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消費税と政府間関係

知念裕

［１］はじめに

近年、世界的に地方分権推進の動きが大きくクローズアップされている中

で、公共サービスの供給にともなう支出責任が国レベルの政府から地方レベ

ルの政府に移譲される傾向が強まっている。しかし、真の地方分権を実現す

るためには、地方レベルの政府が支出面の責任だけでなく収入面の責任も同

時に担える環境を整える必要があることは言うまでもない。

こうした地方分権の観点からみた場合、国レベルの政府と地方レベルの政

府との間での権限配分の問題と併せて税源配分の問題が、今後、一層重要性

を増してくるものと思われる。実際、わが国においても、近年の地方分権推

進の流れの中で、補助金及び地方交付税の改革とのセットで税源移譲の問題

が人々の注目を集めている。

本稿では、国レベルの政府と地方レベルの政府との間の税源配分の問題に

関連して、現在、世界的に主要な税源を構成している消費税の政府間配分に

ついて理論と実際の両面から検討してみたい。まず、第２節においては、国

レベルの政府と地方レベルの政府との間で消費税の税源を完全に分離するの

と共有するのとでは、どちらの方が望ましいかについて理論的に考察する。

次いで、第３節では、消費税の税源を国レベルの政府と地方レベルの政府と

の間で完全に分離するケースに着目して、その政府間配分について検討し、

第４節では、消費税の税源を国レベルの政府と地方レベルの政府との間で共

有するケースにおける消費税の課税方法について検討を加える。なお、その

際、消費税としては、間接税タイプの消費型付加価値税と小売売上税を念頭

に置いている。
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［２］税源の分離か共有か

はじめに、消費税の税源を国レベルの政府と地方レベルの政府との間で完

全に分離するのと共有するのとでは、どちらの方が望ましいかという問題に

ついて検討しよう。その問題に関連して、マスグレイブ（RAMusgrave）

は、以下のように実務面の効率性を強調して後者の方が望ましいとの立場を

採っている。

序列意識に従えば、複数レベルの政府による税源の共有は望ましくない

ということになるかもしれない。例えば、アメリカにおいて連邦売上税

の採用に異議を唱える人々は、消費という課税ベースはすでに州政府に

所有されており、いまさら連邦政府との共有は認めるべきではない、と

主張している。しかしながら、こうした所有の意識にはほとんどメリッ

トがあるとは言えない。もし消費が複数レベルの政府にとって望ましい

課税ベースであると考えられるならば、それを複数レベルの政府が利用

すべきではないとする理由は何であろうか。複数レベルの政府による利

用は、政府間でうまく調整できれば、むしろ税務行政の簡素化につなが

り実務費用を減少させるというメリットを持つ')。

また、今日のように財政需要の水準が高いときには、多額の税収を生み出

しうる租税を複数レベルの政府がともに利用する方が、その税を１つのレベ

ルの政府が専有するよりも、税源の効率的な利用という点からみて望ましい、

とする向きもある2)。

他方、国レベルの政府と地方レベルの政府との間で消費税の税源を完全に

分離することによって、地方レベルの政府が消費税を専有することになれば、

消費税の課税ベースや税率水準を独自に決定することが可能となり、地方レ

ベルの政府の財政上の自主性やアカウンタビリティー（財政責任）が確保さ

れるであろう。また、その場合、納税者にとって負担と受益の関係が明白に

なり、地方レベルの政府の行財政の効率的運営が促進されることにもなる。

そのため、こうした税源の分離は、地方分権を重視する立場からみれば、望
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ましい選択であると言えよう。

さらに、税収が景気の動向に大きく左右される累進所得税や法人税とは異

なり、税収が景気の動向にさほど左右されずに安定している消費税は、税収

の安定性が特に重視される地方レベルの政府に配分するのが望ましいと言う

こともできるかもしれない．

以上のことから、国レベルの政府と地方レベルの政府との間で消費税の税

源を完全に分離するケースとそれを共有するケースのどちらが望ましいかに

ついて、一概に判断を下すことは必ずしも容易であるとは言えない。

［３］税源分離のケース

国レベルの政府と地方レベルの政府との間で消費税の税源を完全に分離す

るケースにおいては、付加価値税のような多段階消費税は、国レベルの政府

によって課税されるのが望ましい。付加価値税の課税を地方レベルの政府に

任せた場合、財・サービスの地域間の取引に関して以下のような問題が生じ

るからである。

はじめに、原産地主義のもとでは、①地方レベルの政府間で租税競争

(taxcompetition）が起こる可能性が高くなる。②地域間の税率水準の格差

がもとで消費者の購買行動が高税率の地域から低税率の地域へシフトし、消

費並びに生産の地域間の配分に歪みをもたらす可能』性が生じる。その可能性

は、他地域の近接度、人々の地域間の移動に要するコスト、購入対象となる

財の価格などに依存するであろうが、低税率の地域が近接し、移動コストが

安価で、かつ購入対象となる財の価格が高額（例えば耐久消費財や宝石・貴

金属類など）なケースほど、そうした購買行動のシフトは現実味を帯びてこ

よう。ただ、実際には、税率水準の格差の度合いは、地域間の競争によりお

のずと制限されることになるかもしれない。③税負担の地域外の人々への転

嫁、すなわち租税輸出（taxexporting）が発生する恐れがある。

次に、仕向地主義のもとでは、①財・サービスの地域間の取引にともなう
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境界での税務行政が複雑になり、それが財・サービスの地域間の円滑な流れ

を妨げる可能性がある。②地方レベルのどの政府が輸出品に係る税額の還付

を行い、輸入品に係る税額を徴収する事務負担を負うか、という問題が生じ

る。

それに対して、小売売上税のような単段階消費税は、地域間の税率水準の

格差がさほど大きくなければ、地方レベルの政府によって課税されるのが望

ましい。小売売上税のもとでは、上述した付加価値税の地域間の取引にとも

なう諸問題を回避することができるからである。ただし、地域間の税率水準

の格差が大きい場合には、付加価値税のケースと同様、消費者の購買行動の

シフトにより、地域間の資源配分にマイナスの影響を及ぼす可能性が生じる

ことは否めない。

また、小売売上税は、地域内に小売り店舗や事務所等を構えていない当該

地域内もしくは地域外の通信販売業者によるメール、インターネット郵便

カタログ等を通じた財・サービスの販売に対して効果的に課税できない難点

も抱えている。このことは、そうした通信販売業者に比べて一般の小売業者

を競争上、不利な立場におくだけでなく、税収の減少を引き起こすことにも

つながる。

こうした税源を完全に分離する立場に立って、実際に、国レベルの政府が

付加価値税を専有している国にはノルウェー、フィンランド、スウェーデン、

イギリス、アイルランド、デンマーク、オランダ、ルクセンブルク、フラン

ス、イタリア、オーストラリア、ニュージーランド、韓国などがある3)。

他方、地方レベルの政府によって消費税が専有されている例は、現在、ア

メリカにみられるにすぎない。アメリカでは、アラスカ州、オレゴン州、モ

ンタナ州、デラウェア州、ニュー・ハンプシャー州の５州を除く45州とワシ

ントンＤＣ､それに7,000を超える地方政府で小売売上税が課税されている4)。

ただ、アメリカにおいては、地域間の資源配分に及ぼす影響に配慮している

こともあって、小売売上税の地域間の税率水準の格差はさほど大きくない。
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しかし、近年の電子商取引の普及・拡大にともなって、通信販売業者に対す

る課税漏れから生じる税収の損失は拡大の一途をたどっている。例えば、

2003年における小売売上税収の損失は、９０億ドル（約１兆円）に達するとの

推計もある5)。

［４］税源共有のケース

国レベルの政府と地方レベルの政府との間で消費税の税源を共有するケー

スにおける課税の方法には、次のようなものがある。第１は、国と地方の双

方のレベルの政府がともに小売売上税を課税する方法である。アメリ力のよ

うに州・地方レベルで小売売上税が国民に馴染みの税となっている国では、

この方法を採用するのにさほど抵抗はみられないかもしれない。

しかし、小売売上税に関しては、以下のような実務上の問題があることも

確かである。１つは、小売業者から購入された財・サービスが生産目的に使

用されるのか消費目的に使用されるのか、を区別することには困難がともな

う。そうした財・サービスが生産目的に使用されることになれば、累積課税

の問題が生じるであろう。２つめは、小売売上税が生産目的に使用される資

本財や中間財の購入に対して課されるとき、国境税の適正な調整を行うこと

も困難となる。３つめは、付加価値税のような相互チェック機能が有効に働

かない小売売上税のもとでは、設定される税率水準の如何によっては脱税の

問題も無視できなくなる。４つめは、国レベルの政府と地方レベルの政府と

の間で課税ベースや課税期間、申告書など実務面で相違がみられるとき、事

業者に多大な事務負担を強いる恐れもある。

なお、国レベルの政府と地方レベルの政府との間で課税ベースが統一され、

国レベルの政府が地方分も合わせて小売売上税を徴収するといったような調

整がなされる場合には、事業者の事務負担は大幅に軽減されるばかりでなく、

先に指摘した通信販売の問題にもうまく対処することが可能となろう。しか

し、その場合、地方レベルの政府の財政上の自主性やアカウンタビリティー
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が損なわれるのは避けられない。

以上のことから判断して、この方法が実際に採用される可能性はほとんど

ないと言ってよいであろう。

第２は、国レベルの政府が付加価値税を、地方レベルの政府が小売売上税

を課税する方法である。この場合にも、付加価値税と小売売上税との間で課

税ベースや税率水準、登録制度など実務面に相違がみられるとき、事業者の

納税協力や税務行政に混乱が生じ、納税協力費や税務行政費の増大を招く可

能性が高くなる。また、国レベルの政府が小売売上税の税率水準や課税ベー

スなどに口を挟むような事態になると、地方レベルの政府の自治権を侵害す

る恐れもある。さらに、国レベルの政府と地方レベルの政府の力関係によっ

ては、地方レベルの政府の小売売上税からの税収調達力が弱められる可能性

も無視できなくなるであろう。

他方、もし小売売上税が付加価値税に相乗りする形で、双方のレベルの政

府が同一の財・サービスに課税することができるならば、小売売上税のもと

で問題となっている通信販売などの州際取引の取扱いを多少とも容易にする

ことが可能となるであろう。また、付加価値税は生産目的のためのインプッ

トの免税に容易に対処することができるので、こうした相乗りは、小売売上

税のもとでみられる累積課税の問題も回避することができる。

実際に、国レベルで付加価値税を、地方レベルで小売売上税を課税してい

る例は、カナダのブリティッシュ・コロンビア州、オンタリオ州、マニトバ

州、プリンス・エドワード・アイランド州、サスカチュワン州にみられる。

そのうち、プリンス・エドワード・アイランド州が連邦付加価値税込みの価

格に州小売売上税を課税しているのに対し、残りの４州では連邦付加価値税

抜きの価格に州小売売上税が適用されている。

税率の水準は、連邦付加価値税７％に対し、ブリティッシュ・コロンビア

州７％、オンタリオ州８％、マニトバ州７％、プリンス・エドワード・アイ

ランド州10％、サスカチュワン州６％である。したがって連邦と州とを合わ
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せた税率水準でみると、ブリティッシュ・コロンビア州１４％、オンタリオ州

15％、マニトバ州１４％、プリンス・エドワード・アイランド州17.7％、サス

カチュワン州13％となっている（2001年現在)。

課税ベースに関して言えば、連邦付加価値税と州小売売上税との間で特に

調整はみられない。連邦付加価値税が資本財を除くほとんどの財・サービス

を課税対象としているのに対し、州小売売上税は基本的には資本財を含む財

に課税し、サービスを課税対象から除外している。ただし、連邦付加価値税

のもとでは、公的機関（連邦政府、州政府、非営利団体などを含む）による

非営利サービス、年間課税売上高30,000カナダドル（約256万円）以下の小

規模事業者によって販売される財・サービス、個人販売（中古車販売など)、

住宅家賃（賃貸期間が１カ月以上)、中古住宅の販売、保健医療サービス

(美容整形を除く)、デイケアサービス、教育サービス、金融サービス（居住

者に提供される)、法律扶助サービスなどに免税措置が、輸出品、旅客・貨

物の国際間輸送、基礎的食料品（アルコール飲料、スナック菓子、レストラ

ンの食事、調理済みの持ち帰り食料品を除く)、処方薬、医療器具（ステッ

キ、松葉杖、車いす、義眼、義歯、補聴器、処方眼鏡など)、農・水産物、

家畜、種子、肥料、農機具、金融サービス（非居住者に提供される）などに

ゼロ税率が適用されている6)。それに対して、小売売上税のもとでは食料品、

医薬品、書籍、子供服、農産物、家畜、種子、穀物、肥料、農機具などが免

税の対象品目とされている。

このように、連邦付加価値税と州小売売上税との間で課税ベースにかなり

の相違がみられることから、双方の税の徴収に当たっている事業者は事務負

担の増大を余儀なくされている。

第３は、国レベルの政府と地方レベルの政府の双方で付加価値税を課税す

る方法である。地方レベルの政府が付加価値税を課税することにともなう問

題点についてはすでに第３節で指摘したが、現在、ブラジルとカナダのケベッ

ク州では連邦レベルの付加価値税に加え、州レベルにおいても付加価値税が
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課税されている。

ブラジルでは、はじめに州レベルで付加価値税が採用され、その後連邦レ

ベルで付加価値税が導入されている。州付加価値税は、1967年に従来の取引

高税に代替する形で世界的にもいち早く採用され、ＩＣＭＳ（i”0s加ｓｏ伽

⑰emPcsdc舵"ﾉtzPzzodCMbmzdMZzsese〃jPOs）と呼ばれている。それは、

製造・流通の全ての段階で課される多段階税であるが、サービスのほとんど

は課税対象から除外されている7)。１８％（税込み）の標準税率のほか、食料

品などの生活必需品に対しては７％の軽減税率が、アルコール飲料、煙草、

電子機器などの著侈品に対しては25％の割増税率が適用されている。

国外への輸出品については、連邦政府が仕向地主義に基づいてゼロ税率を

適用しているのに対し、州際取引に対しては原産地主義が適用され、輸出州

で付加価値税が課税される。一般の税率は12％に設定されているが、南部の

州（パラナ州、サンタ・カタリナ州、リオ・グランデ・ド・スール州）や南

東部の州（ミナス・ジェライス州イエスピリト・サントリ１N、リオ・デ・ジャ

ネイロ州、サン・パウロ州）などの比較的富裕な地域から北部の州（ロンド

ニア州、アクレ州、アマゾナス州など７州)、北東部の州（マラニョン州、

ピアウィ州、セアラ州など９州)、および中西部の州（マトグロッソ州、マ

トグロッソ・ド・スール州、ゴイアス州、連邦区）などの比較的貧困な地域

へ販売される財に対しては７％の軽減税率が適用されている。

さらに、州際取引への課税の影響を緩和するために、輸入州に対して税額

の相殺措置が認められている。すなわち、輸入州は州際取引に係る税額を白

州内の取引に係る税額から相殺することができる。そのため、輸入品につい

ては事実上両者の差額分に等しい税額を負担すればよいことになっている。

連邦レベルの付加価値税はＩＰＩ（j"２，０s〃SOD”伽伽ｃｍＭ０Ｃｊ"st7,jtzl伽dos）

と呼ばれているが、それは州付加価値税との重複課税にともなう事業者の事

務負担に配慮して、製造段階の付加価値のみを課税ベースとする不完全な形

を採っている。標準税率は17％（税込み）であるが、それ以外に４％（工業
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資材）から333％（煙草）までの８段階の複数税率を採用している。ＩＰＩ

の主要な収入源は自動車（16.2％)、煙草（13.2％)、飲料品（10.1％)、化学

製品（8.1％)、金属・機械製品（7.0％）などであり、これらの品目でＩＰ

Ｉの収入の半分以上を占めている。

ブラジルにおいては、ＩＰＩと州際取引の税率に加え、ＩＣＭＳの税率の

範囲も連邦政府が決定している。その意味で、各州政府は独自の付加価値税

を課税しているとは言え、課税自主権はかなり制限されているのが実情であ

る。また、ＩＰＩとＩＣＭＳとの間で税率水準や課税ベースに関する調整が

なされていないことや州際取引と州内取引に係る税率水準が相違しているこ

とから生じる実務費用の増大や脱税の問題も見過ごすことができない。さら

に、租税競争や租税輸出の問題も指摘されている8)。

それに対して、カナダのケベック州においては、連邦・州政府間で税率水

準や課税ベースその他実務面で調整が図られている。ケベック州は、従来の

小売売上税に代えて1992年７月１日より付加価値税（ケベック売上税と呼ば

れる）を導入している，)。州付加価値税の導入当初は、財・サービスによっ

て異なる税率が適用されていたが、現在では一本化され、連邦付加価値税込

みの価格に7.5％の税率が課されている（連邦・州の合計税率は15.025％)。

課税ベースに関しても、導入当初にみられた連邦・州間の相違は解消され

ている。また、ケベック州は、州付加価値税の導入以来、州付加価値税だけ

でなく連邦付加価値税の徴収義務をも負っており、徴収費用を差し引いた連

邦付加価値税分を連邦政府に納付している。

事業者間の州際取引に対する課税は、ＥＵ諸国における域内取引のケース

と同様、繰延べ払い制度（defbrredpaymentsystem）によって処理され

る'0)。すなわち、ケベック州から他の州への輸出品についてはゼロ税率が適

用され、ケベック州の他の州からの輸入品については、輸入時ではなく登録

事業者から非登録事業者ないしは消費者へ販売されるときに付加価値税が課

税される。
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ケベック州のケースでは、州政府の課税自主権が確保できるうえ、実務費

用が比較的少なくて済むというメリットがある。バード（ＲＭＢｉｒｄ）とゲ

ンドロン（P-RGendron）は、こうした点に着目して、このケベック州の

ケースが国・地方を通じた消費課税の理想的な形であろうと主張しているID･

ブラジルの連邦政府も、現在の連邦と州の付加価値税に代えて、仕向地主義

に基づいた課税ベースを同じくする連邦・州共通の付加価値税を採用するよ

う提案しているが未だ実現には至っていない。

第４は、国レベルの政府によって付加価値税が課税されるが、その税収を

一定の基準に基づいて国レベルの政府と地方レベルの政府とで分け合う方法、

すなわち分与税（sharedtax）方式である。

こうした分与税方式は、①税務行政に規模の経済が働くことにより、税務

行政費が少なくて済む②地方レベルの政府間で租税競争の可能』性が小さくな

る、などの長所を持つ反面、①税率水準や課税ベースに関する地方レベルの

政府の決定権が失われて地方自治が侵害される②地方レベルの政府のアカウ

ンタビリティーが弱まる、などの短所も併せ持っている。

この方法は、ドイツ、オーストリア、日本などで採用されている。ドイツ

においては、連邦付加価値税収の連邦・州政府への配分比率は連邦政府50.5

％、州政府49.5％となっており、徴税など税務行政面は連邦政府に代わって

州政府が担当している'2)。さらに、税収の各州間の配分は、４分の３は人口

に比例して、４分の１は財政力に逆比例する形を採っている。また、オース

トリアでは連邦付加価値税収の18557％が州政府へ、12.373％が地方政府に

配分されている。

わが国においては、地方交付税の名目で「消費税」の一部（29.3％）が国

レベルの政府から地方レベルの政府に分与されているほか、1997年４月以降

は、４％の税率で算定された「消費税」額の25％分についても「地方消費税」

と称して地方レベルの政府に分与されている。「地方消費税」の各都道府県

および各市町村への配分の仕組みは、次の通りである。まず、各都道府県に
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納付された「地方消費税」を、各都道府県において消費に相当する額に応じ

て清算を行い、さらに、その清算後の金額の2分の1に相当する額が、人口・

従業者数であん分されて市町村に交付される。その結果、「消費税」収の

43.6％は地方レベルの政府に配分されている。

第５は、国レベルの政府と地方レベルの政府とのジョイント（joint）で

付加価値税を課税する方法である。このケースに該当する例は、カナダのニュー

・ファンドランド州、ノバスコシア州、ニュー・プランズウィック州にみら

れる。これらの３つの州では、1997年４月より、従来、連邦レベルで課税さ

れていた付加価値税と州レベルで課税されていた小売売上税に代えて、連邦

と州とを統合した新しい形の付加価値税（harmonizedsalestax）が税率１５

％で課税されている。税務行政面は、新しい担当機関が設立されるまでの問、

連邦政府が担当することになっている'3)。

この統合型付加価値税の税率水準は、統合前のそれ（ニュー・ファンドラ

ンド州19.84％、他の２州1877％）より低めに設定され、１５％の税収分のう

ち７％は連邦政府に、残りの８％（連邦付加価値税抜き）分は州政府に配分

されている。

州際取引に関しては、ニュー・ファンドランド州、ノバスコシア州、ニュー・

プランズウィック州から他の州もしくは国外への輸出品に対してはゼロ税率

が適用され、他の州もしくは国外からこれらの３州への輸入品に対しては１５

％の税率が課される。例えば、ノバスコシア州内の登録事業者によるニュー・

プランズウィック州内の事業者への販売には、ノバスコシア州内の事業者へ

の販売と同じ15％の税率が課されるが、オンタリオ州やケベック州内の事業

者への販売に対しては７％の連邦付加価値税率が課されるにすぎない。

同様に、オンタリオ州内の登録事業者によるケベック州内の事業者への販

売に課される税率は７％で済むのに対し、ノバスコシア州、ニュー・プラン

ズウィック州内の事業者への販売に対しては１５％の税率が適用される。

この統合型付加価値税は、税務行政や納税協力にともなう実務費用を減少
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させる効果を持っている反面、先に述べた分与税方式のケースと同様、州レ

ベルの政府の課税自主権やアカウンタビリティーを侵害する可能性も持って

いる。ただし、統合型付加価値税のもとでは、税務行政を担当する連邦政府

は、州政府の同意なしに一方的に税率水準や課税ベースを変更することはで

きないことになっており、その意味では、州政府の課税自主権やアカウンタ

ビリティーが侵害される度合いは、弱くなっている。

［５］むすび

これまで、消費税と政府間関係について理論と実際の両面から検討してき

た。まず、消費税の税源を国レベルの政府と地方レベルの政府間で分離する

のと共有するのとではどちらが望ましいかの選択に関しては、おおむね次の

ように判断することができた。すなわち、地方レベルの政府の財政上の自主

性やアカウンタビリティー及び税収の安定性などを重視するならば税源を分

離する方が望ましいが、税務行政上の効率性や税源の効率的利用という観点

からみれば税源を共有する方が望ましい。したがって、どちらの方が望まし

いかについて、一概に判断を下すことはそう容易ではない。

消費税の税源を国レベルの政府と地方レベルの政府間で完全に分離するケー

スでは、付加価値税のような多段階消費税は国レベルの政府によって課税さ

れるのが望ましい。付加価値税の課税を地方レベルの政府に任せた場合、租

税競争や租税輸出の問題に加えて実務上の問題を引き起こす可能性が高くな

るからである。それに対して、小売売上税のような単段階消費税は、地域間

の税率水準の格差がさほど大きくなければ、地方レベルの政府によって課税

されるのが望ましい。

消費税の税源を国レベルの政府と地方レベルの政府間で共有するケースに

おける課税方法にはいくつかある。第１は、国と地方の双方のレベルで小売

売上税を課税する方法であるが、実務上ないしは地方分権の観点からみた場

合、実行可能性は乏しい。第２は、国レベルで付加価値税を、地方レベルで
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小売売上税を課税する方法である。この方法は、若干の長所と短所を併せ持っ

ているが、カナダのブリティッシュ・コロンビア州、オンタリオ州、マニト

バ州、プリンス・エドワード・アイランド州、サスカチュワン州の５州の実

例でみると、双方のレベルで課税ベースの調整がなされていないこともあっ

て、短所としての実務上の問題が大きくなっている。第３は、国・地方の双

方のレベルで付加価値税を課税する方法である。この方法は、カナダのケベッ

ク州とブラジルで採用されている。ケベック州では連邦・州間で課税ベース

や実務面での調整がうまくなされていることから、州政府の課税自主権が確

保されているのに加え実務費用も比較的少なく済んでいる。第４は、国レベ

ルの政府によって付加価値税が課税されるが、その税収を一定の基準に基づ

いて国・地方間で分け合う方式であり、ドイツ、オーストリア、日本などで

採用されている。第５は、国レベルの政府と地方レベルの政府とのジョイン

トで付加価値税を課税する方法である。カナダのニュー・ファンドランド州、

ノバスコシア州、ニュー・ブランズウィック州の３州にみられる統合型付加

価値税はこのケースに該当する。双方の方式とも、実務上の観点からみると、

実務費用が安くつくため望ましいといえるが、地方分権の観点からみると地

方レベルの政府の課税自主権やアカウンタビリティーを損なうことになるた

め望ましくない。

結局、消費税の政府間配分に関しては、実務面と地方分権の双方の観点を

重視した場合、国レベルの政府と地方レベルの政府とが税源を共有する形で

共通の課税ベースに付加価値税を課税するのが最良の方法であると言えよう。

ただし、その場合、地方レベルの政府に独自の税率水準を設定できる権利を

付与する必要があり、徴税事務など実務面はどちらかのレベルの政府が担当

するのが望ましい。
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