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税制⼤綱 残された課題(上)シェア経済への対応急
げ 
少額納税申告の⼿間軽く 森信茂樹・中央⼤学特任教授 

インターネット上のプラットフォーム（基盤）を介して、個⼈が保有する遊休資産（場
所、乗り物、空きスペースなど）や労働・スキルなどを個⼈間でシェア（貸借や売買や
提供）するシェアリングエコノミーが世界的に発達している。⾃らの遊休資産やスキル
を活⽤してそれなりの収⼊が得られるし、サービスを購⼊する側も⾃ら資産を所有する
必要がなく、⽐較的安価に様々なサービスを利⽤できる。

既存の法制や規則などとの間で問題を⽣じさせることもある
が、個⼈の新たなライフスタイルの下で、新たな成⻑機会や
雇⽤機会が創出され経済活性化の起爆剤になるとして⾼く評
価されている。

とりわけ安倍政権の推進する働き⽅改⾰の下で、副業・兼業
などのマルチジョブワーカーが推奨され、⼈材仲介サイトを
通じて不特定多数の⼈（クラウド）に業務を委託（アウトソ
ーシング）するクラウドソーシングが進み、⾃営業者ではあ
るが従属性の⾼い雇⽤的⾃営業者が増えている。

これらの労働の対価はプラットフォーム経由で⽀払われるこ
とが多く、取引の匿名性が⾼いので、無申告・過少申告の増
加というタックス・ギャップ（Tax Gap）の問題が⽣じ
る。またこれまで源泉徴収・年末調整で完結していた給与所
得者が副業・兼業すれば、納税申告の⼿間が⽣じてくる。さ
らに少額の所得を得る個⼈事業者の場合、既存の社会保険制
度からこぼれ落ちるという問題も⽣じる。

プラットフォームを通じ不定期の契約で⾃らのスキルを提供
する⼈々で成り⽴つ経済をギグエコノミーと呼ぶ。欧⽶ではギグエコノミーの税制や社
会保障の問題を包括的にとらえて対策を進めている。

本稿では、シェアリングエコノミーやギグエコノミーの発達の下で⽣じる税務の問題や
課題を、先進諸国の例を参考にしながら考えたい。

新たな経済に対して先進諸国で導⼊されているのは、記⼊済み申告制度だ。この制度
は、IT（情報技術）発達の成果を納税申告の利便性向上に活⽤するものだ。

税務当局が雇⽤主や⾦融機関などから提出された給与⽀払額、源泉徴収額や保険料⽀払
額などを、あらかじめ納税者の申告書に記⼊して電⼦的に送付し、納税者はその内容を
確認して、必要に応じて加筆・修正したうえで税務当局に送付することで申告が完了す
る制度だ。

納税者サービスの⼀環として、北欧諸国を⽪切りに欧州⼗数カ国で導⼊されている。⽇
本のように年末調整制度が存在している英国も、2019年からの導⼊を予定している（表

2018年12⽉25⽇（⽕）

 International 有料会員： 三⽊ 義⼀様  |  設定  

記事 株価

マネートップ 経済・政治 ビジネス マーケット テクノロジー 国際・アジア スポーツ 社会 地域 オピニオン ⽂化 ライフ

ストーリー 速 報 朝刊・⼣刊 ⽇経会社情報 ⼈事ウオッチ Myニュース

 保存  共有  印刷    その他

画像の拡⼤

画像の拡⼤

1. 「唯⼀の問題はFRB」トラ
ンプ⽒、再び利上げ批判

2.
ゼロ⾦利が作るバベルの
塔 膨らむリスクに向き合
う

3. JXTG、1⽉に⾸都圏でガス
⼩売り 業界最安値で

おすすめ情報

ＵＳＪがＸマスのショーを終える理由

前⽴腺肥⼤症で数値が上がってきた

あの⼈が通う通な居酒屋にまた…

通信制⼤学院で英語を学ぶという選択

新⼈研修 経済知識と⾃主性を学ぶ

就活⽣が⾒た東急電鉄の働き⽅改⾰

「⾹港」へ⽇本から多彩なアプローチ

早期準備はエグゼクティブ⼒診断から

[PR] ⼀覧はこちら

思い込みを覆す！
三菱ケミカルホールディングス⼩林会
⻑とNEC遠藤会⻑が語るサステナブル
経営

豊かさを知る⼤⼈の空間
シニアのためのプレミアムラウンジ⽇
本橋に誕⽣。ヒューリックプレミアム
クラブ⽇本橋

AI機能をフル活⽤
Leicaトリプルカメラで精細に Mate
20 Pro／ファーウェイ・ジャパン

アクセスランキング(未読分)

 ⽇経からのお知らせ

キャリア採⽤、通年で募集



 会員向け新着情報【⽇経コンシェルジュ】

【初割】セットでお得な商品が2⽉末まで無料！



https://www.nikkei.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://pr.nikkei.com/mb/?n_cid=SPTMG028
https://style.nikkei.com/money/?n_cid=LMNST004
https://www.nikkei.com/
https://www.nikkei.com/economy/
https://www.nikkei.com/business/
https://www.nikkei.com/markets/
https://www.nikkei.com/technology/
https://www.nikkei.com/international/
https://www.nikkei.com/sports/
https://www.nikkei.com/society/
https://www.nikkei.com/local/
https://www.nikkei.com/opinion/
https://www.nikkei.com/culture/
https://style.nikkei.com/?n_cid=LMNST004
https://r.nikkei.com/stories
https://www.nikkei.com/news/category/
https://www.nikkei.com/paper/
https://www.nikkei.com/nkd/?n_cid=DSNKD003
https://www.nikkei.com/jinji/all/
https://r.nikkei.com/mynews
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39331010V21C18A2000000/?n_cid=TRPN0017
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39329270U8A221C1MM8000/?n_cid=TRPN0017
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39325930U8A221C1MM8000/?n_cid=TRPN0017
https://nkis.nikkei.com/pub_click/174/uuZs5XZW73jTeHsSCCwjlbVqdnVZZU2z6zHhYtlFTU36U0hCIniSU0PsBphWXD722olNTX0FNOUekGXrbMbJWGbf2dN8gWr3jCtssA_TXLq4aD5qa4cjpZQel0mgrZcPeIjMouQY8PLWVAB94Rrq0tqR8aUeMqEgcMIK-5Zao9Kr0oruJuTRlMbKNaJYeMqHjVmUWXDFXixiyLtY3M_QJ6ODP7-OlhaF1itLtcTEanOhyJS1QVzBkb0S6Jg-c9gbV1JqGUsCtRs_ju6wpIRD8lGNmNGM8iZ5mioFFrNNCMzhe1W781NnNEVLmdGJ-CUhJ03B1rCWY_-cB5RaJpRRt8JB_eeo-1Tk8JzCC8cMg5zCxY1ddyARtZvJTR7sVzCGn8AuWMgHOjHQj5yjlrZjcn338bfc9ZWELVDwpFF4Z2GVvIW0ZkugNJ67uprJSNvV_1PP5dExaWFU6stH3mJEf8508Hml3A//https://russellinvestments.com/jp
https://bizgate.nikkei.co.jp/?n_cid=TPRN0002
http://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXZZO3852189004122018000001/?n_cid=TPRN0002
http://gooday.nikkei.co.jp/?waad=KOqJ8ACd
https://gooday.nikkei.co.jp/atcl/column/18/020200005/120600039/?waad=KOqJ8ACd
https://nikkei.gnavi.co.jp/?sc_cid=nikkei_fixdenshiossme
https://nikkei.gnavi.co.jp/?sc_cid=nikkei_fixdenshiossme
http://campus.nikkei.co.jp/?n_cid=TPRN0002
https://campus.nikkei.co.jp/c1/7531307.html?n_cid=TPRN0002
http://school.nikkei.co.jp/?waad=Qfp74BHo&n_cid=TPRN0002
https://school.nikkei.co.jp/special/neoprem/?waad=Qfp74BHo
http://college.nikkei.co.jp/?n_cid=TPRN0002
http://college.nikkei.co.jp/article/116595113.html?n_cid=TPRN0002
https://bizgate.nikkei.co.jp/?n_cid=TPRN0002
https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO3695206026102018000000/?n_cid=TPRN0002
https://tenshoku.nikkei.co.jp/?n_cid=TPRN0002&waad=qL1yqf2b
https://tenshoku.nikkei.co.jp/lp/15002/?n_cid=TPRN0002&waad=rMo8WpOd&utm_source=NKdenshiban&utm_medium=pr&utm_content=text&utm_campaign=shortlink
http://ps.nikkei.co.jp/trend/?n_cid=PSDB0021
https://nkis.nikkei.com/pub_click/174/d3cQ_A9TrS7oiSM7Go-ne7ufm18OMSN23TKy00K7AfwYsV8q5HnBbP8myfBWPOoaJQW4NGdFgcqnW4Q1xkFjdjsMsVj8v5TptDESKcmHMi0JbjM06xMLYZCWbn1PjhnmVN_DRCmRM8KkPa7Sfyya5Mcpth8cMvscYWuDqPcYpS289HTH2o3SjRjeyBIX4Ng0vO_8P7CAHlDsrWkr_UlfK7YxDzDLELk6BcGKU13_xBp_MdkbP4DthAqyHenwlPlHceNzX6fLXGSdx484wtoprZ_-1eBQu3CTEDhUDVTAFImbH0o6zFxcvNrinjAhcUiq55EELDzg97sUnbzPHxOQN7KSuPhRWgg4J2_rtEnRsnMeYVCkwyUa7CA79EYUqzGYA2xPkZjfFIGxi-lEI3N4n99DAsFWbutF0gdLI8sVx4X_DJvUCYByca6vuNogEdYaRDwOBDpWW2ux57ZncwGa//
https://nkis.nikkei.com/pub_click/174/d_44oxYyvBESqDEdD6qQowUfKt_tIgbY6mIkDTtKyjDN0G6iiFTfJAQaDg-T1vd3k8zkgGM1nziJ-fDtpCx_M9kqOMCHoarpsWWb8yIObQcgGyNnHCZZlkMG8gsUhQbtCg1bX2PrLOvzVWyy6mPoF6mR_H1re4zupPV37VBoYE-Kne_pTnsj3_cK7TcKxTpZDSZbQarA6dpEWmQ19auqQ8dP8bnhtWhaGbFC4XfWQJV0-3wSAWRNZB6bFbmkMDynn7bSKicOen5e3-6ACzUnJ-x6ZJ-uzMrSE3d24RbMCooljqxTgO9pseieStoip7rvYdx0TBC8vZpUueNdrgPDxbTo--ooepN_BPLj-GVvHyvdSDw7GV0wBrWyy2jN3s5jUb0DUXj2Em5kVQSCr_jWLLyMPhp_vPLc1a_BzKD1U-PlSAQhpBIBGLEnZsO6LnQSgFgnBgFWdEYORcSijr_k//
https://nkis.nikkei.com/pub_click/174/iCWJ_Wz2PCvySZr7PxPQR0C1P0TwzA4p75L9euxiK4HsoDVfrBmuGPHiBVRho2hiaWSRoXLW2mAGpSqh0nRGPcrU9wdcmL_L5kx9a1kVk3b4-58NzGyi4a3RQWKqdh-rpupE8bai8975A1PhfUjihlsmNGPDk3t_YDsCDqjXT8_Rv27M7LHtSiIj1U_Y7mS2j8wOVwnCVXntQKBYAfsuhcL-UPPpz5zyHB3JDxysPlGhe0ubDvcARVu2cfMBt0MPiYh3bbqF-VCdtnn2uiZpyu1Fzmyms5JhpFyNan_4m41jMIusD1hxGh1W-JPIGBJJcHNmbAbY6zsksph-6FDkokdhGCRCW8Lt0pIOpTeCq12yt0nGrGSwo2SQf20uh7PDq3m8wqcTz63GXOxNO2sg_mv6TXOv2MNGb-nY75MkzSZgeFBQu1hECvf3bkc3BjXYys4eE2fgqxdXoBZTm__Y//
https://www.nikkei.com/recenttopics/
http://www.nikkei.co.jp/saiyo/society.html
http://dsquare.nikkei.com/concierge/?n_cid=DSPRM183
https://pr.nikkei.com/campaign_event/201901_hatsuwari_r3/?n_cid=DSPRM1718&waad=QhbtKFCV


2018/12/25 （経済教室）税制⼤綱 残された課題(上)シェア経済への対応急げ 少額納税申告の⼿間軽く 森信茂樹・中央⼤学特任教授 :⽇…

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO39245060R21C18A2KE8000/ 2/4

参照）。

最も進んでいるスウェーデンでは、税務当局から送付された申告書に、給与、利⼦、配
当などと並んで、⽀払税額（国税・地⽅税）、税額控除額が記載され、納税者の税の過
不⾜額（追加納税額や還付額）まで計算・記⼊される。

フランスでは給与所得と投資所得の2つが対象で、納税者は事前記⼊された収⼊につい
て、経費の実額と10%の概算控除のどちらかを選択して控除欄に記⼊し税額計算をして
送付する。さらにシェアリングエコノミーからの収⼊についても、税務当局が⼊⼿し納
税者に送付している。

この制度は税務当局にとってもメリットが多い。申告書の収受後に申告内容を審査する
従来の⽅式に⽐べて、申告間違いや記⼊漏れなど納税者の単純なミスをあらかじめ防⽌
でき、申告書収受後の事務が効率化されるのである。

⽇本の対応はどうか。政府税制調査会「経済社会のICT化等に伴う納税環境整備のあり⽅
について（意⾒の整理）」（18年11⽉7⽇）を読むと、記⼊済み申告制度の導⼊へとか
じを切ったようだ。

税務当局は法定調書の範囲内で、納税者の申告内容と取引相⼿⽅の法定調書の内容をマ
イナンバーを通じマッチングさせている。ただし多くのサラリーマンは年末調整で申告
不要であり、すべての納税者について事前に情報を返すシステムを作るには膨⼤なコス
トがかかる。そこで既存のマイナンバー制度の個⼈ごとのポータルである「マイナポー
タル」と電⼦申告（e―Tax）を組み合わせて対応する案が検討されている。

具体的にはマイナポータルの情報連携（データ連携）と「⺠間送達サービス」を活⽤し
て、公的年⾦⽀払い資料、医療⽀払い情報、⽣損保の保険料控除、住宅ローン残⾼証明
書などの電⼦的受け取りを可能にしe―Taxと連動させ申告につなげる仕組みだ。ポータ
ルの電⼦決済機能を使えば納税まで簡素に⾏える。

国税当局が直接納税者の情報を申告書に記⼊する本来の記⼊済み申告制度とは異なる
が、⽇本の実情に合った記⼊済み申告制度といえる。

この制度をワークシェアリングで働く者に広げていくには、⽀払い情報の結節点である
プラットフォーマー（⼤⼿IT企業）から税務当局や納税者⾃⾝への情報提供が必要にな
る。19年度税制改正では、プラットフォーマーに対する任意の照会などに関する法整備
を進めることが決まった。今後さらに個⼈のマイナポータルへの情報の集中化を進めて
いく必要がある。

次に課題となるのは、シェアリングエコノミーの下で増加するサラリーマンの副業や⼩
規模事業者の申告インセンティブ（誘因）の拡⼤だ。⽇本では18年度税制改正以降、サ
ラリーマンに適⽤される給与所得控除を縮減して、その分を誰でも使える基礎控除に振
り替えていくという⽅向に進んでいるが、これだけでは⼗分とはいえない。

諸外国の例を⾒ると2つの⽅向が考えられる。⼀つは副業収⼊や⼩規模の事業所得につい
て、納税者が銀⾏⼝座を開設して国税当局に登録、その⼝座に振り込まれた収⼊の⼀定
割合を銀⾏が源泉徴収し納税して本⼈は申告不要とする仕組みだ。証券特定⼝座制度に
類似した簡素な⽅法を納税者の選択的に導⼊するもので、エストニアに実例がある。

もう⼀つはシェアリングエコノミーで所得を得る雇⽤的⾃営業者に新たな所得控除を設
けることだ。サラリーマンと⾃営業者の垣根が低くなる中で、現時点では前者は経費の
概算控除、後者は実額控除と制度が異なっている。後者にも給与所得控除並みの経費の
概算控除を導⼊してはどうだろうか。また英国では、⽶ウーバーテクノロジーズを活⽤
する運転⼿や⽶エアビーアンドビーのホストの収⼊にシェアリングアローワンスという1
千ポンド（約14万円）の所得控除を創設して対応している。
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少額の納税者の申告の⼿間を軽減するための施策であるとともに、税務当局もより有効
な分野にリソース（資源）を振り向けることが可能になるというメリットがある。

また伝統的⾃営業者に代わり雇⽤的⾃営業者が増えてくると、消費税の分野でも、⾮課
税の給与所得と課税の事業所得・雑所得の区分の公平性が問われる。中期的な課題とし
て議論する必要がある。

シェアリングエコノミーやギグエコノミーの下でのプラットフォーマーからの情報⼊⼿
は、徴税のためだけに必要なわけではない。雇⽤的⾃営業者の多くは、雇⽤形態別、縦
割りに構築された⽇本の雇⽤保険制度や社会保険制度の枠からはみ出ている。正確な所
得情報は彼らのセーフティーネット（安全網）の再構築にも必要だ。デジタル経済とい
う⼤きな社会変⾰の中で実効ある働き⽅改⾰を進めるには、税・社会保障を⼀体的に⾒
直す作業が不可⽋だ。

＜ポイント＞
 ○北欧などで税務当局が申告書に事前記⼊

 ○マイナポータルと電⼦申告の活⽤を検討
 ○税・社会保障改⾰、雇⽤的⾃営業者も重視

 

もりのぶ・しげき 50年⽣まれ。⼤阪⼤博⼠（法学）。専⾨は租税法。東京財団政策研
究所研究主幹

経済教室をMyニュースでまとめ読み  フォローする

配偶者控除額、夫と妻の所得で
判定 年末調整の変更点
2018/11/9 5:40

6.7万⼈に年⾦⽀給ミス 委託
業者が税控除申告放置
2018/3/13 11:31

確定申告のイロハ 今年は副
業、薬、仮想通貨に注⽬ 

2018/2/13 5:40

電⼦納税にカードの壁 
「3000円」が普及阻む
2018/2/8 19:35

PR [好評です]特別な⽇に揃えたい、あの⼈に贈りたい＼⾷と酒の未来勘所(つぼ)／

電⼦版トップ

PR 「企業からのお知らせ」掲載企業をこちらでご確認いただけます

PR 【初割】⽇経MJビューアーが2⽉末まで無料！申込はこちら

PR 贅沢なお店での粋な「ランチ接待」が増えている？/⼤⼈のレストランガイド

PR OFFICE PASS⽉間利⽤上位／東新宿でリゾートのような快適空間で仕事ができる

PR 先⾏きが不透明な今、注⽬したい資産運⽤がここに！【ピクテ投信投資顧問】

 保存  共有  印刷    その他

類似している記事（⾃動検索）

関連キーワード

経済教室 森信茂樹 シェアリング・エコノミー ライフスタイル エアビーアンドビー

中央⼤学 ウーバーテクノロジーズ

⽇経TEST

企業・団体試験
ご希望の⽇時と場所で実施できます。

「農協は改⾰すべき」という前提を疑ってみる

MONO TRENDY
⽇本酒、「お燗」で⾆⿎ 温めて増す⾹りとうま味

出世ナビ
テレビ出演、⼤混雑で裏⽬に 「サイゼリヤ」正垣⽒

ヘルスUP
置かれた場で⽣き抜く 宇喜多秀家に学ぶ環境適応術

グルメクラブ dressing
名店出⾝シェフ提供ふわふわロールケーキ 東京・⽩⾦

今さら聞けない接待のマナー 準備編
⽇程調整、どれくらい前に始めるのがベストか？

個室で過ごす贅沢なひととき 〜⼤切な友⼈やご家族とも〜
仲間内でも個室でゆったりとくつろげるお薦め の店

「⼈事が採⽤したい⼤学」は？
3位早⼤、2位慶⼤。1位は意外な国⽴⼤学

2020卒の就活⽣、会社選びの視点どうなる？
視野が広くリスクに強い「SDGs」にフォーカス

ウーマノミクス・ストーリー
⼥性リーダーのゆりかご、⾃信と勇気を育む「⼥志塾」
を主宰（東京海上⽇動）

PICK UP
働き⽅改⾰と⽣産性・稼ぐ⼒の関係深く〜スマートワー
ク経営研究会・中間報告セミナー〜

本⾰パソコン、伸び〜るスピーカー
パラビジネス 2分で経済を⾯⽩く

⾊々な街や国をただブラブラする
モヤモヤさまぁ〜ず2

明治150年記念「⽇本を変えた千の技術博」、東京・
国⽴科学博物館で開催中

「国⽴トレチャコフ美術館所蔵 ロマンティック・ロシ
ア」展 東京・Bunkamuraで開催中

 天気  プレスリリース検索

  アカウント⼀覧

訂正・おわび

  ⽇経電⼦版へのご意⾒・ご要望 
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PR 経済学者 伊藤元重 「学問は社会を変える⼒になり得る」／⽇産

PR ⾃分の頭で考える - NY市場急落からは何を惟る？ 伊藤洋⼀★⾦融そもそも講座

PR 家を買った時より480万円も⾼く売る⽅法を教えます！／マンションマーケット

PR 今、ビジネスのヒントは「動画」で学ぶのが当たり前／イノベーション

















⽇本経済新聞社の関連サイト

⽇経ＩＤの関連サイト

イベント・セミナー

⽇経イベンツガイド
⽇経ホールと貸会議室
⽇経懇話会
講演会向け講師紹介

教育・キャリア

Versant
⽇経の研修とは
⽇経TEST
⽇経キャリアNET 転職

各種サービス

⽇経テレコン  N-BRAND STUDIO

ＮＥＥＤＳ  ⽇本経済新聞の本

Channel JAPAN  ⽇経グローカル
⽇経チャンネル

⽇本経済新聞 電⼦版について
サイトポリシー | ヘルプセンター | FAQ・お問い合わせ | ご購読サポート | 電⼦版広告ガイド | リンクポリシー | 著作権 | データ利⽤ | 個⼈情報 | 利⽤規約 | サイトマップ

⽇本経済新聞社について
会社情報・お知らせ | 記事利⽤ | 個⼈情報の取り扱い | 本社採⽤案内 | ⽇経グループ情報 | 新聞広告ガイド | 紙⾯紹介と購読案内 | 法⼈お問い合わせ窓⼝
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