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税制改革の選択肢としての支出税

知念裕

［１］はじめに

支出税は所得税と同様、直接税に属し、個人レベルで課税きれる。この税

が所得税と基本的に異なる点は課税ベースにある。すなわち、所得税が個人

の所得を課税ベースとするのに対し、支出税の下では個人の所得から純貯蓄

を差し引いた消費が課税ベースとなる。このことから、支出税は直接消費税、

消費所得税あるいは個人キャッシュ・フロー税とも呼ばれる。また、個人の

消費を総合的に捉えて課税する点に着目して総合消費税と呼ばれることもあ

る。

個人レベルで所得よりもむしろ消費に課税しようというこの支出税の考え

方は、経済学の分野では長い歴史を持っている。イギリスのジョン・スチュ

アート・ミル（J・ＳＭｉｌｌ）は、1861年の所得税と財産税に関する特別委

員会において、“完全に申し分がなく、公正な課税の原理は、イギリスの所

得税と財産税から貯蓄を免除することである，，と宣言したい。ミルは、所得

税は貯蓄する者にとって不公正な税であると非難し、公平の観点から自らの

立場を擁護したのである。また、同じイギリスのアルフレッド・マーシァル

(AMarshall）もＶ実務上の問題はさておき、個人の消費支出に対する課

税は個人の所得に対する課税より優れているという考えを示している2)。さ

らに、アーサー・セシル・ピグー（Ａ・OPigou）も、マーシヤル同様、ミ

ルの考え方を支持している3)。その後、アメリカのアーピング・フイッシアー

(1.Fisher）は、消費は所得より優れた課税ベースであるとの認識の上に立っ

て、支出税の構築の仕方を会計原理を用いて説明したい。支出税が単なる理

論的好奇心の範囲内にとどまらず、実際上、選択肢の１つとなり得ることを

示した点でフィッシャーの果たした役割は高く評価できよう。
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このタイプの消費税が一般的な注目を集めるようになるのは、1950年代半

ばに、イギリスのニコラス・カルドア（NKaldor）によって現行所得税に

代えて支出税を導入するようにとの提案がなされてからである5)。カルドア

の助言を得て、支出税はインドとスリランカ（当時はセイロン）で1960年前

後の数年間実施された経験がある。

その後、1970年代半ばから後半にかけて、アメリカやイギリスなどにおい

て租税政策の分析の中で所得税に代わり得る税の１つとして支出税の考えが

再び大きな脚光を浴びるようになった。特に、その原動力になったのが、ア

メリカのウイリアム・アンドリュース（Ｗ・DAndrews）の論文、アメリ

カ財務省のブループリント（BJzLeprj几ｔｓ／ＯｒａｚｓＺｃＴｍｃＲｅｌ/b'wz)、イギリ

スのミード委員会報告（theMeadeCommitteeReport）などである6)。

さらに、1980年代半ばから1990年代半ばにかけては、個人レベルで支出税

を課すことに加え企業レベルでも課税する新しいタイプの税の構想がアメリ

カで提案されている。個人と企業の双方のレベルでキャッシュ・フローに課

税するへンリー・アーロン（HJAaron）とハーベイ・ガルパー（H

Galpar）のキャッシュ・フロー税構想7)や個人レベルで支出税を、企業レ

ベルで付加価値税を課すサム・ナン（SNunn）とビート・ドメニシ（Ｐ・

Domenici）の両上院議員による無限貯蓄控除（ＵＳＡ）税構想8)などがそれ

である。

本稿では、もっぱら個人レベルで課税する純粋なタイプの支出税に着目し

て、その仕組みや経済効果、ならびに実務上の取扱いなどについて検討して

みたい。まず第２節では、課税ベースについて吟味する。次いで第３節から

第５節にかけては、効率性、公平`性、および簡素`性の観点から所得税と比較

しながら支出税の特徴を明らかにする。第６節と第７節では価格効果、法人

企業の取扱いに言及し、第８節においては耐久消費財の取扱いを検討する。

最後の第９節では支出税の導入にともなって生じる問題点を取り上げる。
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［２］課税ベース

支出税の課税ベースは、その名が示す通り、個人所得のうち、一定の課税

期間（通常は１年間）に消費目的に支出される部分である。この消費支出額

を決定するに当たって、もし個人が消費支出を行う度ごとにもれなくそれを

帳簿などへ記録せざるを得ないなら、実務上大きな問題をともなうことにな

るであろうが、個人の消費と貯蓄との合計額は個人の所得に等しくなるとい

う点に着目すれば、はるかに簡単な方法で消費支出額を測定することが可能

になる。すなわち、個人総所得から純貯蓄（資産の変化分から負債の変化分

を差し引いた純資産の変化分に等しい）を控除することによって消費支出額

を求めることができる。

貯蓄はそれが発生した時に控除されるので、貯蓄から得られる収入はすべ

て所得に含められる。同様な理由により、資産の売却ないしはその他の処分

による収入もすべて所得とみなされる。また、借入れはその全額が課税ベー

スに算入され、それにともなう利子や元本の返済などは課税ベースから控除

される。

表１は、支出税の課税ベースを具体的な数値例を用いて説明している。

今、ある個人が一定の課税期間に300,000円の賃金を稼得し、20,000円の配

当と30,000円の利子を受け取り、持ち株を30,000円で売却したと仮定しよう。

さらに、当該期間に法人企業の株式を100,000円分購入し、40,000円の預貯

金を行う一方で、50,000円を借り入れ、利子や元本の返済に30,000円充当し

たと仮定する。この場合、彼の総所得は380,000円、純貯蓄は120,000円であ

るので、消費支出額は380,000円から120,000円を差し引いた260,000円とな

る。

借入れの取扱いについてはもう少し説明を要する。借入れは一種の負の貯

蓄と考えられるので、純貯蓄を求める際にはそれを総貯蓄から控除する必要

がある。そうしなければ、課税ベースの算定上正確さを欠くばかりでなく、

借入れ資金で消費をまかなう強いインセンテイブが働くことによって、消費
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(単位：円）表１支出税の課税ベース

所得

賃金

配当

利子

株式等売却収入

計（１）

純貯蓄

株式等購入

預貯金

借入れ

利子・元本の返済

計（２）

消費支出（１－２）

300,000

20,000

30,000

30,000

380,000

100,000

40,000

-50,000

30,000

120,000

260,000

のかなりの部分が課税ベースから漏れてしまう結果を招くことにもなりかね

ない。

他方、借入れにともなう利子や元本の返済は一種の貯蓄とみなすことがで

きる。今の例では、利子や元本の返済は彼の債務を30,000円だけ減少させ、

それと同額だけ純資産を増大させている。なお、課税ベースの算定に当たっ

て、借入れ資金の使用目的（例えば、消費、株式等購入あるいは貯蓄に充当

するのか）にはあえて言及する必要はない。

株式等の収益性資産から派生するキャピタル・ゲインやキャピタル・ロス

は、支出税の課税ベースの構成要素からはずれるので、特にそれらを識別し

測定することも必要なくなる。この場合、収益性資産の購入は、消費の測定

上、所得から控除されるのに対し、当該資産から得られる収入（資産の処分

にともなう手数料その他の経費は除く）はすべて所得とみなされ、課税ベー

スに算入される。ただし、所得に算入されるのは当該資産の処分収入が消費
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目的に使用される場合に限られ、それが貯蓄目的に使用される（いわゆる、

再投資される）場合には、所得から控除され課税の対象にはならない。

支出税の下では、減価償却の取扱いについても大幅な簡素化が期待できる。

すなわち、償却資産の購入はそれがなされた（より正確には取得費を支払っ

た）時点で課税ベースから控除されるので、その資産に対する減価償却措置

を講じる必要はない。この場合にも、収益性資産の場合と同様、当該資産か

ら生じるすべての収入は所得に含められるが、それが貯蓄目的に使用される

限りにおいては所得から控除され課税ベースには算入きれない。

贈与もしくは遺産の取扱いに関しては、それらを寄贈者の消費に該当しな

いとみなすケースと該当するとみなすケースとに区別して考える必要がある。

贈与ないしは遺産が寄贈者の消費に該当しないとみなすケースでは、次の２

つの課税方式が利用可能となる。

第１は、贈与ないしは遺産の金額相当分を受領者の所得に含める一方で、

寄贈者の所得からそれと同額分の控除を認めるやり方である。この寄贈者に

対する控除は、寄贈者と受領者の双方の所得に移転金額が算入されるのを避

ける意味でも必要である。なお、支出税が課税されるのは、受領者が、受け

取った贈与ないしは遺産を消費目的に使用する場合に限定される。もちろん、

この移転資産から派生した収入も、貯蓄目的に使用されるのでなければ受領

者の所得とみなされ、課税の対象になる。

第２は、贈与ないしは遺産に対して支出税の前納を認めるやり方である。

今の例では、寄贈者が自らの移転資産にかかる支出税を負担することになる。

受領者の立場からみると、税はすでに支払われているので、移転資産にかか

る税を新たに負担する必要はない。ただ、この場合、受領者の側で移転資産

による収入を他の資産収入と区別して帳簿に記録する必要が出てくるため、

第１の方式では生じない実務上の負担が多かれ少なかれ発生する。

この前納方式（taxprepaymentmethod）の下では、支出税が累進課税

の形態をとる場合、別の新たな問題が生ずる。というのは、寄贈者の側で納
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税額を少なくする意図から移転資産をくずして小分けし、それを複数の課税

期間にわたって移転しようとするインセンテイブが働く可能性が高くなるか

らである。こうした行為は、特にそれが非上場企業への資本参加の形で関わっ

ている場合においては、資本の効率的利用を阻害する結果をもたらす。さら

に、この累進課税のケースでは、寄贈者と受領者とが同じ限界税率を適用さ

れるのでない限り、２つの方式の問で税額に差が出てくるという問題もある。

贈与ないしは遺産を寄贈者の消費とはみなさないケースで寄贈者と受領者

の双方に課税すると、消費に対する重複課税の問題が生ずる。しかし、贈与

ないしは遺産を寄贈者の一種の消費であるとみなすケースでは、こうした重

複課税は正当視され、何ら問題とはなり得ない，)。

［３］効率性

経済的効率'性の観点からみて、支出税は所得税に比べて優れている。支出

税は消費支出に一定の税率が適用されるとき、現在消費と貯蓄に等しく課さ

れることによって現在消費と貯蓄との間の人々の選択に関して中立的となる

のに対し、所得税の下では貯蓄される所得の部分に二重課税が生じ、現在消

費と貯蓄との間の人々の選択に関して非中立的となるからである。このこと

を具体的な数値例を用いて説明しよう。

今、100,000円の所得がある個人を考える。彼は、その全額を今期消費す

ることもできるし、今期は貯蓄へ回して来期の消費に当てることもできる。

利子率を10％と仮定すれば、彼が来期に消費できる金額は110,000円とな

る。ここで10％の支出税が課されるとしよう。彼が、今期消費できる金額は

90,000円へ減少し、来期の消費に当てることができる金額も99,000円へ減少

する。その結果、貯蓄の純収益率は依然10％であり、課税による影響を受け

ない。こうして、支出税は、現在消費と貯蓄との間の人々の選択に関して中

立的となる。

これに対して、100,000円の所得を持つ個人に10％の所得税が課されるケー
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スを考えよう。彼が今期消費できる金額は、支出税のケースと同様90,000円

であるが、所得税は貯蓄から得られる利子にも課されるので、彼が来期に消

費できる金額は98,100円となり、支出税のケースより900円ほど少なくなる。

その結果、貯蓄の純収益率は９％へ低下する。こうして、所得税は、現在消

費と貯蓄との間の人々の選択に関して非中立的となり、人々の貯蓄意欲を阻

害する方向へ作用する。

一定の税率で課される支出税は、インフレのケースにおいても現在消費と

貯蓄との間の人々の選択を歪めることはない。

したがって、所得税の廃止ないしは減税を行う一方で支出税を導入するな

らば、貯蓄の増大が期待でき、それがひいては投資を増大させ、生産力の向

上を促進することによって、経済成長率を高める効果を持つであろう'0)。

［４］公平性

税負担の公平`性に関連して、能力説の立場から議論する場合、水平的公平

と垂直的公平の２つの側面に区別して考える必要がある。はじめに、水平的

公平の観点からみた場合、支出税は所得税より望ましい税であると言える。

なぜなら、所得税が貯蓄志向の個人に同額の課税前所得を持つ現在消費志向

の個人より相対的に重い税負担を強いるのに対して、現在消費と貯蓄との間

の選択に中立的な支出税は、前節でみたように両者を対等に取り扱うことが

できるからである。

他方、垂直的公平に関して、一定の税率で課される支出税のような課税ベー

スの広い消費税の所得階層別にみた税負担は逆進的になる、としばしば主張

される。この主張は、消費税が現在消費と貯蓄を対等に取り扱うというより

もむしろ現在消費に比べて貯蓄を優遇するという考え方に基づいていると思

われるが、正しいとは言えない。支出税タイプの消費税は、現在消費と貯蓄

との間の相対価格に影響を及ぼさないので、現在消費志向の個人に比べ貯蓄

志向の個人を優遇することはないからである。確かに、所得が増加するにつ
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れて平均貯蓄性向は上昇するが、金持ちが貧乏人より有利な取扱いを受ける

ことはないのである。したがって、所得階層別にみた支出税の負担は、逆進

的ではなく比例的になる。

しかし支出税は、以下に示すように、現行の累進所得税の下で採用されて

いるのと類似の手法を用いることにより、比較的容易に累進税の形態をとる

こともできる。１つは、いくつかの人的控除を組み合わせて一定の課税最低

限の水準を設定し、その水準を超える消費支出に一定の税率を適用する方法

が考えられる。例えば、１人当たり200,000円の控除に500,000円の基礎控除

を加えた金額を超える消費支出に対して10％の税率で支出税が課されるケー

スを考えよう。

この場合、扶養家族のいない独身者は、課税期間の消費支出が700,000円

以下であれば税を一切負担しなくて済む。消費支出が1,000,000円であれば

税負担額は30,000円となり、これは彼の消費支出の３％に相当する。消費支

出が1,400,000円に増えると、税負担額は消費支出の５％に相当する70,000円

となる。こうして、消費支出の増加にともなって実効税率は着実に上昇し、

消費支出が2,700,000円へ増加するとき税負担額は200,000円となり、実効税

率は7.4％へ上昇する。

４人家族の場合は、1,300,000円の消費支出までは支出税は課されない。

消費支出が2,700,000円のときの税負担額は140,000円で実効税率は５８％であ

るが、消費支出が4,700,000円へ増えると、税負担額は340,000円となり実効

税率も7.2％へ上昇する。

このように支出税は、課税最低限の水準を設けることによって、一定の税

率の下でも累進税になり得るのである。この場合、消費支出がある特定の金

額を超えて増加していくのにともなって課税最低限の水準が低下していくよ

うな調整措置を講じるならば、実効税率の累進度は一層強化されることにな

るであろう。

もう１つは、課税最低限を超える消費支出を複数の段階に区分し、各段階
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にそれぞれ異なる税率を適用する方法である。例えば、課税最低限を超える

最初の消費支出1,500,000円に10％、次の1,500,000円に15％、その次の段階

の消費支出に20％というように、漸次税率を高めていくやり方である。

しかし、この累進支出税の下では累進所得税のケースと同様、若干の問題

が発生する。第１は、インフレの期間中、毎年一定の金額を実質消費する個

人は、必然的により高い税率段階へ押し上げられてしまうという、いわゆる

インフレによるブラケット・クリープ（bracketcreep）の問題である。こ

れを上の累進税率の数値例を用いて説明しよう。

今年〈独身者が1,400,000円の消費支出を行ったとすると、彼の税負担額

は70,000円で実効税率は５％である。インフレが発生して物価水準が２倍に

上昇したにもかかわらず、彼がこれまで同様1,400,000円の実質消費額を維

持するとすれば、彼の今年の名目消費額は2,800,000円に倍増し、その結果、

税負担額も240,000円へ大幅に増加する。この税額をインフレ前の基準で評

価し直したとしても、120,000円と当初のそれの２倍近くの大きさになる。

このインフレに起因するブラケット・クリープの問題を解決するためには、

消費支出の物価スライド制（indexation）を実施する必要があるが、他方で

こうした措置は税システムを複雑にするマイナス面も持っている。

第２の問題は、労働と余暇との間の人々の選択に関して生ずる。累進税率

の下では労働に比べて余暇の魅力が従来より高まるので、支出税は人々の労

働意欲にマイナスの影響を及ぼす傾向が強くなる。

第３の問題は、人々の消費活動のタイミングに歪みをもたらすことである。

例えば、３年間で同額の3,000,000円を消費する２人の個人（Ａ，Ｂ）に着目

しよう。個人Ａは毎年均等に1,000,000円ずつ消費するのに対し、個人Ｂは

１年目に500,000円、２年目に1,500,000円、３年目に1,000,000円消費すると

考える。累進支出税の下で両者の３年間の税負担額を比較した場合、消費活

動が不規則な個人Ｂの方が規則的な個人Ａを上回る可能性が高くなる。もち

ろん、消費支出の平均化措置を講じることによって両者の間の税負担の不公
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平を解消することはできようが、この措置もまた税システムを複雑化する方

向へ作用し、実務費用を増大させる結果を招くことになるであろう。

［５］簡素性

表１で示されたように、純粋タイプの支出税は個人レベルで徴収されるが、

支出税の下で個人に要求される情報のほとんどは、現行の所得税の下でもす

でに要求されているものである。ただ、贈与や借入れ等の例にみられるよう

に、従来の所得税より多くの情報を必要とする分野もあれば、逆に、減価償

却やキャピタル・ゲイン（ロス）などのように情報を必要としなくなる分野

も存在する。

また、これまで所得税の申告が簡単に済んでいた個人に対しては、支出税

はより多くの要求を課すことが予想されるが、これまで複雑な所得税の申告

を強いられていた個人にとっては、逆により少ない要求で済み、手続きの簡

素化が期待されよう。平均的な個人についてみても、所得税に代わって支出

税を課すことがこれまで以上に実務上の負担を高めることになるとは思えな

いｏ

簡素性の観点からみて、支出税制の簡素化につながる最も良い方法は、消

費のタイプによって設ける特例措置の数を極力制限することである。という

のは、特例措置の数が多ければ多いほど、納税者である個人の事務負担が大

きくなるからである。

支出税の下では、法人企業は消費者に該当しないという理由から法人税は

廃止される。その結果、法人企業の事務負担が大幅に軽減されるばかりでな

く、税システム自体もかなり簡素化されることになる。ただし、個人によっ

て提供される情報をより正確に把握する意味から、第７節で述べるような法

人部門を含める方法も考えられるが、これは簡素性の観点からみれば望まし

いとは言えない。

個人による正確な情報の提供が重要な要素となる支出税で懸念される点は、
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自らの税負担を少なくするために純貯蓄額を実際より大きくするインセンティ

ブが働く可能`性があるということである。さらに、利子や配当、あるいは借

入れを過少評価することによって税を逃れようとするインセンテイブが働く

可能性も無視できない。

この点に配慮する形で、アメリカ財務省のブループリントは適格勘定

(qualifiedaccounts）を、ミード委員会報告は登録勘定（registeredac‐

counts）を設けることを提案している'1)。これらの勘定の下では、資産の購

入は課税ベースから控除され、資産から得られる収入は課税ベースに含まれ

る。ただ、この方法が余計な事務負担を帳消しにして余りある脱税防止に役

立つかどうか、評価するのは容易ではない。

［６］価格効果

支出税が物価水準に及ぼす効果は、消費者の貨幣支出額と経済における生

産物の売上げとの相互関係によって決定される。今、支出税が導入される前

の経済が均衡状態にあり、多数の消費者が－定額の消費支出を行うと仮定し

よう。この貨幣支出額は貨幣供給量と貨幣の流通速度との積で表すことがで

きるが、それが現行の物価水準ですべての財・サービスをちょうど購入する

に足る金額であるとすれば、物価水準が上昇することはあり得ない。

ここで支出税が導入されると仮定する。支出税が物価水準に及ぼす効果に

注目するために、政府支出の水準は一定であると考える。また、税システム

の変化によって貨幣供給量が増加することはないと仮定しよう。この場合、

消費者の貨幣支出額は増加しそうにはないので、少なくとも短期的には物価

水準が上昇する可能性は低いであろう。

もし支出税が所得税に代わって導入されるのであれば、物価水準は長期的

には下落するかもしれない。支出税は効率性を改善することによって、長期

的にみて所得税のケースより財・サービスの供給量を増大させる可能性を高

めるからである。税システムの変化が貨幣供給量の増加をともなわないなら

－１１－



琉球大学・経済研究（第62号）2001年９月

ぱ、この産出高の増大は物価水準を下落させる方向へ作用するであろう。

［７］法人企業の取扱い

支出税の下では、税額は個人レベルで計算ざれ納付されるため、法人企業

の申告・納税義務などは必要なくなる。しかしながら、個人の納税協力の改

善を図る観点から、法人企業の助けを借りるケースが考えられる。１つは、

法人企業に賃金、利子、配当などに関する個人の正確な情報を定期的に報告

するよう求める方法である。この方法は、個人が自らの所得を過少評価する

ことによる脱税を防止する効果を持つ。ただ、この場合法人企業は多少なり

とも事務負担を負うことになろうが、これは現行の所得税制の下での法人企

業の負担の度合いから判断して、さして問題にはならないであろう。

もう１つは、法人企業に個人の賃金ないしは給与の源泉課税を求める方法

である。この方法も現在の所得税制の下で採用されており、決して目新しい

ものではない。この場合、源泉徴収された税額分は算定された個人の税負担

額から控除される。個人の納税協力を促進する上でこの方法は効果的ではあ

ろうが、消費支出に課税ベースをおく支出税の中にこの方法を取り入れるこ

とは妥当ではないかもしれない。というのは、同額の賃金ないしは給与を持

つ個人間で消費支出の水準にかなりの相違がしばしば認められるため、賃金

ないしは給与が個人の消費支出ひいては税負担額の適切な指標であるとは必

ずしも言えないからである。

［８］耐久消費財の取扱い

自動車、住宅、家電製品などの耐久消費財は、１年限りで消費し尽くされ

ることはないため、消費者は複数年にわたってそれらの消費サービスを享受

することができる。その意味では、耐久消費財は企業によって用いられる

耐久資本財と類似の性格を持っていると言える。耐久消費財が消費者資本と

呼ばれる所以もここにある。
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耐久消費財に対する支出税の課税の仕方には次の２通りの方法がある。第

１は、そのような資産の購入時には課税せず、その使用から得られる毎年の

収入（消費サービスの価額）に課税する方法である。第２は、資産の購入時

に課税し、その後の収入を課税対象から除外する前納方式である。どちらの

方法をとるにせよ、同様な結果が得られる。これを具体的な数値例を用いて

説明しよう。

今、ある個人が1,000,000円で購入した自動車が１年目に433,333円、２年

目に400,000円、３年目に366,667円の輸送サービスを提供すると仮定する。

市場利子率を10％とすると、このサービスの割引現在価値は1,000,000円で

ある。もし自動車の保有者が第２の方法を選択し、自動車が購入時に20％の

税率で課税されたとすれば、彼は200,000円の支出税を負担することになる。

この場合、彼は上で示したような消費サービスの価額を測定し、それを課税

ベースに含める必要はない。他方、彼が第１の方法を選択すれば、２０％の税

率の下では１年目に86,666円、２年目に80,000円、３年目に73,334円の税額

を負担することになる。この税額の合計の割引現在価値は200,000円となり、

第２の前納方式のケースと同額になる。

両方式を比較したとき、耐久消費財がもたらす年々の消費サービスの価額

を測定したり実証したりする必要がないという点で前納方式は優れていると

言える。その反面、前納方式は購入時に税額の一括払いを要求するため、耐

久消費財の購入を資金面から阻害する効果を持つかもしれない。耐久消費財

の価格が高くなるほどこうした阻害効果は強まる恐れがあるが、耐用期間に

わたって価格ならびに税額を分割して支払う方法を用いることでこうした阻

害効果を回避することができるであろう。

自動車や住宅などの耐久消費財について、実際、しばしばみられることで

あるが、それらの資産が最終的に廃棄される前に転売される場合の資産の再

販売に対する支出税の取扱いについても検討を要する。

今、個人Ａが自ら所有する耐久消費財を個人Ｂに再販売すると仮定しよう。
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この場合、再販収入（仲介手数料などの再販売費を除く）の全額が売り手で

ある個人Ａの所得に算入され、買い手である個人Ｂの購入費用は購入年の所

得から控除される。ただし、個人Ｂがその後当該資産を売却するなりして得

た収入などはすべて個人Ｂの所得に算入される。もし個人Ａが耐久消費財の

再販売によって得た収入を他の資産の購入に当てるかもし〈は貯蓄に回した

場合には、その購入費用または貯蓄額と再販収入とが相殺され、支出税の負

担は先送りきれる。

個人Ａが再販売の時点ですでに支出税の全額を前納している場合には、彼

は再販収入を課税ベースに含める必要はない。また、再販収入を別の耐久消

費財に再投資するとしても、その資産から得られる収入は彼の所得には算入

されない。

［９］導入にともなう問題点

税制改革には多かれ少なかれ問題がつきものであるが、支出税の導入に関

しては以下のような問題点を指摘することができる。第１は、新税としての

支出税に対する国民の理解と協力を得るのに要する実務上の費用の問題であ

る。支出税は納税者である多数の個人にとってまったく馴染みがない税であ

るため、それの導入にともなう実務費用もかなりの額に上ることが予想され

る。ただ、支出税は現行の所得税と類似の特徴を備えているので、個々人は

新税の仕組みをいちから学習する必要はなく、課税ベースなど現行の所得税

との相違点を正確に理解することで事足りるであろう。

第２は、個人の消費活動のタイミングに関する問題である。個々人は支出

税が実施に移される前に消費活動を加速することにより、支出税の支払いを

できるだけ避けようとするインセンテイブが働くかもしれない。例えば、支

出税の実施が来年の年初から予定され、しかも遡及力を持たないと仮定しよ

う。その日以後になされる貯蓄はすべて課税ベースの決定に際して所得から

控除され、負の貯蓄はすべて所得に含められる。この場合、個々人は支出税
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の実施日前に純貯蓄を取り崩して消費に向けるならば税額を節約できる。需

要のこうした変化は、経済における生産高や価格を撹乱させる要因となるで

あろう。

こうした需要変化の度合いを減少させる方法として、支出税の段階的導入

が考えられる。例えば、純貯蓄の控除割合をゼロパーセント（課税ベースは

所得）から100パーセント（課税ベースは消費）へ段階的に上昇させていく

のである。さもなければ、純貯蓄の控除割合はゼロパーセントから一挙に１０

０パーセントへ上昇する結果となってしまう。もし初年度の純貯蓄の控除割

合を25パーセントに設定すれば、支出税の実施日前に消費を行おうとするイ

ンセンテイブは段階制を設けないケースの４分の１に弱められる。

もちろん、この支出税の段階的採用には、①移行期間を長びかせる、②移

行期間中の税システムが複雑化する、③支出税の利益が完全に享受される期

日を先延ばしする、などの欠点があるが、それがもたらす税収増は支出税に

対する政治的抵抗をかわす効果を持つかもしれない。

第３は、所得税から支出税への税システムの変化が資本や労働などの生産

要素の産業間の流れに変化をもたらし、経済的に利益を得る部門と損失を被

る部門を生み出すという問題である。支出税の導入は、現行の所得税制の下

での貯蓄や資本形成に対する不利な条件を除去することによって、資本財に

対する需要を増大させ、その生産を活発化する効果を持つであろう。その結

果、製造企業の多くが売上高の増加という形で利益を享受することができよ

う。

その一方で、支出税の導入が住宅産業などに与える不利益も見逃すことは

できない。というのは、現行の所得税制の下で認められているような住宅取

得税額控除などの持ち家を促進するための優遇措置が、支出税では消滅して

しまうからである。

第４は、貯蓄に対する二重課税の問題である。すなわち、支出税の導入前

に所得税が課されていた貯蓄資金は、支出税の実施後に消費財の購入に使用
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されるとき支出税が課されることになり、二重課税が生ずるというものであ

る。そのよい例は、退職後の消費支出を退職前の貯蓄で賄うことを予定して

いる高齢者にみられる。貯蓄ですでに所得税を負担した高齢者は、それを消

費に使用するとき新たに支出税を負担する羽目になるのである。ただ、わが

国の高齢者に認められている所得税のマル優制度の下では、これは、さした

る問題とはならないかもしれない。

また、新築住宅を購入するために貯蓄している個人についても同様な問題

が生ずる。その個人が住宅を購入する前に所得税から支出税へ移行した場合、

すでに所得税が課された貯蓄資金で住宅を購入すると改めて支出税を負担し

なければならなくなるからである。

［10］むすび

特に1970年代後半以降、税制改革の選択肢の１つとして注目を集めている

支出税は、直接税タイプで人税に属する点では所得税と共通しているが、所

得から純貯蓄を差し引いた消費を課税ベースとする点で所得を課税ベースと

する所得税と基本的に相違している。

支出税は、効率性、公平性、及び簡素性のいずれの側面からみても、所得

税より優れた特徴を備えている。まず効率性に関連して言えば、支出税は貯

蓄や投資に対する不利な取扱いを排除することによって資源配分の効率性を

確保することができる。また、インフレによって効率`性を損なうこともない。

さらに、貯蓄や投資が課税ベースから控除されるので、減価償却あるいは資

本減耗引当て措置を講じる必要がなくなるばかりでなくキャピタル・ゲイン

やキャピタル・ロスに配慮する必要もなくなる。

支出税は一定の税率で課されるとき、現在消費と貯蓄との間の相対価格に

影響を及ぼさないので、水平的公平を確保できるほかその所得階層別負担は

逆進的ではなくむしろ比例的になる。また、支出税は所得税のケースと同様、

人的控除及び（もしくは）累進税率を適用することにより比較的容易に累進
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税の形態をとることもできる。ただしその場合、インフレによるブラケット．

クリープや人々の消費活動のタイミングを歪めるなど累進課税に特有の問題

が生じることも確かである。

支出税の下では、減価償却やキャピタル・ゲイン（ロス）などの取扱いに

付随する問題を避けることができるのに加え法人税も原則として廃止される

ので、税システムの大幅な簡素化が期待できよう。ただ、個人の納税協力の

改善を図る観点から、個人への支払いに関する報告や賃金・給与の源泉課税

など法人企業の助けを借りるケースも考えられる。さらに、支出税は特にそ

れが貨幣供給量の増加をともなうのでなければ、インフレ効果を持つことは

ない。むしろ、長期的には、生産性の拡大を通じて物価水準を下落させる可

能性が高い。

支出税について懸念きれる主要な問題は、その導入に際して生ずる。すな

わち、新税の支出税に対する国民の理解と協力を得るのに要する実務上の費

用の問題、個人の消費活動のタイミングに関する問題、所得税から支出税へ

の税システムの変化が資本や労働などの生産要素の産業間の流れに変化をも

たらし、経済的に利益を得る部門と損失を被る部門を生み出すという問題、

貯蓄に対する二重課税の問題、などがそれである。

支出税のような一般消費税の下では、複数年にわたってサービスをもたら

す住宅や自動車などの耐久消費財の取扱いについても問題が生じる。年々の

サービス価額の測定には困難がともなうとすれば、税額の分割払いを併用し

た購入時に課税する前納方式が実用的であるように思われる。その際、再販

売の時点で非課税とする配慮が必要になる。

【注】

1）Ｍｉｌｌ（1861)，“MinutesofEvidenceTakenBeforetheSelectCommittee

onlncomeandPropertyTax，，。これはRobson（1967）に再録されている。

2）Marshall（1917)，“TheEquitableDistributionofTaxation，，。これは
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Pigou（1925）に再録されている。

３）Pigou（1928）

４）FisherandFisher（1942）

５）Kaldor（1955）

６）Andrews（1974）；USDepartmentoftheTreasury（1977）；Institute

forFiscalStudies（1978)。その他、ＫａｙａｎｄＫｉｎｇ（1978）；Bradford

（1980）；Graetz（1979,1980）；Mieszkowski（1980）；Bradfordandthe

USTreasuryTaxPolicyStaff（1984）なども参照されたい。

７）AaronandGalper（1985)，ｃｈａｐ４

８）これについては、Weidenbaum（1996）；Seidman（1997）参照。

９）ケイとキング及びアーロンとガルパーは、この立場をとっている。Ｋａｙａｎｄ

Ｋｉｎｇ（1978）；AaronandGalper（1985）

10）ただし、この場合、貯蓄が増加する度合いは貯蓄の利子弾力性に依存するが、

この大きさを予測するのは容易なことではない。この点については、Boskin

（1978）；ＨｏｗｒｅｙａｎｄＨｙｍａｎｓ（1978）；McLure（1980）などを参照。

11）USDepartmentoftheTreasury（1977）；InstituteforFiscalStudies

（1978）
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