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消費税と所得税の比較

知念裕

［１］はじめに

本稿は、効率性、公平'性、簡素性、及び国際的な観点から、理論的に消費

税と所得税の特徴の相違点を明確にするとともに消費税の基本的`性格を明ら

かにすることを目的としている。ここでのねらいは、消費税と所得税の特徴

の基本的相違を強調することにあるので、双方とも課税ベースの広い税を念

頭においている。すなわち、所得税はロバートヘイグ（ＲＭ・Haig）と

ヘンリー・サイモンズ（ＨＯＳｉｍｏｎｓ）の包括的所得の考えに基づき、個

人が賃金、給与、利子、または配当などの生産要素の供給の対価として受け

取る貨幣所得、年金、恩給、遺産あるいは贈与などの政府または他の個人か

ら受け取る移転所得、自家消費用の生産物や持ち家などから生じる帰属所得、

それに実現ならびに未実現のキャピタル・ゲインなどすべての源泉からの所

得を課税ベースに含めているｎ.個人の支出面に着目すれば、それは消費プ

ラス純資産の増分として定義される。

また、消費税は、その徴収方法の差異などに関係なく、付加価値税や小売

売上税といった間接税タイプの一般消費税だけでなく、支出税のような直接

税タイプの一般消費税も含んでいる。

第２節では、効率性の観点から、個人の消費と貯蓄との問ならびに労働と

余暇との間の選択に照らして消費税と所得税の特徴を比較検討する。第３節

においては、公平`性の側面に着目し、水平的ならびに垂直的公平の観点から

両税の比較を行い、第４節では、簡素性の観点からｔ特に減価償却、キャピ

タル・ゲインの取扱いに着目して両税の特徴を比較検討する。第５節におい

ては、国際的側面に照らして、所得税から消費税へのシフトが国際収支に与

える効果を検討し、最後の第６節では、所得課税から消費課税への移行にと
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もなう問題点を取り上げる。

［２］効率性

（１）消費と貯蓄との間の選択

はじめに、個人の消費と貯蓄との間の選択に着目し、所得税と消費税が彼

の選択に及ぼす影響について、具体的な数値例を用いて比較検討しよう。今、

ある個人が今期において100,000円の所得を稼得したと仮定する。また、市

場利子率は10％の水準にありインフレは存在しないと考える。

表１のケース１は、彼が稼得した所得に対していかなる税も課税されない

ケースを示している。彼は、自らの所得を直ちに支出することによって、消

費財・サービスを100,000円分購入することもできるし、貯蓄へ回すことに

よって毎年10,000円の利子所得を受け取ることもできる。この将来所得とし

ての利子所得は、稼得所得が貯蓄される限り生じるであろうが、逆にそれが

消費されると消滅するので、利子所得は現在消費に対する代償（もしくは機

会費用）とみなすことができる。この場合、将来所得を毎年10,000円獲得す

るために差し控えなければならない現在消費の額は100,000円であるので、

現在消費と将来所得との間の価格比率は現在消費1.00に対して将来所得０１０

の割合になる。

ここで、限界税率30％の所得税が導入されると上のケースにどのような変

化がみられるであろうか。所得税は今期の所得に課されるだけでなく、今期

の貯蓄から得られる利子所得にも課税される。表１のケース２に示されるよ

うに、彼が稼得した100,000円の所得は、それが貯蓄へ回されるか否かに関

係なく、課税後は70,000円へ減少する。もし彼がその金額を直ちに消費すれ

ば、現在消費を70,000円分増やすことができるが、その金額を貯蓄へ回すこ

とになれば、今期の所得に課される30,000円の所得税だけでなく、貯蓄から

派生する年々の利子所得7,000円に対しても2,100円の所得税を毎年負担しな

ければならない。後者において生じる貯蓄の二重課税により、彼の手許に残
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る課税後の年々の利子所得は4,900円へ減少する。この場合、現在消費を

70,000円差し控える見返りに獲得できる年々の将来所得は4,900円となるの

表１．現在消費と将来所得の相対価格に及ぼす所得税と消費税の効果（単位：円）

ケース４

前納消費税(3０

ケース１

非課税

ケース２

所得税（30％

ケース３

消費税（30％

で、現在消費と将来所得との間の価格比率は現在消費1.00に対して将来所得

0.07の割合になる。その結果、所得税のもとでは、非課税のケースに比べ現

在消費は割安、将来所得は割高となり、稼得所得を貯蓄から現在消費へ振り

向けるインセンティブが働く。

次に、個人の消費と貯蓄との間の選択に及ぼす消費税の影響をみるために、

所得税のケースと同様、３０％の限界税率が適用されるケースを考える。ただ

し、この場合の課税ベースは所得自体ではなく所得のうちの消費支出の部分

に限定される。表１のケース３に示されるように、100,000円の稼得所得が

直ちに消費されるとき、30,000円の消費税が課された後に彼が消費財・サー

ビスを購入できる金額は70,000円となる。これに対して、100,000円の全額

が貯蓄へ回され、それから派生する年々の利子所得が消費されるときには、

100,000円には課税されず、年々の利子所得10,000円が課税の対象になるの

で、3,000円の課税がなされた後に彼が消費財・サービスを購入できる年々

－４１－
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の金額は7,000円になる。

そのため、このケースにおいては、年々の将来所得7,000円と引き換えに

放棄される現在消費の額は70,000円となり、現在消費と将来所得との間の価

格比率はケース１と同じく現在消費100に対して将来所得010の割合で示さ

れる。

個人が貯蓄を志向する動機としては、上で述べたように自分自身の将来消

費を増やすケースが一般的であろうが、それ以外に例えば、跡継ぎへの譲渡

や自分の名声・信頼を確保することを意図して貯蓄するケースも考えられる。

このケースにおいては、彼は完全に消費税の課税を免れることによって一般

の消費者に比べ課税上有利な立場に立つことになるのであろうか2)。

この問題に答えるために、表lのケース３に再度着目しよう。100,000円

の稼得所得が貯蓄されることによって生ずる毎年10,000円の利子所得が実際

には消費されなかったとしても、その実質価値は消費財・サービスに対する

購買力ではかることができる。10,000円の所得は、課税後でみると7,000円

分の消費財・サービスしか購入できないので、その実質所得は7,000円であ

る。結局、このケースにおいても、上のケースと同様、70,000円の現在消費

に見合う年々の実質将来所得は7,000円となり、両者の間の価格比率はやは

り現在消費1.00に対して実質将来所得010の割合になる。

こうして、消費税は貯蓄の動機が将来消費であろうと資産形成であろうと、

現在消費に比べて貯蓄を不利な立場におくことはないことがわかる。

表１のケース４は、個人の消費と貯蓄との間の選択に及ぼす前納消費税の

影響を示している。前納消費税がケース３の消費税と異なるのは、消費が実

際に行われるか否かに関係なく直ちに消費税が課税され、貯蓄から得られる

年々の利子所得は課税の対象としない、とする点にある。このように、実際

の消費がなされる時点では税務当局が消費税を徴収せずに済ますことができ

るのは、この前納方式（theprepaymentmethod）の実行上の利点である

と言えるかもしれない。
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前納方式は、特に支出税のもとでしばしば用いられる方法であるが、消費

と貯蓄との間の相対価格に及ぼす効果の観点からみると、ケース３と変わら

ない。このことを明らかにするために、前納消費税の限界税率の水準をケー

ス３と同様な30％に設定しよう。前納方式のもとでは、100,000円の稼得所

得に対して、それが消費されるか貯蓄されるかに関係なく、直ちに30,000円

の消費税が課税される。彼がその課税後所得を直ちに消費すれば、70,000円

分の消費財・サービスを購入することができる。課税後に彼の手許に残る

70,000円を貯蓄へ回したとしても、それから得られる毎年7,000円の利子所

得については消費税が課税されることはない。

したがって、このケース４においても、ケース３と同様、70,000円の現在

消費に見合う年々の将来所得は7,000円であり、両者の間の価格比率も現在

消費1.00に対して将来所得010の割合で示される。

このように、消費税は通常の方式であれ前納の方式であれ、個人の消費と

貯蓄との間の選択に関して中立的となる。

一定の税率で課される消費税は、所得税とは異なり、インフレのケースで

も消費と貯蓄との間の個人の選択を撹乱する効果を持たない。このことを上

の数値例にあてはめて説明しよう。すなわち、ある個人が今期100,000円の

所得を稼得したと想定し、市場における実質利子率は10％であると仮定する。

また、インフレ率は８％であると考えよう。このインフレ率のもとで、実質

利子率が10％の水準を維持するためには、名目利子率は188％の水準になけ

ればならない。なぜなら、18.8％の名目利子率のもとでは、今期の100,000

円の所得は次期には118,800円へ増加するが、この金額はインフレ率を考慮

に入れた今期の金額で再評価すると110,000円にしかならないからである。

こうして、100,000円の貯蓄から生じる実質的な利子所得は10,000円である

ので、この場合の実質利子率は10％になる。

ここで、３０％の限界税率を有する所得税が課税されたとしよう。彼が課税

後所得を直ちに消費するとすれば、70,000円分の消費財・サービスを購入す
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ることができる。それに対して、課税後所得を貯蓄へ回すと、次期の所得は

18.8％の名目利子率のもとで83,160円へ増加するため、13,160円の名目利子

所得が得られる。この名目利子所得にかかる所得税3,948円を差し引いた後

の次期の所得は79,212円となるが、この金額は今期の73,344円に相当する。

このことから、70,000円の貯蓄が実質的に生む利子所得は3,344円であるこ

とがわかる。

この場合、70,000円の現在消費を放棄することによって得られる年々の実

質利子所得は3,344円であるのでず現在消費と実質将来所得との間の価格比

率は現在消費LOOに対して実質将来所得0.0478の割合になる。この比率をケー

ス２（現在消費１００対将来所得0.70）と比べてみた場合、所得税の貯蓄に対

する不利な取扱いが、インフレによってかなり強化される結果となっている。

消費税はこうしたインフレによる貯蓄への不利な歪みも完全に回避するこ

とができる。今、所得税に代わって限界税率30％の消費税が課税されたとし

よう。彼が課税前所得100,000円を今期消費すると、70,000円分の消費財・

サービスを購入することになり、課税前所得をすべて貯蓄へ振り向けると、

今期は消費税が課税されることはない。１８８％の名目利子率のもとでは、次

期の貯蓄額は118,800円へ増加するが、その実質価額は110,000円であるので、

次期における実質利子所得は10,000円となる。しかし、消費税率30％のもと

では、この所得による実質的な消費財・サービスの購入額は7,000円へ減少

する。

このようにして、70,000円の現在消費と引き換えに得られる年々の実質利

子所得は7,000円となり、両者の間の価格比率はケース１と同じく現在消費

１００に対して実質将来所得010の割合で示される。その結果、消費と貯蓄と

の間の選択へ及ぼす消費税の中立性は、インフレによっても損なわれること

はない。

（２）労働と余暇との間の選択

個人の消費と貯蓄との間の選択に関して、消費税は所得税より効率性の点
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で優れていることが明らかになったが、個人の労働と余暇との間の選択に関

してみた場合にはどうであろうか。それに関して、消費税は以下の理由によ

り所得税に劣ると主張する向きがある。すなわち、消費税の課税ベースは所

得税のそれより狭くなるので、同額の税収をあげようとすれば消費税の限界

税率の水準を所得税のそれより高く設定する必要があり、この高い限界税率

が課税後の労働に対する報酬を一層低下させることによって、労働意欲を阻

害する度合いも所得税より大きくなるというのである。

この主張は、ある意味では正しいと言えよう。というのは、実務上余暇に

課税するより労働に対する報酬やその使途に課税する方が比較的容易なこと

から、税のほとんどが余暇に比べ労働に対する報酬を低下させることにより、

個人の労働と余暇との間の選択を多かれ少なかれ歪める傾向を持っているか

らである。その場合には、確かに限界税率の高い税ほど労働に対する報酬を

低下させる度合いも高くなるであろう。

しかし、ここでの問題は、所得税と同額の税収をもたらす消費税の限界税

率は必然的に所得税のそれより高くならざるを得ないのかということである。

この主張は、個人が労働を供給する目的としてもっぱら現在消費に着目し貯

蓄の存在を度外視していることによるが、現在消費と貯蓄の双方を同時に考

慮して労働供給を行う通常のケースではどうであろうか。

現在消費と貯蓄の双方に同時に配慮するケースにおいて、消費税の税率水

準は所得税のそれより必然的に高くなるのか否かを具体的な数値例を用いて

検討してみよう。はじめに、表１のケース２と同様、ある個人が今期稼得し

た100,000円の所得に対して限界税率30％の所得税が課されると考えよう。

また、市場利子率は１０％でインフレ率はゼロであると仮定する。さらに、彼

は100,000円の所得を現在消費に80,000円、貯蓄に20,000円割り当て、20,000

円の貯蓄はもっぱら将来消費を目的としていると仮定する。

この場合、今期の所得税額30,000円のうち、24,000円は現在消費への配分

からの課税分、6,000円は貯蓄への配分からの課税分である。彼の行動が課
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税による影響を受けないとすれば、課税後所得70,000円のうち、56,000円が

今期の消費に配分され、14,000円が貯蓄へ回される。１０％の利子率のもとで

は、14,000円の課税後貯蓄から毎年1,400円の利子所得が生じるが、それに

対しても毎年420円の所得税が課税される。この所得税額の現在価値は4,200

円であるので、貯蓄部分から徴収される所得税の総額は10,200円となる。今

期の所得税額30,000円に4,200円を加えると所得税額の現在価値34,200円が得

られるが、この金額の課税前所得100,000円に対する限界実効税率は342％

になる。その結果、課税前消費80,000円に対する限界税率は30％（24,000／

80,000円）のままであるが、課税前貯蓄20,000円に対する限界実効税率は５１

％（10,200円／20,000円）となる。

次に、所得税に代わって消費税が課税されるケースを考えよう。所得税と

同額の現在価値を有する消費税を徴収するのに、３４２％の限界税率が求めら

れる。この税率水準のもとで、80,000円の課税前消費に対して27,360円の消

費税が直ちに徴収される。さらに、20,000円の課税前貯蓄から得られる毎年

2,000円の利子所得に対しても684円の消費税が毎年課税されることになるが、

この税額の現在価値は6,840円であるので、総額でみた消費税額の現在価値

は、所得税のケースと同様、課税前所得100,000円の34.2％に相当する34,200

円となる。しかし、課税前消費に対する限界税率と課税前貯蓄に対する限界

実効税率の双方とも342％で相違しない点が所得税のケースと異なっている。

以上のことから、現在消費に関しては所得税の限界税率は消費税のそれよ

り低くなるが、貯蓄に関しては逆に、所得税の限界実効税率が消費税のそれ

をかなり上回る結果となっている。したがって、消費税は、その限界税率が

同額の税収をもたらす所得税のそれより高くなることを通じて、個人の労働

意欲を阻害する効果も一層大きくなる、とする主張は一概に正しいとは言え

ない。
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［３］公平性

はじめに、水平的公平の観点から所得税と消費税を比較した場合、所得税

は貯蓄志向の個人に比べ、同額の課税前所得を持つ現在消費志向の個人を課

税上優遇するのに対し、消費税は現在消費志向の個人と貯蓄志向の個人とを

課税上差別することはないので、消費税は所得税より優れた税であると言え

る。

また、それとの関連で、消費税は労働所得には課税されるが、資本所得に

課税されることはない、という主張がしばしばなされる。その主張にしたが

うと、主に労働所得に依存する個人は、資本所得に主として依存する個人に

比べて不利な取扱いを受けることになるであろうが、その主張が誤りである

ことは前節のケース３とケース４の議論から明らかである。例えば、ケース

３において、100,000円の労働所得が今期消費されるときには直ちに30％の

税率で課税され、今期は消費されずに貯蓄へ回されたときでも、それから派

生する利子所得には今期の消費に適用されるのと同率で課税された。

所得税のもとでは、労働所得への依存度が高い個人に比べて同額の課税前

所得を持つ資本所得への依存度が高い個人の相対的な税負担は大きくなり、

水平的公平が阻害される。

次に、垂直的公平の観点に着目した場合、所得税は、課税最低限の水準を

設けるとともに（もしくは）累進税率を適用することによって、累進的な税

負担を容易に確保できるのに対して、消費税の所得階層別にみた税負担は逆

進的になる、という主張が財政学の主流になっている感さえある。この主張

は、消費税は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

が、正しいとは言い難い。前節のケース３とケース４でみたように、消費税

は現在消費と貯蓄との間の相対価格を歪めないので、現在消費志向の個人に

比べて貯蓄志向の個人を優遇することはないからである。所得が増加するに

つれて平均貯蓄'性向が上昇するのは確かであるが、高額所得者が低額所得者

より有利な取扱いを受けることはない。その意味で、一定の税率で課される
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消費税の所得階層別負担は逆進的ではなく比例的になると言える。

なお、支出税のような直接消費税のケースにみられるように、消費税は所

得税のケースと同様、課税最低限の水準を設定するとともに（もしくは）累

進税率を適用することによって累進的な税負担の形態を採ることももちろん

可能である:))。また、付加価値税や小売売上税などの間接消費税のケースに

おいても、主として次の２つの方法を採用することによって多少なりとも税

負担の累進』性を確保することができる。1つは、低額所得者の家計の予算に

占める支出割合が大きい食料品などの生活必需品に対して軽減税率ないしは

ゼロ税率を適用する方法であり、もう１つは、所得税の税額控除制を活用す

ることによって、低額所得者に対して必要最小限の消費支出にかかる消費税

額の税額控除ないしは還付を認める方法である4)。

前者は、実際にヨーロッパ諸国などの付加価値税やアメリカの州売上税の

もとで採用されているが、財・サービス間の相対価格を変化させることによ

り、効率`性を阻害するばかりでなく、税制を複雑化するというマイナス面を

持っている。後者は、効率性及び簡素`性の観点からみれば前者より優れてい

ると言えるが、この場合には消費税の税額控除（還付）を受けるために、所

得税申告書を提出していない低額所得者も申告書の提出を義務付けられるこ

とになるという新たな実務上の問題が生じる。

なお、消費税は長期的には低額所得者の生活水準を改善する効果を持つか

もしれない。というのは、貯蓄を現在消費と同等に取り扱う消費税のもとで

は、所得税のケースに比べて貯蓄の増大が期待でき、それがひいては投資を

増大させ、経済の活性化を実現することによって、さしたる技術も身につけ

ていない低額所得者の雇用の増大を誘発する可能性が高くなるからである。

［４］簡素性

所得税については、従来、わが国においても経済政策上の意図からさまざ

まな特例措置が講じられてきたが、それがかえって税制を複雑化するひとつ
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の大きな要因ともなっていた。さらに消費税のケースとは異なり、減価償

却、キャピタル・ゲインなどの所得の測定に関連して生ずる所得税特有の問

題があることもたびたび指摘されてきたところである。ここでは、簡素`性の

観点から、減価償却、キャピタル・ゲインの取扱いに着目して所得税と消費

税の特徴を比較検討しよう。

（１）減価償却

所得税制のもとでの減価償却の取扱いは、課税ベースである所得の測定を

困難にすることから、所得税の実行上の問題のひとつに数えられる。減価償

却費の算定方法には、定額法、定率法、級数逓減法などがあるが、ここでは

級数逓減法を用いてこの問題を説明しよう。

今、ある個人が100,000円の貯蓄資金をある事業に投資すると仮定する。

さらに、その事業を営む者は当該資金を５期間にわたって総額123,332円の

収入を生む資本資産の購入に当てると考える。表２は、各期間における総収

入（資本費用込みの収入)、総収入の残存価額の現在価値、減価償却費、資

本所得の大きさを具体的な数値例で示している。

表２．資本資産の減価償却費と所得の測定（単位：円）

(備考）１．総収入は、各期間とも期末の数値である。

２．残存価額の現在価値は、各期間とも期首の数値であり、割引率

は10％を想定している。

－４９－

期間 総収入 総収入の残存価額の現在価値 減価償却費 所得

１
２
３
４
５

３
３
０
３
３

３
３
０
３
３

３
３
０
３
３

１
７
９
７
，

３
３
４
５
７

４
３
２
１

100,000

66,667

40,000

20,000

6,666

３
７
０
３
７

３
６
０
３
６

３
６
０
３
６

，
７
９
９
，

３
６
０
３
６

３
２
２
１

０
６
０
０
６

０
６
０
０
６

０
６
０
０
６

，
ｙ
ｙ
９

０
６
４
２

１
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ここで、各期間における総収入の残存価額の現在価値は、総収入を10％の

割引率で割り引いた価値の合計額で表され5)、減価償却費はその現在価値の

期間毎の差額で示されている。例えば、１期目の減価償却費33,333円は１期

目の現在価値100,000円から２期目の現在価値66,667円を差し引いた額であ

る。また、資本所得は総収入と減価償却費との差額で示されており、例えば

１期目の資本所得10,000円は総収入43,333円から減価償却費33,333円を差し

引くことによって得られる。

表２の数値例から明らかなように、減価償却費の算定にはかなりの困難を

ともなうことがわかる。というのは、その算定に当たっては、将来の総収入

や割引率の正確な予測が必要になるからである。将来の総収入は、とりわけ

将来の生産性や将来の買い手の嗜好、将来の競争の度合いなどに依存するが、

そうした未知数を事前にしかも正確に予測することは不可能に近いと言えよ

う。したがって、減価償却費の算定にはおのずとかなりの誤差を生む可能性

が高くなるのである。また、たとえ誤差は小さいにしても、納税者は煩雑で

詳細な事務処理を余儀なくされるであろう。

所得ではなく消費に課税される消費税は、こうした減価償却の取扱いに関

する問題を完全に回避することができるので、所得税に比べ大幅な実務上の

簡素化が期待できる。消費税のもとでは、個人の当初の貯蓄100,000円には

課税されないのに加え、当該資金による資本資産の購入も課税対象から除外

される。消費税は、その資本資産から得られる総収入が消費される時点で課

税されるが、その場合でも税額の算定は、消費額、消費の期日、税率を記録

するだけで事足り、所得税のように生産物の価値に具現化される資本資産の

時間的流れに配慮する必要はないのである。

（２）キャピタル・ゲイン

はじめにも述べたように、包括的所得ベースに従えば、キャピタル・ゲイ

ンについて実現したゲインだけでなく未実現のそれも課税所得に含まれる。

しかしながら、実現したゲインの課税は、資産の種類の何如にかかわらず、
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さしたる技術的困難をともなうことなく実行可能であるのに対して、未実現

のゲインの課税は、上場株式のような資産を除いては、毎年の評価を行うの

に大きな困難がともなう。たとえ実行に移したとしても膨大な費用がかかり、

しかもある程度窓意的にならざるを得ないであろう。このような理由から、

キャピタル・ゲインは実現したゲインに限って課税所得に含めるのが通例と

なっている。

また、インフレがキャピタル・ゲインの課税に与える影響も無視できない。

物価水準の一般的上昇によるキャピタル・ゲインは、購買力の実質的増加と

はならないので、公平性の観点からみてもそのようなゲインに対しては課税

すべきではない。このケースを具体的な数値例で説明しよう。いま、インフ

レ前に100,000円の賃金所得と100,000円の価値を有する資産を持つ個人を考

える。所得税率が30％で資産価値に変化がないとすれば、彼は30,000円の所

得税を支払うことになるであろう。ここでインフレ率が８％であり、名目所

得に対して所得税が課税されると仮定した場合、彼の納税額は賃金所得にか

かる32,400円とキャピタル・ゲインにかかる2,400円とを合計した34,800円と

なる。この金額の実質価値32,222円はインフレ前の納税額30,000円を上回る

ことになり、インフレが彼の税負担を増加させる結果をもたらす。このよう

な結果は、インフレに基づく擬制的キャピタル・ゲインに対する課税に起因

しているが、これはゲインの実現を阻む大きな要因になる可能性がある。

さらに、キャピタル・ゲインへの所得税の取扱いが納税者に課す事務負担

にも注目する必要がある。すなわち、資産を有する個人は、資産の種類や運

用先、資産取得の期日・方法・費用、資産の取得及び処分の際の取引費用、

資産処分の方法など詳細にわたって記録することを義務付けられる。これら

の事務負担は、保有資産の額が大きく、かつ頻繁に売買を行う納税者ほど大

きくなるであろう。

消費税のもとでは、キャピタル・ゲイン自体に課税されることがないので、

上で述べたようなキャピタル・ゲインの課税に関して生じる実務上の問題は
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起こらない。

［５］国際的側面

国際的側面から、所得税と比較した場合の消費税の持つ重要なメリットは、

輸入を抑制し輸出を促進することによって、国際収支を改善する効果が期待

できるという点である。というのは、消費税のもとでは、所得税とは異なり、

国際間で取り引きされる財・サービスに関して、その輸出にかかる消費税を

非課税ないしは還付するとともにその輸入に課税する、いわゆる国境税の調

整（bordertaxadjustments）を行うことが可能となるからである。実際、

わが国をはじめ付加価値税を採用している国々では、輸出品と輸入品につい

てこの国境税の調整が実施されている`)。

こうした国境税の調整をともなう消費税の導入がどの程度の国際収支の改

善効果を持つかは、次のような要因に依存する。すなわち、①消費税が所得

税の完全な代替財源であるのか追加的な財源にとどまるのか、②輸出品と輸

入品の希少性の程度、③消費税の導入にともなう金融政策の対応の変化、な

どがそれである。

所得税の完全な代替財源として導入する場合であれ、追加的な財源として

導入する場合であれ、消費税の導入によって一般物価水準が消費税率分上昇

するのであれば、消費税による国境税の調整は貿易収支にほとんど影響を与

えないであろう。なぜなら、輸出品に対する税額の還付は、輸出品の価格を

課税前の水準に据え置く一方、輸入品に対する課税は、輸入品の価格を競合

する国産品の価格と同等な水準までしか高めないからである。

しかしながら、消費税の課税にともなう一般物価水準の上昇は、通貨当局

が従来以上に通貨供給量を増大させるのでない限り起こりそうもない。消費

税の導入は、必然的に通貨当局のそうした行動を要求するわけでもないし、

通貨当局の方も財政システムの変化に対して自らの金融政策を調整すること

が不可避ないしは適当であるとみなすとは限らないのである。もしこうした
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金融緩和策が採られなかったならば、消費税を導入したからといって一般物

価水準が上昇することはないであろう。

そうかといって、国境税の調整をともなう消費税の導入が輸出品や輸入品

の相対コストや価格に影響を及ぼさないという保証はない。もし消費税が所

得税に取って代わるならば、消費に対する貯蓄のコストが低下するだけでな

く、労働に対する資本の超過コストも低下するであろう。また、国境税の調

整がなされる輸出品の生産に使用される労働と資本の双方のコストは、国産

品の生産に使用されるそれに比べて低下することが予想される。

この輸出品の生産コストの低下は、輸出品の収益性を上昇させることによっ

て輸出品の生産量を増加させる効果を持つであろう。この場合、輸出品の希

少性が低いなら、輸出品の生産量の増加がその市場価格に影響を与えること

はほとんどないと言えるが、希少性が高い輸出品であれば、生産量の増加は

その市場価格を低下させる方向に作用する。その結果、輸出額は輸出品の希

少性の何如を問わず増加するであろうが、増加の度合いは後者より前者のケー

スにおいて大きくなるであろう。

他方、輸入品に関してみると、輸入品の価格は競合する国産品のそれに比

べて上昇することが予想されるため、輸入額は減少するであろう。

こうした輸出と輸入の両面における調整を通じて、所得税に代わる消費税

の導入は、貿易収支を改善するのにかなり寄与するものと思われる。ただ、

その改善の速さは、税制改革によって誘発される生産コストの変化に対する

輸出業者と輸入業者の調整の速度に依存する。

消費税が所得税に対する完全な代替財源としてよりもむしろ追加的な財源

として課税される場合には、輸出品の生産に使用される労働及び資本のコス

トは、国境税の調整によって変化することはない。これらのコストは、国産

品の生産に使用されるそれより多少小さくなるであろうが、輸出品の生産量

を増加させるほどの効果は期待できないであろう。

他方、輸入品の価格は輸入の際に課される消費税の額だけ上昇する。適当
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な金融緩和策が採られないケースでは、輸入品の価格は競合する国産品のそ

れより高くなるため、輸入の減少によりある程度の貿易収支の改善が期待で

きるかもしれない。それに対して、適当な金融緩和策が実施されるケースで

は、輸入品の価格と国産品のそれとの価格差は生じないので、消費税の課税

が貿易収支に直接的な影響を与えることはないであろう。

［６］移行にともなう問題点

所得課税から消費課税への移行に際して生じる問題点としては、主に以下

の３点を指摘することができる。まず第１は、税制改革が個々人の経済活動

のタイミングに歪みをもたらすことである。すなわち、税制改革によって将

来有利な取扱いを受けると予想される活動については、それが実施されるま

で活動を引き延ばすインセンティブが働くのに対し、逆に税制改革によって

不利な取扱いを受けることになる活動については、それを見越して活動を速

めるインセンテイブが働く。将来の一定期日後に導入される資本財に関して、

所得税の加速度償却措置が認められる手はずになっているケースで、投資支

出がその期日まで手控えられるのは前者のよい例であり、消費税が一定期日

後に実施される運びになっているケースで、特に家庭用電気製品、家具、自

動車などの耐久消費財の買い急ぎが起こるのは後者のよい例である。

なお、後者におけるこうした課税前の購入意欲の高まりは、２つの問題を

発生させる。1つは、耐久消費財の売上げの急増が経済活動の一時的な活況

と停滞をもたらし、経済を不安定にするという問題である。このことは、生

産者による労働と資本の効率的利用を阻害することにもなりかねない。２つ

目は、物価水準を不安定にするという問題である。課税前における売上げの

急増が、消費税の導入期日の発表から実施に移されるまでの期間の物価水準

を押し上げる反面、消費税導入後の売上げの急落は物価水準を下落させる方

向に働くからである。

このタイミングの問題は、税制改革の規模が大きくなるほど重要性を増す
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と言える。なぜなら、個々人が自らの経済活動のタイミングを調整すること

から得る潜在的利益は、税制改革の規模に依存して大きくなるからである。

第２は、税制改革が個々人の保有する資産や活動に影響を及ぼすことによっ

て、当初予期しない利益もしくは損失を発生させることである。個々人が保

有する資産の魅力の度合いは、それに対する税制上の取扱いによって左右さ

れるので、所得税制のもとで優遇されている資産の価格はそうでない資産の

価格に比べ高くなる傾向がある。もし所得税に代わって消費税が導入される

と、それらの資産はすべて同等な取扱いを受けることになるため、従来優遇

されていた資産の所有者は損失を被る反面、優遇措置が適用されていなかっ

た資産の所有者は利益を得ることになる。

また、税制改革によって不利な影響を受ける活動の生産物に対する需要や

雇用が減少するのに対し、有利な影響を受ける活動の生産物に対する需要や

雇用は増大する。こうした個々人の経済活動への影響も、税制改革の規模に

依存し、それが大きくなるほど個々人の損失もしくは利益を受ける度合いは

大きくなる。

第３は、消費税が所得税に取って代わる際に生じる貯蓄に対する二重課税

の問題である。すなわち、所得税制のもとで所得税が課されていた貯蓄資金

が、消費税の導入後に消費財の購入に向けられた場合に消費税が課税される

というわけである。そのよい例は、退職前の貯蓄で退職後の消費支出を賄う

予定にしている高齢者にみられる。ただし、退職後の生活資金の大部分を所

得税の優遇措置が認められている年金に依存している高齢者にとっては、こ

れはさしたる問題とはならないかもしれない。

将来、新築住宅を購入する目的で貯蓄を行っている個人のケースでもそう

した二重課税の問題が起こり得る。すでに貯蓄に対して所得税を負担してい

る個人が住宅を購入する前に、所得税制から消費税制へのシフトが起こると

しよう。住宅サービスは一種の消費であるとみなすことができるので、通常、

それに対しても消費税が課税される。したがって、住宅サービスを非課税と
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する特例措置でも設けない限り、その個人は貯蓄に対してそれ相当の所得税

が課された上に、住宅の購入額に対して消費税を負担する羽目になるのであ

る。ただし、住宅の購入資金を貯蓄よりもむしろ所得税が課されないローン

で賄う部分が大きくなる個人ほど、この問題の重要性は薄れてくるであろう。

［７］むすび

これまで、効率'性、公平性、簡素性、及び国際的な観点から、消費税と所

得税の特徴について理論的な検討を加え、両者の基本的な相違点を明らかに

してきた。

まず効率性の観点から、個人の現在消費と貯蓄との間の選択に着目した場

合、所得税は貯蓄に対して二重に課税されることによって、現在消費に比べ

貯蓄を不利に取り扱うのに対し、消費税は、通常の方式であれ前納方式であ

れ、また貯蓄の動機が将来消費であろうと資産形成であろうと、現在消費と

貯蓄との間の選択に関して中立的となる。

また、インフレのケースでは所得税の貯蓄へ及ぼす不利な効果が一層強化

されるのに対し、消費税はこうしたインフレによる貯蓄への不利な歪みも完

全に回避することができる。

個人の労働と余暇との間の選択に関しては、消費税と所得税の双方とも多

かれ少なかれ個人の労働意欲を阻害する代替効果を持つと言えるが、阻害す

る度合いは限界税率の高さに依存する。同額の税収をもたらす両者の限界税

率の大きさを比較したとき現在消費については所得税の限界税率が消費税

のそれより低くなるのに対し、貯蓄については逆に、所得税の限界実効税率

が消費税のそれより高くなる。そのため、所得税より消費税のもとで労働意

欲の阻害効果が大きくなると一概に断定することはできない。

次に、公平`性の観点からみた場合、一定の税率で課される消費税は、所得

税とは異なり、現在消費と貯蓄との間の相対価格に影響を及ぼさないほか、

労働所得と資本所得を同等に取り扱うので水平的公平を確保することができ
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る。他方、垂直的公平に着目すると、消費税の所得階層別負担は逆進的では

なく比例的になるのであるが、支出税のもとでは所得税のケースと同様、課

税最低限の水準を設定するとともに（もしくは）累進税率を適用することに

より、累進税の形態を採ることも比較的容易にできる。また、付加価値税や

小売売上税のもとでも食料品などの生活必需品に対して軽減税率もしくはゼ

ロ税率を適用するかもしくは低額所得者に対して必要最小限の消費支出にか

かる税額控除ないしは還付を認めることにより、多少とも累進的な税負担を

確保することができる。

消費税のもとでは、減価償却やキャピタル・ゲインなどの所得の測定に関

連して生じる所得税特有の問題を完全に回避することができるので、その意

味では税制の大幅な簡素化が見込まれる。

国際的側面からみた場合、国境税の調整をともなう消費税の導入がどの程

度の国際収支の改善効果を持つかは、消費税が所得税の完全な代替財源であ

るのか追加的な財源にとどまるのか、輸出品と輸入品の希少性の程度、消費

税の導入にともなう金融政策の対応の変化、などに依存する。

消費税に関して懸念される主要な問題は、所得税制から消費税制の移行に

際して生ずる。税制改革が個々人の経済活動のタイミングに歪みをもたらす

こと、税制改革が個々人の保有する資産や活動に影響を及ぼすことによって、

当初予期しない利益ないしは損失を発生させること、消費税が所得税に取っ

て代わる際に貯蓄に対する二重課税が発生すること、などがそれである。

(注）

1）Ｈａｉｇ（1921）；Ｓｉｍｏｎｓ（1938)．

2）このことは、消費税は過度で永続的な能力の不平等をもたらすとのサイ

モンズの懸念の根拠でもあった。Ｓｉｍｏｎｓ（1938)，ｐ229

－５７－



琉球大学・経済研究（第64号）2002年９月

3）この点については、例えばKaldor（1955）；Andrews（1974）；US

DepartmentoftheTreasury（1977）；InstituteforFiscalStudies

（1978）；Graetz（1979,1980）；BradfordandtheUS・TreasuryTax

PolicyStaff（1984）などを参照．

４）これに関する議論は、USDepartmentoftheTreasury（1984）；Due

andMikesell（1994)にみられる。

５）一般には次の式で示すことができる。

ＰＶｉ＝Ｙｉ／(l＋r)+Ｙｉ,,/(l＋ｒ)2＋・・・

ここで、ＰＶｉはi期における総収入の残存価額の現在価値、Ｙｉはi期にお

ける総収入、ｒは割引率である。

６）この点について、詳しくは○ECD（1988）；Cnossen（1990）；Feldstein

andKrugman（1990）などを参照。
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