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平成２７年６月１４日 

民間税調第４回シンポジウム 

 

所 得 税 

 

『日本の税制は、所得再分配機能をほとんど果たしていない。』 

『特に所得税は、累進的であるどころか逆進的でさえある』 

・・・・という事実にどのように取り組むべきか 

 

はしがき 

 消費税、法人税に引き続き、今回は所得税を取り上げる。各税目を取り上げた順

序は、来年度の税制改正に関してどの程度緊要性があるかという観点に従っている

のであって、このために消費税と法人税を先にした。基幹税論、最適タックス・ミ

ックスなどの観点からの重要性の度合いによっているわけではない。基幹税論、最

適タックス・ミックスなどは、資産税、地方税、国際課税などを取り扱ってからの

問題である。 

 第２回の消費税については６つの論点を提示し、第３回の法人税については３つ

の論点を提示したところである。各論点の具体的な内容については「民間税制調査

会」のＨＰに基調報告をアップしてある。これらの論点については、暫定的に結論

が得られたものもあれば、今後の議論の対象として残されているものもある。 

 第４回である今回の所得税については、 

① 課税単位 

② 所得分類 

③ 所得控除か税額控除か 

④ 税率構造 

⑤ 年末調整 

という５つの論点が、中長期的、及び、同時に当面の課題である。 

 今回の基調報告は、これらを考察する上において必要な基礎的かつ理論的知識の

棚卸しをする。迂遠に思われる部分もあるかも知れないが、理論的バックグラウン

ドに関する知識なしで課題にいきなり取り掛かると、思わぬ間違いをする場合があ

るのでやむを得ない。 

 今回取り上げる最大のテーマは、『日本の税制は、所得再分配機能をほとんど果た

していない。特に所得税は、累進的であるどころか逆進的でさえある』ということ

であり、このような事実にどのように取り組むべきかという問題意識である。 
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第１ 所得税についての税制固有の観点からのアプローチ 

 

担税力の指標としての所得 

 所得が担税力の指標として最も優れているということについては、大方の賛同を

得られるところであろう。ただし、このような判断は価値判断であるに過ぎず、そ

うではないという意見もいろいろとあることは念頭に置かなければならない。そも

そも、論者によって、所得概念のイメージが異なっているということも注意が必要

である。 

 

所得の概念 

 所得について、その概念規定をどうするのかについては、租税法学上に膨大な議

論の蓄積があるところであって、そのサーベイを過不足なく行うことさえ容易では

ない。 

 これまでの消費税と法人税の基調報告においては、経済学的な分析からのアプロ

ーチを重視して、体系的無矛盾性を保つことに重点を置いてきた。しかしながら、

この方法論を引き続き用いて「所得」の概念を経済学的に処理しようとすると、国

民経済計算上の所得概念を借用とすることになるのが一般であろう。しかしなが

ら、このような方法には致命的な欠陥があることも事実である。 

即ち、所得を、国民経済計算上の所得とイコールと定義してしまうと、国民経

済計算上定義された「付加価値」が所得と定義されることになる。即ち、経済学の

理論上の国民所得の説明であれば、所得とは、生産要素である労働、土地、他人資

本及び自己資本の生産過程への投入による付加価値の創出を捉えて、各生産要素の

提供の対価としての賃金、地代、利子及び利潤という報酬が、所得として認識され

ることとなる。 

かかる経済学的な説明は、整合性を以て完結することは出来るのであるけれど

も、実際には、経済学的所得概念をそのまま担税力の指標とすることには様々な疑

念が呈されることとなる。即ち、国民経済計算上の付加価値を所得と定義してしま

うと、例えば、移転（transfer）とされるものが所得概念から脱落する。また、支

出税構想が提起する問題について答えを出すことができない。 

この支出税を検討すると、「所得を稼得して消費をせずに貯蓄（或いは広く投

資）した場合には果実が得られる。この果実に再び課税をするのは二重課税ではな

いのか」という問題提起、或いは「所得をすぐに消費してしまわずに勤倹貯蓄に励

んでいると、後から利子・配当に課税されることになるが、これは消費に比較して

貯蓄にペナルティを課していることになる。これは適切なことであろうか」という

問題提起と、実は地下水脈でつながっている。今回はこれも見る。 
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なお、キャピタル・ゲインの処理に困るという考え方もあろうが、これについ

ては、名目国民所得はその内枠に物価上昇分を含むので、課税が名目で行われてい

る以上は、キャピタル・ゲインの処理に困るということはないという反論が可能で

あろう。 

 

支出税 

 手始めに支出税の提起する問題を取り上げよう。 

 印度のラージ（藩主）のように、一切の生産活動をせず、有り余る富を取り崩し

て生活しているケースにおいては、稼得する所得というものはない。従って、いく

ら豪奢な生活をしていても所得税の負担はない。 

このようなケースは所得税制の欠陥であると考えて、消費を担税力の指標とし

てはどうかという学説がある。これを「支出税」と言う。消費を担税力の指標とし

て課税標準を消費とするから「消費税」であると言ってしまうと、ＶＡＴ/ＧＳＴ

のことかと誤解されるおそれがあるから支出税というのである。 

個人ごとに消費を計算してその総額に対して累進構造を持つ税率を適用するか

ら、フラット・レートを前提とするＶＡＴ/ＧＳＴとは全く異なるものである。し

かしながら、このような支出税は、事実上執行不可能であるから、これまでの立法

例にはインド、スリランカなどにあるけれどもほとんど直ちに廃止されている。 

ときたまであるが、生涯累積ベースで考えれば、生涯にわたって稼得した所得

の総額と、生涯をかけて消費した消費の総額はイコールであるから、結果として所

得税と支出税とは同等のものであるという説明を見かける。しかしながら、この説

は三重の意味において誤りがある。第１に、相続を考慮していない（相続を考慮す

るダイナスティ・セオリーが、国債の負担の次世代へのつけ送りであるか否かに関

して考案されている）。第２に、課税年度ごとの累進課税ということを考慮してい

ない。第３に、時間の経過に伴う割引率による割引ということを考慮せずにタイミ

ングの問題が捨象される。 

支出税は、所得税の一類型として見るときは支出型所得概念であって、これに

対置されるのは取得型所得概念である。 

 

ヘイグ＝サイモンズの包括的所得概念 

 増井良啓東京大学大学院教授の近著『租税法入門』（有斐閣、２０１４年）は、

所得税についての深い洞察を含む必読書である。同著は、サイモンズによる所得概

念の定式化を、最も包括的な所得概念として取り上げて、かかる定式化を出発点に

据えて議論を展開する。取得型所得概念の分類のうちには、包括的所得概念に対置

されるものとして制限所得概念がある。包括的所得概念は、その淵源としてゲオル

ク・シャンツによる純資産増加説があるとされる。ＩＦＲＳが貸借対照表を重視す
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る方向性がある点とは一定程度の親近性があると言えるかも知れない。 

サイモンズの定式化とは、 

    Ｙ＝Ｃ＋ΔＡ 

である。ここにおいて、Ｙは所得であり、Ｃは消費であり、Ａは資産であって、Δ

は増分を表す演算子（記号）であり、ΔＡは資産の増分である。 

 この定義によって包括的所得税額が直ちに計算可能となるわけではない。しかし

ながら、さまざまな理論的諸問題を解決する基礎を与えることが可能となる。 

 日本の所得税は、総合所得税であるとことを標榜しながらもその実質は分類所得

税となってしまっている。【図１】は、森信茂樹『税で日本はよみがえる』（日本経

済新聞出版社、２０１５年）２７３ページからのものである。 

 申告所得税の所得税負担率は、ちょうど１億円を境に激減する。その原因は、配

当・株式譲渡益の源泉分離課税が大きい。これらは、優遇税率で課税されているか

ら、申告所得税と配当・株式譲渡益の負担を合計したとしても、１億円を境として

逆進的になっていることは否定できない。即ち、日本の所得税は、所得再分配機能

を果たすという機能において明確に失敗している。 

 

【図１】 

 

 

 

ウィリアム・アンドリューズによる証明 

ここで、包括的所得税との関連で、財務省がひっくり返って驚いた最高裁判所

平成２２年７月６日第三小法廷判決（いわゆる長崎年金二重課税事件最高裁判決）

の投じた問題を見よう。 

問題の核心は、増井著書１６１ページに示されたウィリアム・アンドリューズ

による証明である。これによれば、収益非課税型の所得税とキャッシュフロー型支
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出税が同等の結果を導くこととなる。収益非課税型の所得税とは、稼得した所得を

すべて消費はせずに、貯蓄をした場合に、その果実として受け取る所得には課税し

ないというタイプの所得税である。キャッシュフロー型支出税とは、キャッシュフ

ローの支出を把握するタイプの支出税である。収益非課税型の所得税とキャッシュ

フロー型支出税とは、金銭の時間的要素を考慮すれば同等のものであるということ

が、比較的簡単に証明される。 

現行の所得税制は収益課税型である。ところが、長崎年金課税訴訟の二重課税

に関する最高裁判決は、あたかも収益課税型所得税を二重課税であると言っている

ように読む読み方もできるので、財務省は驚愕して即時に高名な租税法学者８名を

招集して、「最高裁判決研究会」を開催した。そして、平成２２年１０月２２日、

最高裁判決の射程を極めて狭い範囲に限局する「最高裁判決研究会」報告書を公表

した。 

 

総合所得税と分類所得税 

アンドリューズによる証明は、②の所得分類の問題に関して、総合所得税と分

類所得税についての問題を理論的に解明する手がかりとして有用であると言えよ

う。収益非課税型の所得税は、利子・配当に課税しないから総合所得税ではない。

この投資収益課税の問題は、下記において論じる二元所得税の問題とも密接に絡む

ものである。 

 

所得税の累進構造による分配の公平・公正 

 所得税が担税力の指標として最も優れているという議論は、累進構造の導入によ

って所得分配の公平・公正を確保できるということから、１９７０年ころには極め

て盛んで、公共経済学においても所得税単税論という議論までが普通に行われてい

た。しかしながら、所得税単税論はともかくとしても、所得税基幹税論に対する最

初のチャレンジは、強度の累進構造が経済活動に対するディスインセンティブとな

るという問題であった。簡単に言えば、一生懸命働いて稼いでもそのほとんどが税

金として持って行かれてしまうのであればもう働くのはいい加減にしておこうとい

うことになってしまうということである。このような勤労意欲という観点から、サ

ッチャリズムやレーガノミクスのサプライサイド・エコノミクスによって、累進構

造の緩和、税率構造の簡素化が行われた。ピケティが『２１世紀の資本』（みすず

書房、２０１４年）において、格差の拡大の原因として、指摘しているところであ

る。 

また、他方では、高額負担に耐えかねた高額所得層による節税・租税回避行為

によって、正確な所得の捕捉ということが、実際問題として執行不可能であるとい

う問題も大きくなっていった。所得税のような痛税感を伴う課税の方式に対して、
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民族性としてなじまないという問題もある。例えばラテン系諸国、特にイタリアで

は、脱税はスポーツ感覚で行われているということも事実である。また、ピケティ

が、脱税で有名なフランスの所得税のデータに大きく依拠していることを、嘲笑す

る論者さえいる。このような背景事情のために、欧州統合に向けての試みの初期の

段階から、当時のＥＣにおいて付加価値税が基幹税として採用された。 

このように、所得税の累進構造による格差の是正ということは、経済のグロー

バル化によって国際的租税回避が可能になっているという現実を十分に考慮できて

いない。 

かくして、④ の税率構造の論点（③の所得控除か税額控除かの論点もコロラリ

ーとして含めるべきであろうか）は、所得税基幹論に対する重大なチャレンジにあ

る程度の回答を与えてからのことでなければ、解決することができない。 

 

国際的租税回避の進行 

 今日における所得税基幹論に対する最大のチャレンジは、高額所得者による国際

的租税回避の問題である。この問題ははじめのころは足の速い金融所得について生

じた。二元所得税という考え方はこれに基づく。所得を勤労性所得と資産性所得に

二分した上で、勤労性所得に対する税率には累進構造を導入するけれども、資産性

所得には勤労性所得に対する累進税率の最も低いものをフラット・レートとして課

するというものである。資産性所得の稼得者の方が勤労性所得の稼得者よりも所得

水準が高いことはある程度容易に推定することができるので、このような二元所得

税制は逆進的ではないかという批判を招く。しかしながら、金融所得が国境を越え

てさっさと逃げ出してしまうことまでをも考えれば、低率で定率の負担しかしない

としても、そもそも資産性所得が国内からなくなってしまよりはまだましだという

ことで、このような構想が提言された。立法例としてはノルディック諸国に見られ

る。 

 二元所得税は、金融所得の足が速いことに着目した１９９０年前後のことである

が、そのころと現今との相違は、ベルリンの壁の崩壊から始まった冷戦の終結によ

って世界経済が一体化したことにある。結果的に、ヒト、モノ、カネ、サービスな

どが自由かつ瞬時に国境を越えるようになる度合いが急速に加速した。課税当局の

執行管轄権は水際（water’s edge）までである。また、税制は国家主権の根幹をな

しているから、国別の税制の相違は顕著である。これらがあいまって国際的租税回

避が想像以上に大規模に行われている。その実情が明らかになったのは、２０１３

年３月のキプロス金融危機と、その直後にＩＣＩＪ（国際調査報道ジャーナリスト

連合）によって明らかにされたブリティッシュ・バージン・アイランド（ＢＶＩ）

やクック諸島を中心とするタックス・ヘイブンに秘匿されている資金の現状であ

る。それ以前にＮＰＯ法人タックス・ジャスティス・ネットワークが、タックス・

6



7 
 

ヘイブンに秘匿されている資金規模が２１兆～３２兆ドルであろうという推計は、

過小推計であろう。いま現在、ＩＣＩＪは、ルクセンブルグがかなり長期にわたっ

て国家的かつ組織的に資金隠匿を容認していた（state aid という）ということの

暴露がはじまっている。ＥＵコミッションのユンケル委員長は１８年間にわたって

ルクセンブルグの首相であったから、その責任を問われて、着任早々にして窮地に

立たされている。さらに、最近では、ＨＳＢＣがスキャンダルの渦中に放り込まれ

た。 

 このように大規模な国際的租税回避が行われているという観点からすると、一国

の中で、所得税を中心として所得の再分配を図って、公平・公正を実現するという

考え方は、机上の空論になってしまう。 

 

国際的租税回避への取組み 

 現在、このような国際的租税回避の問題に取り組んでいるのは、①Ｇ２０/ＯＥ

ＣＤのプロジェクトとなっているＢＥＰＳ（税源浸食及び利益移転）と、②「税の

透明性と情報交換に関するグローバル・フォーラム」によって推進されている自動

的情報交換（ＡＥＯＩ）の枠組み作りである。しかしながら、ＢＥＰＳの１５のア

クション・プランは既存の問題点の棚卸しをしているに過ぎず、ＩＣＩＪが暴露し

ているようなスケールの国際的租税回避の防遏に役立つ中身があるとも思われな

い。特にタックス・ヘイブンに対する対抗措置が現時点では欠如していることは致

命的欠陥である。 

また、グローバル・フォーラムの努力が結実して自動的情報交換（ＡＥＯＩ）

が進捗して行ったとしてもタックス・ヘイブン諸国・地域の当局が情報をそもそも

持っていないのであるから開示させたとしても中身は空っぽであるという問題につ

いての有効な解決にはならない。 

 これらの国際的租税回避についての有効な解決について、目に見える効果を持つ

具体案（ピケティの程度の空想的なものではないもの）を提言できるのでなけれ

ば、所得税基幹税論者は、所得税の累進構造による所得分配の公平・公正を口にす

ることができない。ただし、ブリュノ・ジュタンによる『トービン税入門』（社会

評論社、２００６年）には、タックス・ヘイブンを世界経済から切り離してしまう

ための銀行インフラからの具体的な提案がある。 

 問題は、ニコラス・シャクソンが『タックス・ヘイブンの闇』（朝日新聞出版、

２０１２年）でえぐり出した米国と英国である。シャクソンは言う。「世界で最も

重要なタックス・ヘイブンは島であると言っても誰も驚かない。だが、その島の名

はマンハッタンだと言ったら、人々はびっくりする。さらに言うと、世界で二番目

に重要なタックス・ヘイブンは島にある。それはイギリスのシティ・オブ・ロンド

ンだ」。ここには、取り締まる側と取り締まられる側が同じであるという皮肉があ
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る。英国は、英国病と言われた経済の疲弊から、サッチャリズムと金融ビッグバン

によって立ち直り、経済ばかりでなく国際政治における発言権をも回復した。この

ようなことであると、英国がシティの権益を危険にさらすとは思われない。２０１

１年１月に導入された銀行税に対して、ＨＳＢＣは本拠を移す動きを見せて牽制し

ている。米国では、リボルビング・ドア方式と言われるように、官民の人事交流は

盛んであり、財務長官にはウォール・ストリート出身者が選ばれる。英国よりもま

しなのは、９・１１を経てタックス・ヘイブン経由のテロ資金に対する警戒心が強

いことである。 

いろいろな租税回避スキームを見る場合に、ほとんどすべてのケースについて

タックス・ヘイブンが重要なコンポーネントとなっている。逆にいうと、タック

ス・ヘイブンがなければスキームを組成することができない。タックス・ヘイブン

というブラックホールへの入り口を国際協調によって塞ぐことが最も手っ取り早い

方法であるが、取り締まる側と取り締まられる側に、シティとマンハッタンという

二つのタックス・ヘイブンがある。泥棒が繩を綯っている状況であるとすると、百

年河清をまつの類であろうか。 

 

失われたロウバストな中堅層 

 日本はかつて「１億総中流」であるとか、「分厚い中堅層の存在が日本経済の強

さの要因」などと言われ、富裕層はいるとしても超のつく大金持ちはいないとされ

て来た。しかしながら、今ではこれは神話に過ぎない。国内外のデータによれば日

本の超富裕層はかなりの人数に上っており、国籍離脱や子供を米国で産んで、米国

国籍を取得させて租税負担を回避する例が知られるようになって来た。所得階層の

二極分化は進んでいる。そして、フィルム・リース事件、航空機リース事件やデラ

ウェア州ＬＰＳ事件のようなタックス・シェルターが組成されたケースを見ると、

その購入者の人数が多いことに驚く。ＩＣＩＪによるＢＶＩほかの利用者リストに

も日本人は多数登場する。所得階層の二極分化は進んでいるのである。 

 

納税者の権利意識 

日本の納税者は、税がどのように決められ、納めた税がどのように使われてい

るのかを、あまり知ろうとしない。このような傾向は、源泉徴収制度と年末調整に

原因がある。大多数の給与所得者は、年末調整があるために税務署と直接接触する

機会をもっていない。結果として日本の給与所得者の納税意識は総じて薄くなる。

税制や争訟手続きに関する知識も乏しいと言わざるをえない。諸外国では、たとえ

ばアメリカにも源泉徴収はあるが、日本のような年末調整はない。給与所得者とい

えども還付申告をしなければならないから、申告をする。納税者としての意識の差

は、こういうところに生じると思われる。 

8



9 
 

日本の源泉徴収制度は、徴税当局から見ると大きなメリットがある。源泉徴収

義務者というように、給与を給与所得者に支払う者は源泉徴収分を差し引いた残額

を給与として給与所得者に支払い、年末に年末調整を行わなければならない。逆に

いうと、当局は徴税にかかる必要なコストを源泉徴収義務者に負わせているという

ことでもある。日本のこの源泉徴収の仕組みは、給与に限らずいろいろな局面でき

わめて完備されており、各国課税当局の間でも「世界に冠たる源泉徴収システム」

とみなされている。 

 給与所得に関する源泉徴収制度は１９４０年に導入された。戦時において徴税を

効率よく、かつ確実なものとするために導入された制度である。源泉徴収制度その

ものはどの先進国にも見られるものであるが、「年末調整」の制度は、第二次大戦

中のナチス・ドイツの発明に係るものである。日本では、戦時中ではなく、戦後の

混乱に紛れて導入された。１９４９年のシャウプ勧告では、年末調整の制度は早期

に廃止すべきであるとされていたが、現在にいたるまで制度として生き残って機能

している。 

主税局に在勤中のときのことであるが、ある局員が、給与所得者における源泉

徴収制度と年末調整の組合せについて「愚民政策である」と言っているのを耳にし

た。税務署との接触の必要がなければ、国民は税制に対する関心を失い、一切は課

税庁側の裁量に任せるという結果になりやすい。しかも、多めに納付することを義

務付けておいて、その分を年末調整に際して還付すれば、還付を受けた方では気分

的には儲かったような気持ちになって機嫌が良くなる。統治の方法という観点から

見ても、源泉徴収制度と年末調整の組合せはよくできた制度なのである。件（くだ

ん）の局員は自嘲気味に語っていた。 

民間税調が、⑤として年末調整を論点として取り上げるのはこのような事情を

問題視していることによる。 

 

第２ 分配の公平・公正の観点からの所得税の検討 

 

日本の格差の現状 

 民間税調の設立の最大の動機は格差の是正ということであった。先述のように、

日本の所得税は、所得再分配機能において明確に失敗している。そうするとこの点

は、民間税調の一大重要問題である。 

一般に、格差を図る指標として最も初等的なデータは、ジニ係数と相対的貧困

率である。ところが、日本のジニ係数は、再分配前の値に比較して再分配後の値は

かなり低くなって改善されている。このマクロの指標は、「失われた中間層」と言

う一般の感覚とはマッチしない。ジニ係数などの大雑把な数値を離れて、ミクロの

分析を深めて行くことが欠かせない。 
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 ひとつの有力な分析として、小塩隆士教授による業績がある。これについては第

１回民間税調に際して資料として小塩・田近・府川『日本の社会保障政策』（東京

大学出版会、２０１４年）の第１１章「所得格差と貧困」を配布した。そしてもう

一つ、同じ小塩隆士教授による『効率と公平を問う』（日本評論社、２０１２年）

が標準的である。 

小塩教授の立論を要約して言えば、 

① 所得格差の是正に、現行の再分配政策が貢献しているのは事実である。 

② その再分配による改善度はほぼすべてが社会保障によるものであって、税制に

よる貢献はほとんどないといえる。 

③ しかしながら、再分配による改善度が向上していると言っても決して「金持ち

から貧乏人へ」という内容の再分配が行われているわけではない。 

④ 現在の再分配のかなりの部分は、実は現役層から高齢層への所得移転によって

生じている。これは社会保障のかなりの部分が現役層の負担によっているから

である。年金保険が積立方式でなく賦課方式によっているのが典型例である。

社会が全体として高齢化していくと再分配が進んでいるように見えるが、これ

は制度の仕組みから来る当然の帰結であって、本来の再分配の向上がうまく行

っているということは別のものである。さらに、公債を通じてまだ生まれてい

ない世代につけが先送りされていることも重大な問題である。 

⑤ 同じ年齢層の中で観察すれば、所得再分配がうまく機能しているわけではない

ことが分かる。 

a)特に、高齢層の中で見ると、国際比較で見ても所得格差が大きい。高齢層の

格差は勤労世代であったころの格差を反映してしまうからでもある。 

b)現役層の格差問題への対応にも大きな問題があって、再分配がうまく機能し

ているとは言えない。とりわけそれは「子供の貧困」という形で現れる。生ま

れた段階で既に将来の格差が決定づけられているとさえ言わなければならない

状況がある。  

⑥ 結論を言えば、日本の再分配政策は、格差是正や貧困軽減に役立っていない。 

a)日本のジニ係数はＯＥＣＤ諸国内比較で、再分配前では先進国の中で平均的

な格差の国であるが、再分配後では格差の大きいグループに属する。 

b)相対的貧困率でも、等価所得ベースでも平均を上回っているのに可処分所得

ベースで見るとさらに上昇する。 

⑦ 全体として、これらの状況の原因は、制度設計のミスにある。即ち、次の２点

が指摘されなければならない。 

a)制度が所得水準でなく年齢に結びつけられているところにある。 

b)正規雇用者と非正規の間で格差が拡大する仕組みになっている。 

⑧ 特に、社会保険料の逆進性に問題がある。制度的仕組みとして、定額部分が含
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まれているからである。【図２】は、小塩著書１０２ページの図であり、家計調

査をもとに、所得階級別に十分位でみた消費税、所得税・住民税、社会保険料

の当初所得に対する比率を見たものである。消費税は逆進的であり、所得税・

住民税は累進的であるが、問題は、社会保険料負担の大きさである。所得階級

のⅠからⅢまでにおいて、社会保険料負担が税負担の合計額を上回っている。 

 

【図２】 

 

 

   

格差是正の問題点の所在 

 以上のような分析から、民間税調において格差の是正を論じるにあたって、３つ

のことが言えるであろう。 

第１：格差是正は、税制だけの問題ではなく、税負担、社会保険料負担、社会保障

給付の３点をセットで考察しなければ意味がない。これは社会保険料負担のウ

ェイトが大きいためで、このことは【図２】を見れば一目瞭然である。この場

合において、社会保障が世帯を単位として考えていることとの平仄において、

本稿の「はじめに」の①として「課税単位」の問題を課題として取り上げた。

この問題は重要な位置づけになると考えられる。税制は個人単位、社会保障は

世帯単位で見ているというようなことでは、議論を接合することができないか

らである。なお、子供の貧困の問題に関連して、文教政策も重要となる。 

第２：社会保障において保険方式が果たす役割を再検討しなければならない。この

点については項を改めて論じる。 

第３：『税制が、ほとんど再分配に寄与していない』という状況を認識して、税制

の所得再分配機能について考え直さなければならない。この点については国際

的租税回避の問題を看過してはならないことは既に見たし、第２回「消費税」
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の基調報告においても簡単にではあるが触れたところである。これは基幹税の

選択ないし最適タックス・ミックスを考える上での大問題である。「消費税を基

幹税として選択すると、税制による再分配機能について期待をすることができ

なくなる」という観点から、歳出面からの社会保障給付への考察と併行して、

所得税制の再分配機能を改めて考え直す必要がある。 

 

社会保障制度と再分配について 

 社会保障を考えるに当たって、社会保障がはたして所得再分配のための仕組み

かどうかまで遡って考え直す必要があるという指摘もある（上掲小塩ほか４ペー

ジ）。このような議論は、社会保障はリスクの分散・軽減を役割として、所得在分

配は税の役割であるとする。そして、マンデル流の「政策割当」（１政策目標に１

政策手段を割り当てるという理論）を引用して、任務分担を割り切ってしまうも

のである。経済学の理論には忠実であるが余りにも観念的である。 

 むしろ真に問題なのは、社会保障の財源を考えるに当たっては、保険方式と税

財源方式があって（それぞれ保険原理と福祉原理（扶助原理）に基づく）、そのど

ちらをどのような形で採用すべきかということである。 

 保険原理とは、リスクの分散を図るものである。即ち、保険事故が起きた場合の

負担に個人では耐えられないから、予め皆で少しずつ金（保険料）を出し合ってプ

ールして、事故に遭遇した者はそのプールから保険金をもらって事故の負担に耐え

られるようにする。拠出すべき保険料と受け取るべき保険金は、保険数理に基づい

て厳密に計算される。そこでは、給付・反対給付均等の原則と収支相償の原則が中

心原則である。プールが破綻すれば、保険料を拠出した者であっても保険金を受け

取れないことになるから、破綻しないように厳密な計算が行われ、ソルベンシー・

マージンなど厳しい規制もかかる。そこには、とうてい再分配という観念の入る余

地などはないように見える。 

 しかしながら、これは理想的な保険のあり方であって、この原理を貫徹するには

皆保険でなければならない。もし、自分が人より少ないリスクにしか面していない

と考える者がいれば、このような者は、保険に入らない可能性が排除できない。こ

れを「逆選択」という。そうすると保険には高リスク者しか加入しないから、皆保

険は、仕組みとして成り立たなくなる。これは「市場の失敗」である。そこで政府

の出番となって、「社会」保険として制度を整備して、「皆」保険にするために「強

制加入」とする。オバマケアが解決しようとしているのはまさにこの点である。 

 社会保険になると、社会保険料が報酬比例になったりするので、どうしても福祉

原理が入り込んで来ることになるが、それは、異なる原理が入って来ているのであ

るということを理解していないと、議論は迷走する。 
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老齢年金の問題 

老齢年金に保険方式が採用されているが、これはどうであろうか。疾病や失業

は保険事故といえるから保険方式になじむ。皆で金を出し合って、保険事故にあえ

ば保険金をもらえる一方、保険事故にあわなければ保険料は掛け捨てとなるので、

保険としての辻褄はあう。しかしながら、高齢ということはほとんど誰にでも来る

ことであるから保険事故と言う観念にはなじまない。そこで、平均年齢を超えて長

生きをするリスクが保険事故であるというような説明がひねり出されて、小塩ほか

上掲書にさえ書いてある。これは保険原理の辻褄を合わせるためのラショナライゼ

イションでしかない。 

しかも積立不足が明らかになってから、積立方式から賦課方式に徐々に切り替

えられて、現役層が支払う保険料が、高齢層の保険金の原資になることとなってい

る。この時点で既に保険原理では説明できなくなってしまっているのであるが、そ

れでもまだ保険金の原資は足りないので、公的資金（税および公債金を財源とす

る）も投入される。福祉原理の導入である。それでますます計算がごちゃごちゃに

なって、負担（税と社会保険料）と給付は結びつけられず、保険料を支払うだけ損

であると考えて保険料を支払わない者の数は増えて行く。 

とりわけ国民年金は、かかる保険料の不払いが増大しているために、実情は既

に破綻している状況にある。厚労省は、保険料を支払わなければ保険金も出て行か

ないのであるから年金制度として破綻することはないなどと言う。しかしながら、

一方では、国民年金は「基礎年金」という名称が与えられて、国民「皆」年金制度

の基礎として説明されている（「ベヴァレッジ方式」の印象を与えている）。不払い

によって、国民年金が抜け殻と化して行く状況なのであれば、国民「皆」年金の建

前が崩壊するし、基礎年金でもなくなるのであるから、それでも破綻ではないとい

うのは説明としては成り立たない。 

白地に絵を描くことができるのであれば、老齢年金にはむしろ福祉原理を導入

して、デンマークやニュージーランドのように、税財源方式にすべきであろう。上

積みを求めるのであれば民間の保険によって上積みを図ればよい。これは老齢年金

の民営化論ではなく、高齢層の社会保障について、保険原理から福祉原理への切り

替えを図る考え方である。ビスマルクが労働者階級に対する懐柔策ないし騙しのテ

クニックとして導入した社会保険（「ビスマルク方式」）が、未だに世界中の社会保

障制度に影を落としていることに対するアンチテーゼである。 

そうは言っても現実の問題として、過去に積み立てられた巨額の積立金がある

のが事実であるから、制度を切り替えようとする場合には、経過措置に、多大な困

難を伴うこととなる。 

 

日本の社会保障制度 
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 小塩ほか上掲書の６ページに戻ると、そこには日本の社会保障制度についての批

判がある。そのポイントは、日本の現行の社会保障システムは保険原理と福祉原理

が未整理のままに混在しており、複雑になり過ぎていて、理解を困難にしていると

いう指摘である。 

これらの問題についての対応策は、民間税調の今後のシンポジウムにおいて、

別途、基調報告が行われる。 

 

社会保険料と租税法律主義 

社会保険料と税との関係は、最高裁判所平成１８年３月１日大法廷判決（旭川

市健康保険条例事件）がある。社会保険料という名目の下で、保険原理に基づいて

いる場合であったとしても、逆選択を避けるために皆保険制度をとって強制徴収す

るのであれば、実質は税であるから、租税法律主義に従うべきである。 

厳密に保険原理に従っていたとしても、財政学のいう応益負担課税として租税

の概念に該当する。ましてや、再分配的要素が混入している場合には、社会保険料

の名称の如何に拘わらず、その性格は応能負担による一般の課税原理が潜り込んで

いることにほかならない。 

【図２】において見たように、社会保険料が大きな負担を課すものとなってい

るのは、増税に伴う立法府の審議の困難に比較すると、社会保険料の増額は行政内

部だけの判断で容易に行えるからである。社会保険料であると税であると、その名

目を問わず、租税法律主義に従わなければ、このように安直に社会保険料負担が増

加して行くということである。 

旭川市健康保険条例事件は、ことがらの本質に直面することを避けた現状追認

型の判断である。問題の所在を十分に理解していないか、理解しているけれども目

を背けている不適切なものと言わなければならない。 

 

『日本の税制は、所得再分配機能をほとんど果たしていない。』 

『特に所得税は、累進的であるどころか逆進的でさえある』 

・・・・という事実にどのように取り組むべきか 

 

これが問題である。社会保険料をすべて税制の内枠に取り込んでしまうとする

と、再分配の制度の見通しはよくなるかも知れない。 

（以上） 
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2015 年６月 14 日 
民間税調第４回シンポジウム 

税理士 青木 丈 

年末調整の廃止に向けて 

‐マイナンバー制度における“マイナポータル／マイガバメント構想”を見据えて‐ 
 

１ マイナポータルとは 
 
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年

法律第 27 号）」（以下「番号法」という。）は、平成 27 年 10 月５日に施行され（番号法附

則１本文、施行期日政令）、平成 28 年１月１日から行政機関等において個人番号の利用が

始まる（法人番号には利用制限無し）。 
 そして、平成 29 年１月 1には、個人番号を付番された一人ひとりに対しカスタマイズさ

れた情報を提供するウェブサイトである「マイナポータル（情報提供等記録開示システム）」

が新設される予定である（番号法附則６⑤）。 
 マイナポータルは、①情報提供記録表示、②自己情報表示及び③お知らせ情報表示の３

つの機能を搭載している（図表〈マイナポータル（情報提供等記録開示システム）の設置

について〉参照）。マイナポータルは、自宅のパソコンなどで利用することができるが、パ

ソコンを所有しない者にも配慮するため、公的機関への端末設置も予定されている 2。 
マイナポータルへのログイン方法は、個人番号カードによる公的個人認証（個人番号カ

ードの機械的な読み取り＋パスワード入力）が想定されている。 
 マイナポータル上で表示される情報は、確定申告等に役立つ情報が含まれていることか

ら、納税者が申告を行う際の補助情報として役立てることが期待されている。 
 なお、マイナポータルは、現在のところ個人のみの利用が想定されているが、「法人ポー

タル」の構築も検討することとされている 。 

                                                   
1 番号法附則第６条第５項では、マイナポータルの設置は、番号法の「施行後一年を目途」

とされているが、内閣官房「よくある質問（FAQ）」Ａ６－２（平成 27 年４月回答）では、

マイナポータルは、「平成２９年１月から利用できる予定です。」と回答されている。 
2 内閣官房「よくある質問（FAQ）」Ａ６－３（平成 27 年４月回答）参照。 
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マイナポータル（情報提供等記録開示システム）の設置

マイナポータル（イメージ）

情報提供記録表示

自分の特定個人情報をいつ、誰が、なぜ
情報提供したのかを確認する機能

自己情報表示

行政機関などが持っている自分の特定個
人情報について確認する機能

お知らせ情報表示

一人ひとりに合った行政機関などからの
お知らせを表示する機能

政府は、法律施行後１年を目途として、情報提供等記録開示システム（マイナポー
タル）を設置する
（附則第６条第５項）。

【参考】e-Taxのメッセージボックスで確認できる情報

 申告・申請の受付情報
 税務署からの確定申告等についてのお知らせ
 振替納税のお知らせ
 電子証明書の登録
 納付情報登録依頼
 電子納税証明書
 税務代理利用可能の通知
 ダイレクト納付に関する通知

• 平成29年１月より運用開始予定

• 個人番号カードによる公的個人認
証（個人番号カードの機械的な読
み取り＋パスワード入力※個人
番号は用いない）

• 主に行政機関からの各種情報を
確認

• 納税者が自己情報を参照して申
告の補助として利用

 
 
２ マイガバメント構想 
 
番号法附則では、マイナポータルを利用して、行政機関などへの手続を一度で済ませる

ワンストップサービスも実現することとされている（番号法附則６⑥三）。ところが、マイ

ナンバー制度における情報連携のコアシステムである情報提供ネットワークシステム 3に

は、番号法別表第二に限定列挙される行政機関等しか接続しないため、マイナポータルの

みでその重要な機能の一つとされるワンストップサービスを実現することはできない。そ

こで、マイナポータルに既存の電子申告システムと電子私書箱等を組み込み、真のワンス

トップサービスの実現を目指す図表〈マイガバメントのイメージ〉のような「マイガバメ

ント」4の構想が検討されている。 

                                                   
3 情報提供ネットワークシステムは、総務大臣が特定個人情報保護委員会と協議して、設置

及び管理することとされている（番号法 21①）。 
4 「世界最先端 IT 国家創造宣言」（平成 25 年６月 14 日閣議決定）において、マイナポー

タルを活用した個人向けサービス等、利便性の高いオンラインサービスを多様なチャネル

で利用可能とする「マイガバメント」を実現する、と述べられている（「同宣言」18 頁）。 
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出典：内閣官房IT総合戦略室作成資料

マイガバメントのイメージ

 現在、確定申告の控除では、各種支払等証明書名など、保険会社や地方公共団体等から

郵送される書類をもとに申告書を作成し、e-Tax 等を利用してオンラインで行う必要がある

が、マイガバメントの構築が実現すれば、各種支払等証明書等の電子データをマイガバメ

ント上で受領し、e-Tax 等に転記し、申告が可能となる。これにより、納税者本人にとって

は、転記の省力化、書類管理の負担が軽減され、民間企業にとっては、証明書等の発行事

務及び郵送費が削減される。 
このマイガバメント構想を進めていけば、将来的には、現在の年末調整レベルの確定申

告に必要な情報はマイガバメントでほとんど済んでしまうということが想定される。現在

の年末調整時に保険料控除等申告書や扶養控除等申告書を納税者が作成するよりも簡易に

マイガバメントによる電子申告をすることが可能となれば、課税当局もストレートに納税

者の所得が捕捉できることとなることもあり、年末調整制度そのものが不要となることも

考えられる。 
年末調整制度によって我が国の給与所得者の大多数を占めるサラリーマンが確定申告を

しないで済んでしまっていることから、同制度は、日本国民の低い納税意識の所以とされ

ている 5。また、年末調整制度は、企業に多大な事務負担をかけるとともに、納税者のプラ

                                                   
5 例えば、三木義一教授は、日本のサラリーマンは、「『民は知らしむべからず、よらしむべ

し』という租税政策システムに組み込まれてしまっているのである。」と述べている（三木
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イバシーの問題も指摘されている 6。 
 したがって、マイガバメントによって、年末調整が廃止されるか少なくとも納税者の選

択制とされることが望ましい。これにより、税制の民主化のために導入された申告納税制

度の理念が漸く真に実現されることとなろう 7。 
 なお、「マイナポータル」及び「マイガバメント」という名称については、それぞれの内

容とにミスマッチがあるという指摘があり、より適切な呼称への変更を検討することとさ

れている 8。 
 
＜参考文献＞ 
青木丈『税理士事務所のマイナンバー完全マニュアル』（ぎょうせい・2015） 
 

以上 
 
 
 

                                                                                                                                                     
『日本の税金 新版』（岩波書店・平成 24 年）15 頁）。 
6 年末調整不要論については、三木義一『給与明細は謎だらけ サラリーマンのための所得

税入門』（光文社・平成 21 年）172 頁以下。 
7 森信茂樹教授は、「このような制度は、わが国の課税の実務を大きく変える起爆剤になる

とともに、自主申告制度への移行により、民主主義の基本ともいえる納税者としての自覚

を生じさせることになる。」と述べている（森信「番号制度は、マイナポータルからマイガ

バメントへ」税務弘報 62 巻 10 号（2014）６頁）。 
8 新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会「中間とりまとめ」（平成 26 年５月 20 日）

７頁。 
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