を獲得するために供給（提供）される財・サービス、指定された

軍需企業によって供給される特定の軍需品、農業機械・農業用具（肥料・農

薬など)、漁業機械・漁業用具（釣具など)、タイは国際連合およびその機関

へ供給（提供）される財・サービス、国外の資金援助計画の下で政府機関や

国有企業へ供給（提供）される財・サービスなどにゼロ税率を適用している。

免税措置に関しては、比較的それを寛大に認めている国とそうでない国と

に分かれる。前者に該当するのは韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、

タイの５カ国であり、後者に該当するのはシンガポールである。韓国、台湾、

インドネシア、フィリピン、タイにおいては、税負担の逆進性の緩和ならび

に税務行政上の観点から、未加工の農産物・畜産物・水産物・林産物、医療・

保健サービス、教育サービス、金融・保険サービスが共通の免税品目となっ

ている。

そのほか、韓国では水道水、練炭・無煙炭、旅客輸送サービス、書籍・新
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聞・雑誌・官報、芸術品、文化・スポーツ行事、図書館・科学館・博物館・

美術館・動物園・植物園の入場料、弁護士・会計士・税理士などのサービス、

歌手・俳優・作家・デザイナー・プロスポーツ選手・ダンサーなどのサービ

ス、土地、不動産の賃貸、専売品、切手・印紙・証紙・宝くじ・公衆電話、

宗教・慈善・学術その他公益を目的とする団体によって供給（提供）される

財・サービス、国家・地方自治体などによって供給（提供）される財・サー

ビス、国家・地方自治体などに無償で供給（提供）される財・サービスなど

に免税措置が適用されている。

台湾においては、土地、農業機械・設備、農薬、家畜、農業用電力、漁業

機械・設備、漁船、網、漁業用ガソリン、新聞・定期刊行物、専売品、軍需

兵器、金塊・金箔・金貨、切手・印紙、公債、郵便・遠距離通信サービスな

どに免税措置が適用されており、インドネシアでは生活必需品（米、とうも

ろこしなど)、水道水、家畜、有価証券、宿泊サービス、ホテル・レストラ

ンでの食事、社会福祉事業、郵便サービス、公衆電話・電報、宗教サービス

などが免税の対象品目となっている。フィリピンでは未加工の木綿およびそ

の種子、コプラ、肥料、種子、苗木、魚介類、家畜・家禽用飼料、個別消費

税が課される石油製品（潤滑油、加工ガス、グリース、ワックス、ワセリン

を除く）およびその製造のための原材料、歌手・俳優・作家・プロスポーツ

選手などのサービス、書籍・新聞・雑誌、不動産の賃貸、雇用関係に従って

個人が提供するサービス、パーセンテイジ税が課されるサービスなどに免税

措置が適用されており、タイでは肥料、農薬、殺虫剤、底魚・動物用飼料、

新聞・定期刊行物・教科書、不動産の賃貸、雇用関係に従って個人が提供す

るサービス、国内輸送サービス、国際輸送サービス（航空機・船舶を除く）、

芸術・文化サービス、図書館←博物館・動物園のサービス、宗教・慈善を目

的としたサービスなどが免税の対象品目となっている。なお、タイでは付加

価値税が課されない銀行業、金融業、証券業、生命保険業、損害保険業、不

動産業などに対しては特定事業税が課税されている。
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これに対して、シンガポールは免税措置が適用きれる品目を居住用不動産

の賃貸ならびに販売、特定の金融サービス（現金・預金・貯蓄勘定の操作、

通貨の交換、クレジット・カードサービスなど）に限定しており、課税ベー

スが極めて広い付加価値税の形態をとっている。

［10］実務

（１）登録

付加価値税の下では、事業として対価を得て財の供給もしくはサービスの

提供を行う者は、すべて登録義務を負うのが原則であるが、東アジア諸国に

おいては、小規模事業者、農林漁業者ないしは特定の事業者に対して特例措

置が設けられている（こうした特例措置については、第11節参照)。

（２）税インボイス

財の供給もしくはサービスの提供を行う課税事業者は、取引の相手方（課

税事業者）に税インボイスを発行しなければならない。税インボイスに記載

すべき事項は、おおむね以下の通りである。

①供給（提供）者の登録番号、氏名、居所

②受領（購入）者の登録番号、氏名、居所

③供給（提供）される財・サービスの品目名、数量、単価

④財・サービスの供給価額および付加価値税額

⑤税インボイスの発行年月日

ただし、韓国とタイでは、事業者の事務負担を軽減する観点から、デパート、

スーパー、ホテル、レストランなど特定の小売業者やサービス業者に対して、

記載事項が簡略化された税インボイスの発行が認められている。また、台湾

とシンガポールにおいても、小規模事業者に対して事務負担の軽減措置が設

けられている。台湾では、公式のインボイスの代わりに日常のレシートを使

用でき、シンガポールでは、財・サービスの税込み価額が1,00Oシンガポー

ルドル（約80,000円）以下の場合に簡略化されたインボイスを使用すること
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ができる。

（３）申告・納付

登録された課税事業者は、定期的に申告書を税務当局に提出し、納税する

義務がある。申告期間は国によって異なり、インドネシアとタイが１カ月、

台湾が２カ月、韓国、フィリピン、シンガポールが３カ月となっている。

（４）ペナルティ

付加価値税の実務に関する各国のペナルティは、おおむね以下の通りであ

る。韓国では、事業開始日から20日以内に登録しなかった場合、年二回（１

月と７月）の登録証明書の検査を受けなかった場合、税インボイスの発行を

怠った場合、税インボイスの写しの提出を怠った場合、税インボイスに必須

項目の記載が欠落した場合、税インボイスに事実と異なる記載をした場合、

などには供給価額の１％（個人事業者)、同２％（法人事業者）相当額が納

付税額に加算される。また、税インボイスの提出が納期限に遅れた場合には

供給価額の0.5％（個人事業者)、１％（法人事業者）相当額が追徴される。

さらに、申告書の提出を怠ったり、還付額を過大に申告したり、納付税額を

過少に申告した場合には、個人、法人事業者の如何を問わず、供給価額の１０

％相当額が納付税額に加算されることになっている。

台湾においては、所定の期限内に申告書を提出しなかった場合、３０日以内

の遅延であれば税額の１％相当額の追徴金で済むが、３０日超の遅延になると

税額の30％相当額の追徴金を負担しなければならない。また、事業者登録を

せずに事業活動を行った場合、売上高を過少申告したり削除した場合、仕入

高にかかる税額を過大申告した場合、税務当局より登録抹消または事業停止

を宣告された後も事業活動を継続している場合、などは脱税額の５倍から２０

倍の罰金が科されるばかりでなく事業の停止を宣告されることもあり得る。

インドネシアは、付加価値税を正確に納付しなかった者に対して未納税額

の最高100％の罰金を科している。フィリピンでは、所定の期限内に申告書

を提出しなかった場合、所定の期限内に税額を納付しなかった場合、申告書
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に記載された税額を全額納付しなかった場合、にはそれぞれ税額の25％相当

額が上積みされる。また、故意に申告書の提出を怠った場合には税額の50％、

故意に虚偽の申告書を提出した場合には税額の50％または過少納税額の50％

相当額がペナルティとして科される。さらに、未納税額に対しては、所定の

納期限日から納税額が完了する日まで年率20％の利子も追徴される。

タイでは、申告書の提出や納税を怠った場合には税額の200％、不正な申

告書を提出した場合には税額の100％に相当する罰金が科される。また、納

期限内に納税しなかった場合には、月率１５％の追徴金（最高は遅延税額の

100％）が科される。シンガポールにおいては、登録を怠った場合、納税が

遅延した場合、記載漏れや虚偽の記載などで故意に脱税した場合、還付税額

を詐取した場合、などにペナルティが科されている。そのうち、最も重いペ

ナルティは；記載漏れや虚偽の記載などで故意に脱税した場合に適用されて

おり、脱税額の３倍に加えて最高10,00Oシンガポールドル（約80万円）また

は最高７年の禁固刑、ないしはその双方となっている。

［11］特例措置

付加価値税の下では、原則として、国内において事業として対価を得て財

の供給もしくはサービスの提供を行うすべての事業者は納税義務者となるが、

納税事務負担および税務行政上の観点から、小規模事業者や農林漁業者に対

しては何らかの特例措置を設けるのが通例となっている。

東アジア諸国では、未加工の農産物・畜産物・林産物・水産物に免税措置

を適用していることもあって、農林漁業者については登録・申告および納税

義務を免除している。また、一定金額以下の年間売上高を持つ小規模事業者

についても、インドネシア、フィリピン、タイ、シンガポールにおいては登

録・申告および納税義務が免除されている。ちなみに、各国における免税点

の水準は以下の通りである。

インドネシア………財については２億4,000万ルピア（約1,000万円、
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サービスについては１億2,000万ルピア（約500万

円）

フィリピン………50万ペソ（約200万円）

タイ………60万バーツ（約210万円）

シンガポール………100万シンガポールドル（約8,000万円）

シンガポールの免税点が他の国々に比べて極めて高くなっているのは、付

加価値税の低所得階層のひとぴとに与える影響をできる限り緩和しようとい

うシンガポール政府の意図が働いたことによる｡1ｍこの措置により、低所得

階層のひとぴとが近所の店舗で購入する日用品のほとんどが課税対象から除

外されている。

韓国では、付加価値税込みの年間売上高が3,600万ウォン（約480万円）以

下の個人事業者（ただし、製造業、鉱業、小売業、娯楽業を除く）と代理人、

仲介者、受託者、契約者などを通じて取引を行う同900万ウォン（約120万円）

以下の個人事業者などに対して簡易課税制度が認められている。前者におい

ては年間売上高の２％、後者においては同3.5％を納付税額とみなし、その

金額から仕入高にかかる税額の５％に相当する金額を控除することができる。

ただし、控除税額が納付税額を上回ってもその超過額の還付を受けることは

できない。こうした簡易課税制度の適用を受ける特別な納税義務者の数は、

1977年には667,243で全体の納税義務者の81.0％を占めていたが、1984年の

前半時点では、経済の成長と事業規模の拡大にともなって895,408へ増加し

てはいるものの、全体に占める割合は746％へ低下している｡'1）

台湾においても、月間売上高が200,000台湾ドル（約84万円）以下の小規

模事業者は通常の課税方式に代わって総売上高に一定の税率を乗じることに

よって納付税額を求める簡易課税制度を採用することができる。その場合、

税率は、農産物の販売に携わる卸売業者や小規模事業者については０１％、

賦課方式（theassessmentmethod)を採用している小規模事業者について

は１％となっている｡'2）また、銀行業、保険業、信託業、証券業などの金融
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サービスを提供する事業者やナイトクラブ、レストラン、ホステスで顧客を

接待するサロン、喫茶店、バーなどを経営する事業者については、仕入高に

かかる税額の控除が認められていないため、総売上高に一定の税率を乗じた

額がそのまま自己の納付税額となる。税率は、銀行業、保険業、信託業、証

券業などについては５％（再保険業は１％)、ナイトクラブ、レストランに

ついては15％、サロン、喫茶店、バーなどについては25％となっている。

［12］政府収入および経済におよぼす効果

（１）収入効果

韓国、台湾、インドネシア、フィリピンにおいては、付加価値税は税収中

立を前提として導入されたが、実際の付加価値税収をみると、韓国、台湾、

インドネシアで当初の予想額を大幅に上回っているのに対して、フィリピン

では逆にそれを下回る結果になっている。

韓国は、付加価値税が導入されて以来、間接税収が直接税収より多い国税

体系をとっているが、間接税のなかでも特に付加価値税は、導入以来一貫し

て単独で最大の収入源となっている。ちなみに、導入年に当たる1977年の付

加価値税による収入は１兆280億ウォンで、それと引き換えに廃止された事業

税、商品税などによる1976年の収入6,630億ウォンの約２倍に達している。付

加価値税による収入は、その後も年々増加の一途をたどり、韓国の経済成長

の原動力となった工業化政策ならびに輸出奨励策のためのタックス・インセ

ンテイブを認めることをも可能にしたのである｡'3)なお、1994年の付加価値税

収は13兆580億ウォンで、国税収入に占める割合は25.19％となっている｡'４）

台湾においても、付加価値税は導入当初から主要な収入源となっている。

例えば、導入年の1986年における台北市の付加価値税収は187億3,300万台湾

ドルで、それと引き換えに廃止された1985年の間接税収を約40億台湾ドル上

回っている。高雄市においても、1986年の付加価値税収は33億4,200万台湾

ドルで前年比約８億台湾ドルの増加となっている。双方の地域においては、

－１８２－



アジア諸国の付加価値税（知念裕）

付加価値税収はその後もかなりの勢いで増加傾向を示しており、台北市では

1987年270億4,200万台湾ドル、1988年332億2,800万台湾ドル、高雄市では19

87年74億4,800万台湾ドル、1988年81億500万台湾ドルに達している｡'5）また、

前年比増加率でみても、台北市では1986年27.5％、1987年444％、1988年23

2％、1989年５２％、高雄市では1986年31.9％、1987年122.9％、1988年8.8％、

1989年11.9％となっている｡'6）

インドネシアでは、付加価値税導入前の1983年における製造業者売上税に

よる収入は8,300億ルピアで対税収総額比は5.4％にすぎなかったが、付加価値

税が導入された翌年の1986年における付加価値税による収入は２兆9,420億ル

ピアで対税収総額比は19.2％と1983年に比べ驚異的な伸びを示している｡'7)付

加価値税収は、その後も順調に増え続け、1993年には12兆2,820億ルピアに

達し、対税収総額比も25.94％と法人税に次ぐ収入源になっている｡'１１）

フィリピンにおいては、導入年に当たる1988年の付加価値税による収入は

約135億ペソにとどまり、当初の予想額を６％程度下回っている｡'9）その最

大の原因は、フィリピン政府が付加価値税の導入を急いだあまりに事業者の

納税協力が十分に得られなかったことにあるといわれている。ただ、その後

の付加価値税収の動きをみると、年々着実に増加しており、1993年には226

億6,500万ペソに達し、対税収総額比でみても9.85％と法人税、個別消費税、

所得税に次ぐ４番目の地位を占めるに至っている｡''0）

タイにおいては、1992年の付加価値税による収入は958億6,500万バーツで

税収総額の21.30％を占め、導入当初から個別消費税に次ぐ主要な収入源と

なっている｡21）

（２）価格効果

付加価値税の物価水準におよぼす効果は、理論的には、新規財源として導

入するケースと他の間接税の廃止とセットで導入するケースとで異なる。前

者のケースにおいては、適当な金融政策の下では、一時的ながら物価水準が

上昇する。それに対して、後者のケースでは物価水準に特に変化はみられない。

－１８３－



琉球大学・経済研究（第55号）1998年３月

韓国では、1970年代後半、経済は異常に高いインフレ圧力に見舞われ、１９

７６年の卸売物価は前年比122％、消費者物価は同15.4％も上昇した。付加価

値税が導入された1977年においても卸売物価が前年比９０％、消費者物価が

同10.2％と引き続き高い上昇率を示していた。しかし、その内訳をみると、

付加価値税が課税されない食料品や飲料品の卸売物価の上昇率が15.5％であっ

たのに対し、それ以外の品目の上昇率はわずか６４％にとどまっていた｡鑓）こ

の傾向が1978年まで続いたことから判断して、韓国において付加価値税の導

入によって物価水準が上昇したという確たる証拠は見当たらない。

台湾でも、韓国と同様、付加価値税の導入によって物価水準が上昇した形

跡はみられない。実際に、付加価値税導入直後の数カ月間についてみた場合、

卸売物価指数、消費者物価指数の双方ともむしろ低下している。これは、政

府が、付加価値税の導入に際して貨幣供給量の削減、関税の減免など金融・

財政両面から強力な引締め措置を講じたことに起因している｡郷）

インドネシアにおいても、付加価値税は物価水準にほとんど影響を与えな

かった。ちなみに、付加価値税が導入された年の1985年４月から５月にかけ

ての消費者物価指数は低下している｡”

フィリピンでは、支出が活発な時期に付加価値税が導入されたことが災い

して、導入直後の３カ月間、消費者物価指数は前年同月比7.6％も上昇した。

付加価値税の導入にともなう便乗値上げや付加価値税の税額控除メカニズム

が有効に機能せず累積課税が発生したことも物価上昇の有力な原因として指

摘されている。

（３）分配効果

東アジア諸国の付加価値税は、単一税率を採用しているため、所得に関し

てみた税負担は多かれ少なかれ逆進的になっているといえよう。例えば、韓

国の場合、1978年における非農業家計の最低所得階層の税負担は9.4％、最

高所得階層のそれは3.8％となっている。また、同年の農業家計における最

低所得階層の税負担は8.4％、最高所得階層のそれは２９％となっている｡鰯）
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（４）投資および輸出効果

東アジア諸国の付加価値税は、消費型であるため資本財はすべて課税対象

から除かれる。それにより、従来の間接税の下では課税されていた投資のコ

ストはその分低下することとなり、民間投資の増大に寄与している。例えば、

韓国の民間投資額は、1977年には２兆6,890億ウォンであったが、1982年に

は14兆1,400億ウォンへと飛躍的に増大している。その間の投資額に対する

付加価値税の還付額は、1977年代後半は183億3,600万ウォンであったが、１９

８２年には646億5,500万ウォンに達している｡灘)台湾においても、1986年の民

間投資額は前年のそれを12.4％上回っている。

付加価値税は、輸出品にゼロ税率を適用することによって輸出の促進に役

立っている。韓国では、従来の間接税の下でも輸出品に関して税額の還付が

認められていたが、不十分な結果に終わっていた。ちなみに、輸出額の１米

ドル当たりの税額の平均還付額は、1976年の33.56ウォンから付加価値税が

導入された翌年の1978年には53.56ウォンへ大幅に増大している。また、輸

出額に占める税額の平均還付率は、1976年には0.06％にとどまっていたが、

1982年には0.10％へ上昇している｡節)台湾においても、1986年４月から12月

までの輸出額は前年の数値を29％も上回っている。

［13］むすび

これまで、東アジア諸国の付加価値税に着目してその導入の経緯、現状、

経済効果などについて検討を加えてきた。韓国、台湾、インドネシア、フィ

リピンの４カ国では、付加価値税は以下の共通の理由で導入されている。

第１は、従来の間接税制を簡素化することにより、税務行政や納税協力を

容易にする。

第２は、従来の売上税は､･累積課税を通じて企業間の垂直的統合を促進し、

産業構造にマイナスの影響を与えていた。

第３は、従来の間接税は数多くの税率を持っていたため、資源配分の効率
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性を阻害する大きな要因になっていた。

第４は、付加価値税の下では、輸出品にゼロ税率を適用することにより、

完全な非課税の状態で輸出できるので、付加価値税の導入は輸出を促進する

効果がある。

第５は、前段階税額控除法をとる付加価値税の下では、インボイスの発行・

保存を通じて税の転嫁に関する事業者間の相互チェック機能が働くため、脱

税行為を抑制することができる。

第６は、既存の間接税と引き換えに導入された付加価値税は、短期的には

税収中立を前提としていたが、中・長期的には重要な収入源になることが期

待されていた。

タイにおいては、付加価値税は既存の間接税制の簡素化と脱税の防止を主

な目的として導入された。

シンガポールでは、他の東アジア諸国とは異なり、所得税・法人税の減税

とセットで付加価値税が導入されている。導入の理由は以下の通りであった。

第１は、消費に課される付加価値税は所得税と異なり、貯蓄や投資を促進す

る効果を持つ。第２は、付加価値税は所得税のようなひとぴとの勤労意欲や

経営意欲を阻害することがない。第３は、付加価値税は輸出を促進する効果

がある。第４は、付加価値税は自主納税機能を有しているため、脱税を多少

なりとも抑える効果がある。第５は、付加価値税は、景気の状況にさほど左

右されることなく、安定的な収入を確保することができる。第６は、付加価

値税は、課税ベースを広くとり単一税率を適用することによって、資源配分

の効率性を維持するのに役立つ。

東アジア諸国では、付加価値税制そのものをできる限り簡素化する観点か

ら、単一税率を採用している。税率水準はシンガポールが３％と最も低く、

台湾５％、タイ７％、韓国、インドネシア、フィリピンが10％となっている。

課税ベースでみると、シンガポールが免税の範囲を居住用不動産の賃貸なら

びに販売、特定の金融サービスに厳しく制限しており、極めて広い課税ベー
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スをとっている。それに対して、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、

タイは、税負担の逆進性の緩和などといった観点から、未加工の農産物・畜

産物・林産物・水産物をはじめかなりの品目を課税対象から除外している。

付加価値税の下では、対価を得て財の供給もしくはサービスの提供を行う

事業者は、原則として、すべて登録・申告．および納税義務を負うが、東ア

ジア諸国では、税務行政上の観点から、農林漁業者について登録・申告・納

税義務を免除している。また、小規模事業者についても、同様な観点から、

インドネシア、フィリピン、タイ、シンガポールの４カ国において登録・申

告・納税義務が免除されている。免税点の水準は、シンガポールで極端に高

くなっている。韓国、台湾は小規模事業者に対して簡易課税制度を適用して

いる。

付加価値税は、韓国、台湾、インドネシア、タイで導入当初から主要な収

入源になっている。フィリピンでは導入年こそ当初の予想額を下回ったが、

その後は年々着実な増加をみせている。

付加価値税による物価上昇効果は、韓国、台湾、インドネシアではほとん

ど見当たらない。フィリピンでは、付加価値税の導入直後一時的な物価上昇

がみられる。

付加価値税は、韓国において所得に関して逆進的になっている。付加価値

税は、民間投資と輸出の増大にかなり寄与していることが韓国と台湾で実証

されている。
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