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【 研究ノート 】

マーリーズ・レビューの世界その 5

藤　原　一　哉

は じ め に

　2010年と 11年に刊行された英国のマーリーズ・レビューに関する本ノートの「その 1」から「そ
の 4」までで全体としての税制を形成する各税を取り上げた。本ノートの「その 5」では，2010年
レビューの最後の 2つの章（税務行政とコンプライアンス，租税政策の政治経済学）と 2011年レ
ビューの最終章（結論と改革諸提言）を簡単にまとめ，若干の感想を記す。2つのレビュー合わせ
て 1,900ページに迫る大部なものであり，その内容もなかなか理解しにくいところも多々あった。
ただ，有名な 1978年のミード報告 30周年を記念して英国で組織的にこの 30年間の理論研究，実
証分析，政策動向に関するレビューを租税論の発展を目指して取り組まれた事には，敬意を表した
い。このレビューは，今後の租税論と租税政策のあり方を真摯に考察するには，最高のテキストで
ないかと思われる。

1　2011年レビュー「第 20章結論と改革諸提言」について

（1）　レビューの基本的立場

　今までの 4本のノートでそれぞれの税のこの 30年のレビューと改革提案を紹介してきた。ここ
で取り上げる「第 20章」は，文字通りマーリーズ・レビューの最後を飾る。ただ，2010年レビュー
の各章には，その章に関するコメントが複数載せられ，このレビューに関するWeb上の窓口も開
設され，これからも租税政策に関するレビューが続いていくのであろう。本ノートで言及する租税
政策の政治経済学は，現実の租税政策の様々な動きが今後とも続くという視点から述べられている
ので，「租税」という経済財政上の重要事項がなくなるまでこの議論は社会を支える者の大きな責
務であると言えよう。
　ここでは，この「第 20章」がレビューの取りあえずの結論であるという意味を簡単に確認する
事を目標とする。まず，3つのキーワードが挙げられている。1つ目のキーワードは，「累進性」で
あり，「可能な限り効率性とともに累進性を達成する」と指摘され，個人所得税と手当，勤労意欲，
人々の税や手当に対する反応などが中心となり，「累進性の評価は，人々の単年度のスナップ写真
ではなく，生涯の資産を基準に行われるべきである」とされ，この意味からも「単なる所得の分配
ではなく，支出の分配を考慮すべきである」と述べられている。（471-473）ここでもこのレビュー
がミード報告 30周年を記念しているという面が表れている。
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　2つ目のキーワードは，「中立性」であり，このためには，「簡素にして，人々と経済活動の間の
正当化できない差別を避け，経済的混乱を最小にする」としつつ，その例外として，アルコール税，
タバコ税，環境税，年金貯蓄と R&Dの促進（税の優遇）が挙げられ，中立性を達成する為に税務
行政とコンプライアンスのコストが増大すると指摘している。（472）このコストを削減するような
税制改革が求められるという立場が鮮明である。
　3つ目のキーワードは，「システム」である。これは，税制が「一つの全体としてのシステム」
という意味で，「特定財源は，民主主義の拡大にならず，納税者をミスリードするので，避けるべ
きである」とあり，システム全体で様々な政策課題を解決するべきであると述べている。（471-472）
　レビューは，個人所得税を最初に取り上げていた。この事は，現在の UKの税制においてもこの
税が中心となっている事を示し，税制のあり方としても納税者・議会・労働意欲などの租税政策を
めぐる中心概念が，この個人所得税と密接に関わる事を背景にしているのであろう。かつて島恭彦
が『財政学概論』（1963年）でこの個人所得税を近代的税制の王座に座るとしつつも，所得把握が
様々なキャピタルゲイン等の存在から困難になっていると指摘していた。レビューは，法人所得税
や法人成りの現状もすでに指摘していた。このような状況を受けて，「全ての源泉からの所得は，
同一の税率表に従って課税されるべきであり，特に自営所得，不動産所得，貯蓄所得，配当，キャ
ピタルゲインに同一の税率表を」（474）とある。
　税率表とともに税制で重視されるのは，控除であり，「労働に関する支出と生産への投入を所得
控除すべきであり，この控除に失敗すると経済的諸決定を混乱させ，低コスト低収入活動を促進す
る」（474）と述べられている。この例として，年金貯蓄とビジネス投資の 100%初年度償却，それ
以前に貯蓄・投資された資本の機会費用を毎年控除することが挙げられている。具体的には，貯蓄
に対しての the rate-of-return allowance （RRA），ビジネス投資に対しての the allowance for corporate 

equity （ACE）であり，「この 2つは，今まで UKで用いられてはいないが，現在は他国で活用され
ている。リスクのないノーマルなリターン率は，無税となる」（475）と指摘されている。この 2つ
の概念については，既に以前のノートでレビューの重要概念として紹介したが，資本の蓄積と再生
産を侵害しない税制という程度しか現在の筆者の理解では及ばない状況である。
　レビューは，以上の指摘の後，「（この 2つの概念の）両方の場合とも，このノーマルを「超過す
る」リターンは完全に課税されるだろう。（この課税は）ここ数十年間，世界中の政策策定者が取
り組んできた難問を解決する手助けとなりうる。その難問とは，一方で租税回避を防ぎ，他方で貯
蓄・投資の意欲阻害を最小にする」事である（475）と述べている。
　この様な結論の理由として，「貯蓄と投資を促進する為に政策策定者は，資本所得の税率を削減
しようとしたが，この事は，労働所得を資本所得に転換する幅広いドアを開けるのではないかと恐
れた。そして，その結果，資本軽課の妥協となり，しばしば異なる形態の資本所得は，異なる税率
で課税され，意欲阻害効果と租税回避の余地はそのまま残った。それゆえ，資本コストを完全に控
除し，資本所得に課税する事で上記の 2つの問題は解決される」（475）と述べられている。さらに，
インフレ調整や真の経済的減価償却の重要性も指摘されている。（475）
　レビューの 3つのキーワードが現実問題としては，以上のような形の政策提案となっている。貯
蓄を促進する事の一環として，年金貯蓄を税制面で気前良く取り扱う根拠として，「人々の態度に
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鑑みて，人は長期的かつ合理的な方法での決定ができない」事（476）が挙げられ，退職後に国家
手当プログラムに頼る危険性が指摘されている。
　このような，資本リターンの「ノーマル」な率に対して所得税免税とする事は，「広い意味で支
出税に等しい」（476）とも述べられ，ここでミード報告 30周年の意味が現れる。このノーマルな
率を超える超過リターンの事を，レントとして，「純粋な経済的レントは，原則的に経済的混乱な
しに課税されうる」としつつ，「実際には，レント（複数形）を正確に狙う事は困難であるので，「超
過」リターンに対して通常よりも高率での課税を試みる」（476-477）とある。ただし，レントが正
確に把握しうる税もあり，地価税（a land value tax）が例として挙げられている。（477）
　レビューが経済的レントへの課税を主張しているのは，贈与と遺贈等の富の移転への課税も根拠
があるからであるとしている。（477）以前のノートでも紹介した議論が繰り返されている。つまり，
結論として「効率性と公平性は，もしすべての贈与と遺贈の受け取り（全ての資産の種類，生前贈
与，死後贈与も）への課税であれば，最もよく扱われる」（477）とある。しかし，レビューはこの
30年間の政策と現状のレビューでもあるので，現実にはこの様な課税が行われていない事も指摘
し，「セカンドベストとして，貯蓄のノーマルなリターンを免税にしつつ，贈与を把握する」（477）
事を提案している。

（2）　レビューの税制改革提案の概要

　2011年レビューの全ての章の改革のアイディアを表 20.1（478-479）にまとめている。この表か
らポイントを書き出すとする。表の左側に「良い税のシステム」を右側に「現行の UK税制」が対
応させて記されている。順番は上から，稼得所得税，間接税，環境税，貯蓄資産課税，ビジネス税
である。以前のノートでも紹介したが，改めて示すと，良い税システムは，稼得所得税では，「透
明で一貫した税率構造を有する累進所得税，低所得かつ /または高いニーズの人々向けの単一の統
合された手当，人々の態度の反応に関する証拠を汲み取った実効税率表（schedule）」，間接税では，
「大きく統一された VAT（経済的効率を根拠とし，的を絞った少数の免税，金融サービスと住宅へ
の等しい税率），流通税ではない，アルコールとタバコに追加的な税」，環境税では，「二酸化炭素
の排出に一貫した価格付け，道路混雑に的を絞った税」，貯蓄と富への課税では，「貯蓄のノーマル
なリターンには課税しない（退職貯蓄の追加的インセンティブ付き），標準的所得税率表を貯蓄の
ノーマルな率を控除（an allowance）後の全ての源泉からの所得に適用，既に支払った法人税を反
映するように法人株式からの所得に低い個人所得税率，生涯富（wealth）移転税」，ビジネス税では，
「投資のノーマルなリターンには課税しない単一税率の法人税，雇用・自営・小会社経営から得ら
れる所得に対して等しい取り扱い，中間財投入は非課税（しかし，地価税は少なくとも営業用地と
農地に課す）」とされている。（478-479）
　表 20.1で明らかにされている現行 UK税制は省略する。その理由は，以前のノートでの紹介と
レビューの次の部分と重なるからである。つまり，改めて現行システムの 7大欠陥として，「① 所
得税と福祉システムでは，相対的に低い潜在的稼得能力の多くの人々の勤労意欲をかなり損ない，
手当システムが特にとても複雑である。② 多くの不必要な複雑性と非統一性が存在する。例えば，
所得税と国民保険拠出（NICs）との間の統合がない，個人所得税と法人所得税の間の一貫性がない。
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③ 貯蓄と富の移転の現行の税処理が一貫せず，不公平である。④ 気候変動と道路混雑を解決する
為の一貫した環境諸税システムまでには至っていない。⑤ 法人税はビジネス投資を妨害し，エク
イティファイナンスよりも借入資金調達を優遇している。税システムの他の部分の一貫性の無さ故
に法的形態の選択に混乱をもたらしている。法人税は，増大する国際的圧力にさらされている。⑥ 

土地と不動産への課税は，非効率かつ不公平である。営業用不動産（生産された投入財）への税は
存在するが，土地（レントの源泉）への税はない。住宅税制は，取引税と 20年前の課税評価に基
づく税の両方を含む。⑦ 分配目標は非効率かつ一貫しない方法で追求されている。例えば，VAT

のゼロ軽減税率は，全般的な小資源の人々に的を絞るよりも特定の嗜好の人々を助ける。カウンシ
ル税は，明白な効率改善理由がないので逆進的である」（480-481）と指摘されている。

（3）　個別の改革提案 ; 稼得所得税

　この税に対するレビューの基本的立場は，「個人所得税と手当システムは，累進的，一貫的，か
つ我々が所得分配の形態に関して知っている事や異なる（社会）グループが勤労意欲にどのように
反応するかをきちんと反映すべきである」（481）というものである。つまり，公平性や再分配を追
求しつつも最適課税論の立場から税制に対する人々の反応を考慮し，税制の社会的費用を最小にす
るという効率性・中立性の立場も合わせて追求するというものであろう。
　具体的には，以前のノートでも紹介したが，国民保険拠出（NICs）と個人所得税の統合を提案し，
その際，前者の課税ベースを自営業や資本所得にも拡大する事，雇用主負担の NICsも統合するべ
きだが，被用者所得以外にもこの部分を課税する事は政治的に容易ではない事が指摘されている。
さらに，手当システムの統合と個人（所得）税・手当ての税率構造の改革も提案されている。後者
は，具体的には，「① 低所得者の実効税率の引き下げを行い，低所得者の勤労意欲を高める，② 

最高税率を適切にする」（482）である。② については，「政治的価値判断（political value judg-

ments）が必要となるが，我々はその立場にはない」（482）とも述べられている。
　就業率を高める改革として，「勤労意欲を末子が学童の世帯で強められるべきであり，そのために，
児童税額控除を子どもが 5歳を境にして，5歳までの世帯に気前よく，5歳より年長の世帯には，
縮小するような改革をすれば，就業率が上昇する」（483）と述べ，雇用の増大数と年間収入増大額
の推計も示されている。就業意欲を高める対象として，勤労人生の後半（55歳から 65歳）の人も
挙げられている。

（4）　個別の改革提案 ; 間接税制

　最適課税論の立場に立つレビューの基本的な考え方として，「課税の効率性の議論から時間節約
財は間接税軽課，余暇時間を必要とする財は，より重課する。これは，課税がもたらす勤労意欲の
一般的阻害を相殺する為である。」（484）と述べられている。以前のノートでも紹介したが，レビュー
は，VATのゼロ軽減税率を廃止し，基本税率一本での課税を提案している。これによって，国際
的な不正を防止するとともに様々な不公平をなくする事ができるとも主張していた。VATの逆進
性の問題は，全体としての税制によって再分配を実現する事で解決するという立場であった。さら
に，「毎年の住宅サービス消費に課税すべきである」（485）とし，現行税制が如何に逆進的で非効
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率であるかを力説している。アルコールやタバコに関しては，上記の通りである。

（5）　具体的提案 ; 環境税

　まず基本的立場として，「圧倒的に優先順位の高い 2つのものは，温室効果ガス排出と道路混雑
であるが，不幸な事に現行税制システムは，この 2つに対して長期間にわたり一貫性がないままで
あった」（486）と述べられ，レビューとしての提案が，「VATの課税ベースをより一般的に拡大し，
炭素排出に一定の価格を課す。自動車課税は，実際の道路混雑水準と費用を正確に反映し，場所と
時間によってチャージが異なる道路価格付け計画（a road pricing scheme）とする」（487）事であ
るとしている。後者の自動車税提案で国民所得の 1%を上回る年間福祉便益が得られるとの政府の
試算も紹介されている。
　温室効果ガスに関しては，2006年のスターン報告『気候変動の経済学』もあり，すこぶる今日
的なテーマである。国連などが世界の貧困問題の解決とも関連させて様々にその緊急性を訴えてい
るが，CO2排出国では欧州を除き対応は鈍い。その被害が政治的な少数派であっても，その被害
は将来世代も含め圧倒的多数に及ぶという正義論や持続可能性の議論も合わせて考察し議論するべ
きテーマである。

（6）　具体的提案 ; 貯蓄と富の課税

　レビューの基本的立場は，「貯蓄を早めに消費しないように，また，インフレ率に過度に反応し
ないように」（487）である。また，「貯蓄税制を正しくする事は，個人（所得）税と法人（所得）
税を一致させることにとっても重要である」（488）とも述べられている。
　具体的提案は，上記の「超過」リターンのみに課税するというものであるが，その説明として，「リ
スクなしや「正常な」リターンに対応する貯蓄由来の所得とキャピタルゲインの例は，中期国債の
利回りである。銀行や住宅金融組合（BS）の通常口座の利子は免税にし，エクイティの様なより
大きなリターンを提供しうるリスク資産の実質的な保有には，“rate-of-return allowance” （RRA）を
提供する。簡単に言うと，小規模のエクイティと相互資本（mutual funds）保有からのリターンに
は課税しない」（488）とある。
　この様な RRAの提案が，現在の問題（キャピタルゲインに対する実現時課税のロックイン効果，
インフレ時における名目ゲインに対する高率課税，稼得収入（所得）を低率課税のキャピタルゲイ
ンに転換して租税回避を図るなど）の「全ての問題を解決する」（489）とも述べられている。さら
に，RRAアプローチは，「法人税制と首尾一貫した機能を果たし，貯蓄税制のよくデザインされた
システムの重要な構成要素である。会社の株式の配当と会社の株式に関わるキャピタルゲインから
の超過リターンへの個人（所得）税率は，削減されるだろう。他の資産への税率と比べて，また，
法人レベルで支払われた利潤への税を反映して削減されるだろう。実際に，個人（所得）税におけ
る RRAは，法人エクイティへのアローワンス（ACE）の自然な対応物（counterpart）である」（489）
とも述べられている。
　ミード報告 30周年のマーリーズ・レビューは，この RRAという改革提案の目玉について次のよ
うに自己評価している。すなわち，「実際の改革提案として RRAは，ミード報告で勧告された純粋
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な支出税（EET）アプローチを超える潜在的有利さを有する。RRAは，税収を前部で徴収し，リター
ンが実現されるときにのみ減税し，（RRAへの）移行が比較的簡単である」（489）とし，さらに，
RRAは，海外へ貯蓄移動させて租税回避を図ることを少なくするとも指摘されている。（489）
　貯蓄の形態として年金が取り上げられ，個人所得税と国民保険拠出（NICs）との統合が現在の
複雑さと雇用主の拠出の優遇などの問題を解決するとしている。
　相続税についての提案は，以前のノートで紹介した通りである。現行の不公平さが強調され，改
革提案が行われている。

（7）　具体的提案 ; ビジネス税制

　まず，勧告の 3つの主要な構成要素が示されている。それは，「① 現行のビジネス・レイツ・シ
ステムを廃止し，中立的かつ効率的な土地価値課税に置き換える。 ② 小ビジネスと自営に関して
は，雇用から得られる所得に対する課税と同等にする。つまり，自営業者によって支払われる
NICsを増大させ，労使合わせた割合を負担させる。配当所得も NICsを負担する。（上記の）RRAは，
投資の「正常な」リターンを個人税制から取り除くであろう。 ③ 法人税においてコーポレイト・
エクイティにアローワンス（an allowance for corporate equity ; ACE）を導入する。これにより，エ
クイティファイナンスの費用を法人所得から控除する。つまり，債務の利払い費用が現行では控除
されている事と同等な取り扱いをする。この ACEは，RRAと同様に全ての形態の法人投資にとっ
て必要なリターン率には，法人税を課税しないという事を意味している」（491-492）というもので
ある。
　つまり，法人税収は，「正常なリターン率を超える部分，あるいは経済的レンツ（economic 

rents）から徴収されるので，法人利潤，配当所得，会社株式のキャピタルゲイン，個人所得の他
の源泉の税率を適切に統一すると，小企業のオーナーマネージャーは，サラリーよりも配当という
形態で自らに支払うという税のインセンティブを持たなくなり，雇用から得られる所得，自営所得，
小会社経営から得られる所得に対して税の処理を等しくする事を確実にできる」（492）ので，「現
行の多くの複雑な租税回避対応税制が不要となるであろう」（492）としている。
　さらに，ACEタイプのアローワンスがベルギーその他の国で導入されているので，実現可能で
ありかつ，EU条約義務とも両立可能であると述べられている。（492）
　2010年レビューには，国際資本税制という章もあり，すでに以前のノートで紹介した。今日の
グローバル化した世界で資本は所得の「立地」（租税回避）を当然の権利として行っている。この
ような現状に対して，政策も理論も実証分析もかなり蓄積され，レビューはこのテーマについても
ポイントを押さえている。そのポイントとは，「国際的に活動している企業が，課税利潤を UKの
外に移動する機会（例えば，有名なやり方は，UKでは総所得から控除される借入を利用し，法人
税率の低い他地域に展開している子会社では，課税されるエクイティファイナンスを行うなど）は，
ACEの導入によって削減されるだろう」（492）というものである。ただ，租税回避の他の手段で
ある移転価格の操作は残るとしている。（493）
　さらにレビューは，ACEの導入がかなりの税収減（a significant revenue cost）となるが，税収確
保のための税率引き上げは，誤りであるとしつつも，法人セクターが獲得したレンツ（rents）に
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たいする適切な税率は，不動産レンツへの課税とバランスさせねばならないとも述べられている。
（493）
　この様に，レビューは，「法人税率の引き上げなしの ACEの導入を勧告するが，これによって，
法人税収が減少する。この減収分は，他の税でカバーする」（493）と述べ，開放経済下における法
人税が国内労働者に負担が転嫁されるという税の帰着の問題も指摘している。（493）この含意は，
「国内投資の減少が，一人当たり資本の少なさと労働生産性の低さであり，長期的には，より低い
実質賃金に反映され，国内労働者をより貧しくする」（493）とも述べられている。税制を一つのシ
ステム・パッケージとしつつも，レビューは，現状の資本の専制的指揮権における税コストの負担
の冷徹な現実から目をそむけていない。
　レビューの注では，改革提案の投資，賃金，雇用，GDPに与える影響も試算されている。最後に，
「もし法人税率を引き上げると，多国籍企業が，活動と課税利潤を国外に移すから法人税率は，引
き上げない」（493）との姿勢を明らかにしている。

（8）　改革の移行問題

　レビューでは，表 20.2（495-496）で「より効率的かつ効果的な改革の一つのセット」と称し，
所得税以下の改革提案をまとめている。この内容は，本ノートで既に紹介しているので省略する。
改革提案によって，「UK税システムを累進的かつ中立的システムにする」（494）と述べられている。
これは，次の事を意味するとされている。すなわち，「資本の正常なリターン率を税から除外する。
全ての源泉からの所得への税率を等しくする。VATの課税ベースを拡大する。以上により中立性
を達成する。また，個人（所得）税と手当システムを用いて累進性を維持する。その際，手当シス
テムの簡素化と合理化を実現し，インセンティブに対する人々の反応を考慮して個人（所得）税と
手当をデザインする」（494-495）とある。
　この様な改革提案を実現することは，「一つだけの支出税や所得税だけで達成できず，諸税のミッ
クスによって達成できるし，長期的なプログラムとなる。」（496）それゆえ，「実務的かつ政治的困
難を克服する事が提案達成のために必要であろう」（497）としている。この為には，国際的合意が
必要な分野もあり，VATと炭素価格付けが例として挙げられている。（497）
　改革が全ての税にわたるので，税システムのミックスを改革してこその累進的かつ中立的な税制
の実現となるが，この様な税制への移行問題がここで考察されている。レビューは，この移行問題
について，次のような指摘から始めている。すなわち，「我々の勧告の優先順位，勧告のどのよう
な部分が最も実質的か，即座に実行しうるのはどの部分か，長期的取り組みが必要な部分はどこか
を明らかにすることが公平である。また，現状では改革の可能性が見通せない部分はどこか，適切
な改革アジェンダを確実にするのに必要な証拠について我々が自信を持てない部分はどこかについ
ても議論の中で示してきた。」（497）
　このような指摘の後，レビューは，提案の最も重要な部分として，「現行税システムにおける明
白な歪みを終わらせる部分」であり，この部分を改革する事によって，「経済的厚生」を向上させ
得るとしている。（497）具体的な部分は，VATの課税ベースの拡大（住宅と金融サービスに対す
る VATの代替税も含む），自動車運転者に混雑課徴金を課すシステム，温室効果ガス排出の一貫し
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た価格付け，個人所得税と手当のシステムを簡素化し，インセンティブに最も反応するグループに
低い実効税率を適用する事とされている。（497）
　さらに，貯蓄と利潤の税制で正常なリターンを課税から除く事，国民保険拠出（NICs）を自営
と資本所得に拡大する事，ACEの導入で会社にとってエクイティファイナンスと借入との格差を
なくすことが繰り返されている。（497）
　この様な提案は，累進性と中立性を実現するのみならず，租税回避を防ぎながら，貯蓄と投資へ
のインセンティブの阻害を最小にするとされている。（498）
　ただ，これらの変化は，「かなりの開発と投資（considerable development and investment），協議
の時間あるいはこれらの変化を人々が理解し，かつ変化に適応する為の時間を必要とする」（498）
とされている。金融サービスに対する VATあるいはその代替税，ビジネスレイツに替わる地価税（a 

land value tax）が重要な例として挙げられている。（498）
　レビューの提案には，生涯相続税（lifetime accessions tax）の様に「一連の実施諸問題の解決に
依存するが，我々はこれらが克服される自信がない」（498）というものもあるが，改革プランの大
半の準備は，「近々にすぐさま開始しうるし，実際そうすべきである」としつつ，「我々が現在直面
している問題の多くは，長期的な計画と戦略の欠如とそれらの計画を要求する諸問題の解決の失敗
から生じている」としている。（498）
　そして，「かなり簡潔な指示（much shorter order）で実施されうる事」（498）として，住宅への
VATの代替税としての住宅価値の消費に対する税と VATの課税ベースの拡大，所得税と手当シス
テムの諸改革，利子生み口座への課税の廃止，ほとんどの相続税の抜け穴をふさぐ事，手当システ
ムを年齢を考慮するように変える事が挙げられている。（499）
　この様な改革案は，「人々やビジネスに現在とは異なる影響を与えるので，到達すべき状態につ
いての合意が得られても改革案を達成する事は容易ではない」とか「会社から個人へ法的納税義務
者を移転する事が，長期的には税の帰着を完全には変更しないけれども，多くの人にとって単なる
増税と見える事は確実であろう」（499）と述べ，実現の困難性を示している。このような状況は，「政
治的に挑戦を変化させ，さらに政治的な挑戦を超えて進むような変化も存在する」（499）この具体
的説明を 3つの型に分けて行っている。
　第 1の型は，「我々が提案した多くの諸改革は，分配面では平均的には中立ではあるが，疑いな
く特定の状況ではある人々に打撃を与える」（499）というもので，「理論的には，行うべき正しい
事は，何がよりよい均衡であるかを考察する事であり，異なるタイプの労働の人々の間の中立性を
保つ方が，自営業者を優遇する事よりよりよい均衡である」（499）とも述べられている。
　第 2の型は，「ライフサイクルにわたって我々の改革の多くは釣り合いが取れている」とし，具
体例として VATの課税ベースの拡大や子ども手当の増減を挙げつつ，「平均すれば，一生涯では相
殺される。税制改革の勝者と敗者は生まれるが，…改革が浸透するにつれてある程度（この対比は）
取り除かれうる」（500）としているが，VATの課税ベースの拡大を含む改革パッケージが，「実際
には，平均的に年金受給者には損失となろう」（500）と率直に述べている。今日の政治的状況にお
いて，高齢者の投票率が高い事などからシルバーパワーという言い方もある中で，高齢者の負担と
なるような提案をしているという事は，この提案がいかに公平と効率と中立を実現するかという証
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明であるかもしれない。少なくともレビューはそう考えていると思われる。
　第 3の型は，「資本還元の問題（capitalization）の問題が存在する。我々の改革提案とりわけ資本
税制改革は，ある種の資産（assets）の価値に影響を与えるであろう。そして資産保有者に棚ボタ
利益と損失をもたらす。これについては，不公正だと考える人も出るだろう」（500）というもので
ある。例として，現行のカウンシル税と印紙税に替えて現行不動産価値への比例的な地価税を導入
する事と農地やビジネス用地への相続税課税が挙げられている。このような例で特定の層に打撃と
なる場合は，「移行を徐々に行う事が重要であろう」としつつ，「現在と比べたコストの増加は避け
られない。これらのコストは，政治的な目盛で測られる必要がある。我々の見解は明瞭である。そ
れは，変化の長期的な利益は，移行コストをはるかに凌駕する。我々は，現行システムの暴政（tyr-

anny）に屈する事は出来ない」（500）と述べられている。この引用文に出てくる「暴政」は，USA

の独立時に「代表なき課税は，暴政である」というスローガンが語られた時と同じ言葉である。
200年以上の時が流れ，旧宗主国の UKにおける 21世紀の租税改革で同じ言葉が持ち出されてい
る事は，興味深い。
　レビューは，続いて租税回避を納税者に起こさせないためにも現行税制の不公平性・複雑性・一
貫性の欠如を取り除くための改革の重要性を力説した後，支出税の提唱者であるカルドア卿の金言
を示している。それは，「広範な租税回避の存在は，納税者ではなく租税システムの改革が必要で
あるという証拠である」（501の注 6）というものである。
　移行問題の最後に，政府による税制改革の長期的アジェンダの説明の緊急な必要性が指摘され，
反面教師として 1997年から 2010年の労働党政府による 3つの税制改革の失敗（所得税，キャピタ
ルゲイン税，法人税）が，政治的コストとなって跳ね返った事例を示している。（502）

（9）　2011年レビューにおける UKの税制改革のまとめ

　いよいよレビューの最後の部分である，最終章の「諸結論」まで本ノートは到達した。まず，社
会保険料も税制としてとらえているので，いわゆる国民負担が租税負担と一致するのであるが，こ
の負担の水準が前世紀末までに 40%にも達した事を「この様なレベルまでの政府の成長は，たぶ
ん 20世紀の歴史の最も際立った発展のうちの一つであった」（502）と総括している。この水準を
前にしてレビューは，拍手喝采しているだけではない。このような水準だからこそ「我々が現在目
の前にしているレベルの税は，我々全てに個人として著しいインパクトを持つし，経済の総合的パ
フォーマンスにも影響する。さらに，本質的公共サービスに支出する政府の能力にも影響する」
（502）と述べ，経済の生産的なポテンシャルを傷つけず，経済的厚生を阻害しない税システムが「公
平」（fair）であるとしている。ただ，租税政策の経済的理想が政治プロセスの中で形成される租税
政策として簡単には実を結ばないという政治的困難さは吐露している。（502）
　ミード報告以来 30年間で税制は混乱を極めたばかりではなく，改善された部分もあった事が述
べられ，例として貯蓄税制，住宅ローン減税の廃止，法人税制，勤労低所得層支援の拡張による勤
労インセンティブの改善，所得税の最高税率の引き下げが挙げられている。ただ，この改善全てが
良好ではなく，「後に修正が必要な誤りを引き起こした。この修正自体が政治的な緊張を生みだした。
しばしば貧弱な経済学が結局は貧弱な政治となる」（503）とも述べられている。
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　最後に，政府，メディア，選挙民，専門家のあるべき姿として，次のように訴えている。すなわ
ち，「現在の税制よりも公平でダメージも少なくより簡潔な税制は存在する。このような税制を実
現する為には，政府が喜んで選挙民に正直になり，税制改革の諸議論を理解しかつ説明し，喜んで
専門家も意見に耳を傾け，専門家と大衆と相談し，短期的戦略を出す前に喜んで長期的戦略を示さ
なければならない」と。（503）
　税制改革の経済的効果が，毎年数十億ポンドにのぼり，「政府へ税制の合理化を要求する圧力を
レビューの読者とともにかけ続ける事，今や政府が成長し，租税政策の合理的な道筋を計画するべ
き時である」（503）と述べてレビューを結んでいる。

2　2010年レビュー「第 12章税務行政とコンプライアンス」

（1）　本章の課題と視角

　ミード報告以来の30年間にわたるUKを中心とした租税政策，租税理論・実証分析研究のレビュー
をして，2010年刊行のレビューでは，各種の税を順番に取り上げたのち，最後の 2つの章で，税
務行政とコンプライアンス，租税政策の政治経済学（political economy）をレビューしている。本ノー
トも最後にこの 2つの章を簡単に紹介する。主に各章の冒頭の「概略」を示しながら，本文のポイ
ントを確認したい。
　税務行政は，租税原則でも必ず取り上げられる。すなわち，租税の徴収コスト，納税者の納税の
便宜，確実性など，どの様な租税システムもその実現において税務行政上の困難をなるべく少なく
するというものであった。つまり，租税制度が確実に実行されてこその制度であって，制度として
の信頼があって初めて政策は現実化されるというものである。
　さて，レビューの本章の冒頭にある「概略」では，まず，従来の最適課税論がこの問題を取り扱っ
てこなかった点に対する批判から始めている。すなわち，「納税額の算定と納税を確実にする事は，
納税者と政府双方にとって費用のかかる業務である。しかし，現代の「最適課税論者」は，人々の
態度を歪める租税の歪みコストに焦点を当ててきたものの，大部分はこれらの業務のコストを無視
してきた。」（1101）としている。そこで，「税務行政とコンプライアンス費用を反映するように（最
適課税論の）標準的な枠組みは可能である。そして，租税回避に対するペナルティ，調査率（enquiry 

rates），税務当局への情報提供義務等の様な現代社会の税務行政の諸特徴を含む事も可能である」
（1101）とし，モデル分析で最適課税論でも徴税を効率化するという課題に応えられる事を目ざす
としている。
　そのモデル分析から判明した事として，3点挙げられている。つまり，「① 税手段の最適ミック
スは，税制のコストの部分のみを見て決定する事は出来ない。歪みコストのみを考慮する時に魅力
的に見えた税の手段は，高い税務行政のコンプライアンス費用（コスト）を生むので，ほとんど役
立たないであろう。② 増額的（incremented）政策調整を行う時に問題となるのは，限界コストで
ある。大抵の公的に利用可能なデータは，平均コストか総コストである。③ 税務当局によって業
務を実行する事は，社会にとって真の資源コストである一方で，そのような業務がもたらすどんな
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追加的税収も資源利得（a resource gain）ではく，民間人からの移転である。結果として税務当局は，
税務行政コストを考慮して税収を最大化すべしという表面的に魅力的なルールは最適ではない，な
ぜならば，それは実施段階ではとても高くつくから」（1101）としている。
　基本的な認識として，税務行政とコンプライアンスの費用を最小にするためには，「諸税を出来
るだけシンプルかつ安定的にあり続けるようにすべきである」（1101）事が示されている。さらに，
「現代の租税システムは，市場取引への課税にかなり依存し，また，広範な源泉徴収や情報提供要
請を含んでいる。その結果，（個人ではなく）企業（businesses）が税の徴収に中心的役割を担っ
ている」（1101）と述べられている。
　以上の基本的認識とモデルを踏まえて，現行の UKのこの分野における政策問題が次に検討され
ている。「概略」では，国税庁（HM Revenue and Customs）におけるオンライン・コーディング・
システム（an online coding system）を用いた源泉徴収業務の改善とより根源的な代替としての普
遍的な自己申告制への移行の検討について述べられている。（1101）
　さらに，別の問題として，「近年大いに注目されている租税回避（tax avoidance）」（1102）があ
るとしている。この問題を解決する為には，課税ベースの確定が一つの明白な経済原則（a clear 

economic principle）を反映し，恣意的かつ曖昧な部分を避ける事が必要である」として，最も重要
な結論として，「UKの租税制度はそれほど悪くはない。しかし，商業活動（commercial life）が急
激に変化し続けているので，租税制度はそれに適応するべきであるという圧力が増しつつある」
（1102）が，「問題は，その適応が十分に迅速かどうかである。もし迅速に適応しなければ，不必要
な負担を被るリスクとなり，同時に税収が税制から逃げていく事を許し，それ故税負担は，より不
安定で不公平なやり方で配分される」（1103）とある。つまり。租税回避をそのまま許しておくと，
税収の損失のみならず，不公平な負担から税制への信頼をも失うとされている。制度への信頼のな
さが税務行政を困難にするので，税制を公平かつ簡素にすることがコンプライアンス費用を削減し，
税制の実行も容易になり，税務行政コストも削減できるという事を主張しているのであろう。従来
の最適課税論が重視しなかったこのテーマも，人々の税制に対する態度を重視するという本来の最
適課税論の発展にとって不可欠な課題である事が伝わってくる。

（2）　租税制度と実行

　税制においては，それがどのように税務行政で実行されるかが問題であるとして，「2003年の税
額控除をめぐる崩壊（the delade）」を例に挙げている。また，「現代の租税理論の大半は，税務行
政と執行を無視している」し，「改革決定過程の一部として実施を捉えない。」ここで議論する事は，
「マーリーズ・レビューにとって中心的問題である。なぜならば，考察されている数多くの諸改革は，
諸税の税務行政と実施の方法の変更を必要とするからである」（1103）としている。

（3）　税務行政の租税理論

　まず，「課税のコスト」（the costs of taxation）と題して，「税収そのものに加え，混乱コスト（dis-

tortion costs），税務行政コスト（administrative costs），コンプライアンスコスト（compliance costs）」
（1105）があるとしている。
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　混乱コストは，最適課税論の中心的テーマである，「労働量や購入物にたいして税がもたらす歪み」
であるとして，税引き後の手取り収入額による残業の可否や脱税というリスクにさらされることが
例として挙げられている。（1105）
　税務行政コストは，「全ての課税側面を運営する為のシステムを作り，運営する為に課税当局に
よって発生するコストであり，」コンプライアンスコストは，「税にまつわる業務に関する法令順守
の際に納税者によって直接発生し，納税プロセスで第 3者によって担われたりもする」とされてい
る。最後の部分の例として，「被雇用者の代わりに納税する必要のある雇用主」（1105）が挙げられ
ている。
　レビューのこの部分では，課税のコストの 3つの分類の中で，後の 2つの税務行政コストとコン
プライアンスコストに焦点を当てている。そもそもなぜこの 2つのコストが必要であるかについて
は，「自らの税負担を削減する為にはどんな事（租税回避か脱税）もする納税者が現れる」（1106）
からとしている。
　レビューが依拠する最適課税論の枠組みを「拡張して，課税の他のコストを統合し，税システム
の実行の詳細，例えば，脱税の罰則，調査率（enquiry rates），課税当局への情報提供義務等を解
明する事は重要である」（1107）としている。
　この様な課題に取り組む為に，レビューはまず最適課税論の標準的な枠組みを次のようにまとめ
ている。すなわち「最善の税システムが，市民の生活の良さや福祉（well-being）にとって最善で
あると想定している。諸個人は，一定の価格と資源の下で，何が自らの生活の良さや福祉を最大に
するであろうかを基にして諸決定を行うと想定される。社会がどれほど諸個人の間でのトレードオ
フを作るかを確かめる為に社会的厚生関数を用いる」（1107）としている。さらに，「我々は，平等
主義の程度が，政治システム（the political system）によって決定されると想定する」（1107）とも
述べられている。このような含意で 1,300ページに及ぶ 2010年レビューの最終章が，「租税政策の
政治経済学」とされているのであろう。
　いよいよレビューは上記の枠組みを拡張する。まず，「分配の問題を無視し，どのように最も効
率的に税を徴収するかに焦点を絞る」として，「最適政策は，どんな税・全ての税手段を用いても
税収の限界効率性コスト（the Marginal Efficiency Cost of Funds （MECF））を等しくするだろう」
（1108）と述べている。MECFは，分母に限界税務行政コストを控除した税収 1，分子は，1ポン
ドに限界混乱コスト（the distortion cost）（脱税というリスクに曝されるコストも含む）と限界コ
ンプライアンスコストを加えたものである。（1108）
　以上のモデルの含意をレビューは次のようにまとめている。すなわち，「① 政策を徐々に変更す
る事の評価にとっての問題は，限界コストであり，総コストや平均コストではない。経験では総コ
ストを問題にしていたが。② MECFが課税の全てのコストに依存しているので，政策の改革は，
コストの部分的なまとまり（a subset）に言及するだけでは評価しえない。③ 税務行政コストとコ
ンプライアンスコストの間に存在するトレードオフの程度に応じて税務行政コストは，僅かに高い
ウェイトを付けられるべきである。④ 脱税を見つける確率を高める為に投入される適切な資源量
に関しては，脱税を根絶する為に資源をさらに投入する事は最適ではない。」（1109-1110）ただし，
「一国的な見方（perspective）では，国境を超える所得の移転を厳しく取りしまる為に資源をさら
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に投入する事は，とても魅力的であるが，グローバルな厚生の観点からは，必ずしもそうではない」
（1110）とも述べられている。
　レビューは続いてより現実に接近するように「分配的諸関心（distributional concerns）」を考慮
した最適課税の枠組みの拡張を行う。租税原則における徴税費最小化は有名である。レビューは，
税務行政のこの部分で，分配を考慮に入れるという事は，現実が分配のあり方を租税原則の重要な
要素にするということであり，理論はこの様な現実から逃れられない事を示している。レビューは
まず「最小コストで税を徴収する事のみならず，税システムを実行する事がもたらす分配的諸結果
（the distributional consequences）も問題である」（1110）と述べ，「分配の諸結果を反映して再ウェ
イト付けされた（上述の）MECFである各税手段の資金（funds）の限界コスト（MCFi）を等しく
する事が，最適（課税）政策である」（1110）としている。低所得者がより高い限界社会福祉（厚生）
ウェイトを持つとしてこれを理論に反映するとし，この様な理論の先駆者として有名な Feldstein

を挙げている。彼がこの理論を発表したのは，1972年である。いくら先駆的な理論が出ても，そ
れを理解し，政策に適用し，政策の影響などをレビューする必要がある。このような長年の取り組
みを経て，レビューは，「今や最適（課税）政策は，MECFよりも各税手段のMCFを等しくする
事を含んでいるので，驚くなかれ，税の負担が貧者に集中するような税手段にはさほど頼らず，負
担が富者に集中する税手段に頼る傾向にある」（1110）と述べている。最適課税論の立場から租税
政策による再分配の必要性と重要性を理論的に明らかにしたものと言えよう。

（4）　レビューによる税務行政の租税論の発展

　レビューは続いて上記のMECF枠組みでは把握しきれない問題を論じている。まず，「私的コス
トと社会的コスト」と題して，「（両者が）一致しないケースがあり，その例は，脱税に対する罰金
（fine）である」（1111）としている。この罰金について種々議論し，「脱税に上限なしで罰金を増
額する事は望ましくない」（1111）と結んでいる。細かく議論しているが，最適課税論が人々の態
度や反応を重視しているという事が，この様な議論からも窺えるという事しか現在の筆者には理解
できない。
　次に，「脱税者にとっての福祉（厚生）割引（welfare discounts）」と題し，法令遵守する納税者
と脱税する納税者への福祉ウェイトの差を論じ，「経済学よりも政治哲学の問題である」ともして
いる。（1111）
　続いて，「水平的公平」と題して，「脱税の可能性は，より一般的問題である水平的公平の問題を
引き起こす」とし，「実際に，我々の最適（課税）政策は，脱税によって引き起こされる水平的不
公平を廃止する事に失敗している。納税責任（tax liability）を果たす際には，‘tags’（付け札 ; 生活
の良さ（well-being）に関連する諸個人の相対的に不変な性質（複数形））に依存する」（1111）と
述べられている。さらにレビューは，「水平的公平を実現する為には，パレート原理（どんな理論
的ルールも他の誰をもその状態を悪化させることなく，ある人の状態をよくするという政策を認め
るべきであるという原理）を廃止する事が問題となる」という先行研究に言及し，「好ましい動き
ではない。水平的公平と（パレート原理のような）他の目的とのトレードオフをどのようにするべ
きかは，明らかではない」（1111）としている。再分配を重視すると言っても無条件に他の原理を
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無視するという訳ではなく，理論の緻密な展開を進める姿勢が明らかである。
　続いて，「プライバシーと納税者の権利」と題して，まず，「情報の収集と評価は，全ての税の実
行の重要な側面（a critical aspect）であるので，政府と税システムにとっての他の第 3の当事者は，
この情報を信頼しうるか否かの問題が生じる。政府は，情報を安全に保つと信頼しうるのか，政策
において適切に情報を使用しうるのか，情報の不適切な利用，例えば情報を売ったり，政治的利用
の為に使ったりする事はないのか？」（1112）と問題提起している。今日の社会における情報の問
題は，市場や政府の失敗，福祉国家の存在根拠などとして経済学の中心的テーマとなっている。レ
ビューが税務行政の租税理論を発展させるためには，納税者の権利とともに重要となる情報問題を
取り上げている事は，今後の理論研究の基礎となると思われる。
　税務調査におけるプライバシーの問題を国家権力との関係で先行研究を利用してまとめた後，「政
策を工夫する時にプライバシーを適切に考慮する事について政府が信頼されないとすれば，政府が
集めて利用しうる情報を制限する必要が出るだろう。情報制限の一つの方法は，ビジネスをベース
とした諸税に頼る事によって達成されよう。例えば VATのように」（1112）として，現代における
企業が，その経済的影響力を反映して税の徴収で大きな役割を果たしている事を指摘している。企
業との関係では，源泉徴収制度（Pay As You Earn PAYE）も一例とされている。
　さらにプライバシーと税システムの効率性の関係で，年齢と障がい者に関する情報を例に挙げて，
「市民のプライバシーを守る事と税制の他の目的を達成する事との間にあるバランスを取らなけれ
ばならない」として納税者の権利を実行するためには，権利を利用可能とするルートの知識が，法
律によって解決され保障される事と，納税者の権利を守るために法的手続きを取るときに時間とお
金を必要とする事が述べられている。（1113）
　次にレビューは，「透明性」と題して，最適課税モデルではこの点を把握していないが，「知恵
（wisdom）に関する公開の対話（dialogue）を促進する」とし，納税者に納税申告をさせ，税の納
付をさせると税の計算についての納税者の理解が進むと述べている。（1114）しかし，この様な透
明性を阻むものは，税制の複雑性であるとも指摘されている。（1114）

（5）　脱税と租税回避

　レビューは，現代の最適課税理論が税務行政とコンプライアンスの費用を統合するように拡張す
る事を目ざしている。ここでは，脱税と租税回避を事例として拡張しようとしている。ミード報告
以前からこのテーマは研究蓄積があり，レビューは丹念に蓄積を跡付けている。脱税が租税論の研
究対象となること自体が，筆者には驚きであり，その内容も身につまされるが，実際の政府はこの
様な脱税者を相手にしているので，空想的な理論研究とも言い切れないという筆者の感想にとどめ
る。
　レビューは，上述のように現代 UKにおける税の徴収の 9割が企業を通じて行われていると指摘
しているので，この脱税のテーマも「企業（companies）による法令順守なし」に注目し，「異なる
枠組みを必要とするだろう。この事は特に巨大企業（large firms）にあてはまる。巨大企業では税
報告に関する諸決定は，通常，会社所有者や株主ではないある人（someone）に任されている。また，
企業では（不正な）脱税ではなく（正当な）租税回避に注目が集まり，脱税と租税回避との間のぼ
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やけた境界に注目が集まる」（1116）と述べられている。
　レビューは，経済モデルから脱税を論じるのみならず，義務（duty, obligation）の観点も論じて
いる。つまり，脱税発覚時の脱税者に対する評判のダメージや，税システムへの不満は，法令順守
をしない事に比例するという証拠を挙げつつ，「罰則を与える政策は，税は自ら望んで納税すると
いうよりも納税しなければならないという理由で納税する人々の固有の（‘intrinsic’）モチベーショ
ンを押し出すだろう」という先行研究を示している。（1117）また，「個人と課税当局との関係が，
信頼（trust）によって維持されている契約を含むと思われる所では，諸個人は高い「税モラル」（‘tax 

morale’）に従って法令順守するだろう」という先行研究を示しつつ，「市民の契約に対するコミッ
トメントを維持する為に，課税当局は，市民たちに対して敬意を持って活動しなければならない。
また，フリーライダーから正直者を守ることも同時に行わなければならない。課税当局は，これを
行うために，誤りを見つけた時には納税者に疑念の利益（the benefit of the doubt）を与え，小さな
違反をより穏やかに処罰し，巨大かつ組織的な違反（例えば報告書のファイルミス）には，より厳
しく処罰する」と述べ，さらに注で脱税と政府への信頼に関するいくつかの調査を挙げている。
（1117）
　また，徴税コストを少なくしたい当局がコンプライアンスを達成し，「市民に納税を促すために
愛国心に訴える事は，近年よく見られる」としつつ，「ビジネスが納税において中心的な役割を持
つとすると，一つの重要な問題は，正直（honesty）や義務感（dutifulness）は，会社にも当てはま
るか否かという事である」（1118）とも指摘している。大半の経済的力能を資本が所有している現
代における納税のコンプライアンスがどの様に達成されるかは，納税「者」の義務だけでは理解し
えず，資本の「論理」の解明が必要である事を示していると言えよう。
　今日，OECDや EUを中心に富裕層やグローバル企業の租税回避への対抗策が実施に移されてい
る。UKでほとんど法人税を納めていない著名なグローバル企業を議会に呼び事情を聴く，外国会
社と合併して本社を国外に移し，法人税を節約する企業に対する対策が問題となっている USA，
富裕層に 5,000万円以上の外国資産の申告を義務化した日本など，一国の税制は租税回避をそのま
まにしていたのでは税収面からもまた上述の政府への信頼感からも税制そのものの制度としての存
立が危ぶまれる時代となった。経済のグローバル化が税制のグローバル化を要請している。既に本
ノートで法人税を紹介した時に，レビューが「国際資本課税」と題して一つの章を設けてこの 30

年間の理論と実証分析をレビューしていた事を示した。本章でもこの租税回避をかなりの分量を
取ってレビューしている。
　まず，「脱税の議論は，自然に租税回避の主題に導かれる。出発点は，脱税とは異なり，租税回
避は，合法であるという事である」として，租税回避が税制そのものの不具合がもたらすものであ
り，税制を改革して租税回避を最小にする事の意義が述べられている。つまり，「租税回避行為は，
特定の課税ベースが伴う歪み（distortion）と非中立性の程度の指標を提供しうる」（1118）として
いる。

（6）　税務行政とコンプライアンスのコスト

　レビューは，両者のコストの決定要因を探っている。つまり，「（両者のコストは）一般的により
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単純な税では小さい。単純な税とは，税率の刻みが少ない，ボーダーラインや軽減も少ない税であ
る。どの様に税を実行するかの理解も容易であり，納税責任の履行メカニズムも短期間で理解でき，
課税当局の記録と監視も容易ならば苦労はない」と述べ，「税法における複雑性と不明確性」が，
高いコストを生みだすとしている。（1119）
　具体的には，課税ベースにおける偽装，隠蔽，誤魔化しの容易さが問題となり，「① 物理的規模
と可動性（例として住宅にはめ込まれた窓よりもダイアモンドに課税する事が困難である事），② 

強制的登録（例として自動車所有者と運転免許保持者の登録）」が内容として指摘されている。
（1119）税率構造では，「① 税収 1ポンド当たりの平均コストは，税率が上がるにつれて下落する，
② 税率のバリエーションは，コストを大いに増大させる（例は税率の異なる 2つの商品）」が挙げ
られている。（1120）
　さらにレビューは，納税者の税に関する義務とその義務を遂行する為に必要な事に関する「納税
者が理解する為のコスト」が主要な要素であり，税制の「安定性」がこのコストを増やさないため
に必要であるとも述べている。（1120）
　そして，課税当局か納税者のどちらに納税額計算の責任があるのかで 2つのコストのバランスが
異なる事，実際の納税事務の責任を述べ，「巨大企業（a large company）に課税する事は，それほ
どコストはかからない。つまり，巨大企業は，自らの目的の為に小ビジネスよりも記録（documen-

tation）を必要とするであろう」（1121）としている。さらに両者の細かい議論をしているが，省略
する。

（7）　執行システム

　ここでは，「適切な税務行政とコンプライアンスのコストで高い水準のコンプライアンス（法令
順守）を達成する為に用いられる数多くの通常の戦略を考察する」として，市場取引への課税，情
報報告，源泉徴収，税の執行におけるビジネスの役割と情報技術（IT）について言及している。
　まず，市場取引に関する納税義務（tax liability）に基礎をおく事は，いくつかの利点を有すると
して，「① 市場取引では，情報が潜在的に購買者，販売者どちらからも得る事ができるし，情報の
正確性に関する自然のチェックができる，② 市場取引は，よりよく記録される傾向にあり，取引
についてより多く記録されればされるほど，取引に関する情報を集めるコストは，少なくなる，③ 

市場取引は，第 3者価格（arm’s-length prices）を達成し，取引の価値評価を非常に容易にする（例
は，VAT）」と述べられている。最後の点で反対にコストが高くなる例として，「多国籍企業の支店
が国境を越えて互いに取引しているケース」が挙げられている。これが，「移転価格」である。（1122）
　次に情報報告については，「納税義務のない取引参加者が課税当局に取引にまつわる納税義務発
生の報告をする事である」として，「不正発覚のリスクを増す事によって，反コンプライアンスを
させないようにしている。それは，全ての現代的税システムの中心的要素を形成している」とその
意義を強調している。その例として，UKが他の全ての OECD諸国同様に，「賃金と給与（wages 

and salaries）に関する情報を要求している」事が挙げられ，情報報告の別の例として，「租税回避
計画が最初に市場に出された直後に公開する事」も指摘されている。（1123）
　次に「源泉徴収（withholding）」を「納税義務（a tax liability）のいくらかないし全てを法的な税
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負担者以外の者が納税する様な状態」と定義し，規模の経済の利点，洗練された記録の保持と会計
制度等の必要性が述べられている。（1123）そして，「大企業ではタイムラグによるキャッシュフロー
の利益が，コンプライアンスコストを上回る」という先行研究も注で示されている。（1124）
　次の「ビジネスと ITの役割」では，まず，「情報報告と源泉徴収課税の議論は，現代の租税制度
の実施（implementation），つまり，納税と情報報告においてビジネスが中心的役割を果たす事を
強調している。我々の計算では，UKの税収の約 90%がビジネスによって納税されている」と述べ
られ，表と多数の注，更にはレビュー専用Webに原典の出所も示されている。ここで，「ビジネス
の役割の背後にある力（impetus）についての Richard Bird の次のような言葉が引用されている。
すなわち，「効果的な課税（taxation）の鍵は，情報である。そして，現代経済における情報の鍵は，
法人（corporation）である。それ故，法人は，国境の通常の境界に等しく現代財政国家の境界（barrier）
である。」さらに改めてミード報告以降の 30年での最大の変化の一つがこの ITの発展であるもの
の，「ITの影の面が，新しい ITシステムの実行が非常に困難でコストがかかる事」であり，その
理由が，「納税者はもはや自らが税の計算に参画しておらず，租税制度についてますます無関心と
なるから」であるとも指摘している。（1124-1126）最後の納税者に関する指摘は，納税者の態度を
重視する最適課税論の立場がよくあらわれていると思われる。
　最後に「実施のガイドライン」として上記の議論をまとめている。すなわち，① 税務行政とコ
ンプライアンスに関する費用問題を税の手段の最適ミックスを考察する際に同時に考慮する事，② 

限界費用が問題となる事，③ 最適課税政策は，脱税の根絶を含まず，税務行政コストを勘案した
税収最大化も含んでいない事である。さらに 5点にわたってポイントが示されているが，省略する。

（8）　具体的問題

　続いてレビューは，「現行 UK税制における税務行政と実施の諸問題」と題して，具体的問題と
して「広範囲の情報報告，源泉徴収課税要件（withholding requirements）」を挙げ，「UKの税制は，
ビジネスからの納税（remittances）に非常に大きく頼っている。全ての税収の約 88%がビジネス
から納税される」として，注で USも 1999年の全てのレベルの政府の税収のその数字が 83.8%に
上ることが示されている。（1127）さらに，各税の徴税コストに税務行政コストやコンプライアン
スコストを付けくわえた調査数字を示している。例えば，KPMG（国税庁の外郭団体）の数字では，
ITSA，CT，VATは，10%を超えるが，PAYE/NICsは，1.4%である事（ただしこの数字は，コン
プライアンスコストの多くを除外している），OECDが 2007年に発表した数字では，2004年の UK

の税務行政コストは，全税収の 0.97%（この数字は，USの 0.56%よりは高いが，OECDの中位値
に近い）等である。（1129）さらに，中規模の会社についての調査で UKの納税の容易さが，175

か国中 12位であり，容易さの内容が，「合計税率，コンプライアンスに必要な時間，納税回数を総
合して計算されることも示されている。因みにこの調査では，USが 63位，ドイツが 73位，フラ
ンスが 93位であった。
　このように，この問題は各税についてそれぞれの問題を抱えている事が重要である。既にレビュー
では，各章においてこの問題をその都度論じていて，本ノートでもその一端を紹介してきた。改め
てその項目が示されている。つまり，「VATとその不正は，（2010年レビューの）第 4章，税額控
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除については，第 2章，国際的な協調は，第 10章，小ビジネスは，第 11章」（1129）である。
　具体的な問題の第 1は，国税庁（HMRC）である。UKでは 2つの課税当局が統合されて国税庁（Her 

Majesty’s Revenue and Customs）となり，「合理化と近代化のプロセスを経て効率性を改善し，納
税者のニーズに応える能力も改善しようとしている」とし，幅広い指標に基づく自らの成果の評価
と成果の改善・費用削減に取り組んできたとしている。具体的には，HMRCの 3つの主要目標が，「① 

諸個人とビジネスの納税と税額控除・支払い（=手当）の受領程度を改善，② 顧客の経験の改善，
ビジネスのサポート，コンプライアンスの負担の軽減，③ 毎年 5%の自らの予算削減」であり，
① と ② の目標が，7項目の数字目標を持つとされている。この数字目標は，例えば，VATのロス
の規模を理論的税額の 11%以下に削減する，タバコの不法な市場シェアを 13%以下，スピリッツ（蒸
留酒）は同じく現在の半分以下，オイルは 2%以下にする，直接税と NICsの過少支払いを少なく
とも年間 35億ポンド削減するなどである。
　国税庁については，さらに，税のギャップ（理論的税収と実際の税収の差），税務行政コスト，
コンプライアンスコスト等が数字入りで述べられ，まとめとして，「全てのコンプライアンスコス
ト（税務行政コストと歪みコスト）の影響の考察をすべきである」としている。（1134）
　具体的問題の 2つ目は，源泉徴収（PAYE）であり，まず，「源泉徴収課税は，所得税を集める非
常に効果的な方法である。なぜならば，それは，反コンプライアンスのリスクを減らし，納税にお
ける規模の経済の利点を活用するからである。しかし，正確な税額を源泉徴収課税する事は，簡単
な事からほど遠い」とし，その理由を「個人が複数の所得源泉を持つ事，所得を不規則に受領する
事」としている。このような問題を解決する 2つの手段として，「① 源泉徴収課税の代理人に正確
な税額が納税者の多数派から徴収しうるように，何を源泉徴収するかについてのかなり複雑な知識
を与え，年末調整を行う，② 税報告（tax return）で不正確さを一掃する」とあり，UKは，前者
の年末調整を行っている事が示されている。そして，「所得税収の 80%以上を徴収する PAYE（Pay-

As-You-Earn）」の機能方法が詳述されている。PAYEは，2005-06年で約 170万の枠組み（schemes）
を行い，約 3,600万人をカバーしていた。（1134-1137）
　レビューは，PAYEの評価として，「正確性」では，「大半の納税者の正しい年税額を徴収するよ
うにデザインされているが，約 30%のケースで年間に納税された税額は，雇用主によって年度末
に国税庁に送られた情報と一致しない」と述べられている。後段の不正確さをもたらす 4つの問題
は，「国税庁によるまちがい，雇用主によるまちがい，情報伝達における不具合（breakdown），労
働者の理解の不活発さあるいは欠如」であり，レビューは順に詳述しているが本ノートでは省略す
る。（1138）
　PAYEの評価についてレビューが次に論じているのは，「柔軟性」であり，1972年の税額控除に
関するグリーンペーパーでもこの問題が取り上げられていた事が示されている。雇用主を通じた税
額控除が 2006年に廃止された例では，その理由が，1999年の税額控除法の定期評価（Regulatory 

Impact Assessment （RIA））の引用から「必要な正確性と信頼性を提供しえず，労働者にも透明性
を提供していない」ことであると示され，政府も「雇用主にかかるコンプライアンスコストの削減」
を廃止の理由とした。この「柔軟性」とは，「PAYEの制約」の事とされ，もう一つ例が挙げられ
ている。それは，ミード報告で提案された累進税率の支出税に関するものである。この提案では，
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現行の所得税の不具合が次のように述べられている。すなわち，「貯蓄口座への預金（と資産の購入）
は，課税所得に付けくわえられ，年金資金の取り扱いも同様である。累進税率（the graduated rate 

structure）では，複数の所得源泉に課税する困難と問題は関連する。つまり，限界税率が 2つ以上
となる。現在は，全ての高率課税納税者が自己申告を要求されるという訳でもない。彼らにとって
は，PAYE外の所得は，間違った税率で課税されるであろう」と述べられている。（1140）これに
比べて支出税は，「全ての預金は免税されねばならず，全ての引き出しは課税される」（1140）とし
ていて，本レビューがミード報告 30周年記念である事がここでも強調されている。
　レビューは，USと比べて UKの PAYEが「確実に複雑ではない」し，「ますます電算処理され，
記録と年末調整のコストが小さくなって，制約が小さくなる」とも述べている。（1141）そして，
レビューは，PAYEに関する国税庁（HMRC）の税務行政コストが間接コスト込みで PAYEを通じ
て徴収される所得税収の 0.74%（2006-07年）であり，OECD諸国と比べて以前は芳しくなかったが，
最近は同じ水準となった事と，この様な比較自体が，徴収コスト率が課税当局の効率性以外の要素
にも依存するが故に誤解を招く事も合わせて指摘されている。効率性以外の要素として，「納税者数，
税率と構造，課税当局の範囲（scope），強制活動（enforcement activities）の程度，より広い経済
状況，測定方法の相違」であるとしている。（1141）
　また，PAYEのコンプライアンスコストの数字もいくつかの調査を用いて示されているが，省略
する。それが，「大企業よりも小企業の方が大きい」という調査結果が印象的である。（1142）また，
「PAYEによってカバーされた納税者は，直接的なコンプライアンスコストをほとんど負担しない
という事実は，納税者の大半が税システムにほとんど気付かないという事を意味する。税コードの
意味や税額の決定方法について理解している納税者はほとんどいない。この事は，訓練された政策
形成につながらない。なぜならば，諸個人は，悪い政策を批判するという立場にないからである」
という大変興味深い指摘もされている。（1143）最適課税論が目標とする納税者の態度という観点
から納税者民主主義や納税者主権を実現する事が如何に困難か理解でき，この困難を解決する事こ
そ最適課税論の発展と言うべきであろう。
　具体的問題の 3番目として「自己申告」（self-assessment）の 10年が振り返られている。これは，
1996-97年に導入され，それ以前と納税者の当局への所得源泉情報の提出という点ではそれほど変
わりがないものの，「最も根本的な変化は，納税者が自らの税に関わる事についての責任の増大」
であり，抜き打ち検査があるので，納税者はビジネスの記録を 6年間保持する必要がある。この自
己申告で 2007-08年までに 5億ポンドの税務行政コストの削減となった事，2006-07年の自己申告
にまつわる国税庁のコストが税収の 4.46%である事等が述べられ，レビューによる細かい分析と
ともに，更なる調査が今後も必要である事が述べられている。

（9）　改善提案の考察

　レビューは改善提案の一つ目として，「現行の源泉徴収方法の改善」と題して，PAYEの近代化
としては，従業員の登録と電算処理，情報セキュリティ問題の解決（2007年の児童手当の記録紛
失に関する論争）が重要であり，利子所得の様な非 PAYEの源泉徴収では，自己申告が必要になる
場合があり，その際に PAYEコードに沿って行われ，情報が HMRCと他の源泉徴収代理人との間
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で毎年やり取りする必要があるのでオンラインシステムと結び付けばそれほどの負担とはならない
事等が述べられている。（1146-1147）
　また，雇用主がどの様な間隔で当局に情報報告をしているかに言及し，UKでは年末の一回であ
るが，毎月報告する可能性もあるとしている。因みに，OECD諸国では，ほとんどが UKと同様で
あるが，「ほんのわずかな国々は，毎月情報報告させている」とし，その国は，フィンランド，日本，
ニュージーランドであり，USは，四半期ごとである。レビューはこの様に，毎月の報告の可能性
を主張しているのであるが，その根拠は，「HMRCと雇用主とのやり取りが電子的になっていて，
毎月の情報報告になってもそれほどの追加的な負担をかけない」という事である。この電子化は，
従業員 50人以上で行われ，2011年 4月以降は，全ての雇用主に適用され，コンピュータシステム
導入の負担が小規模雇用主に掛かるとしている。このように，「オンラインのコードシステムが，
最も明確に利益があり，我々は，このテーマについてさらに調査されるべきであると勧告する」と
しつつも，「政府の ITプロジェクトの成功とはほど遠い歴史」を指摘しているという，バランス感
覚ある記述となっている。（1147-1148）
　レビューは，次に，「ラディカルな代替案は，自己申告を全ての人々に拡張する事であるとすると，
税務行政を節約する為には，大胆に簡素化された源泉徴収システムと結び付く必要がある」と述べ
ながら，1979年の内国歳入庁が，現行システムの PAYEと自己申告をそのまま接ぎ木する事は，「無
意味であり，この 2つの世界の最悪な部分をそのままにし，何の節約にもならず，逆に年末の仕事
とスタッフを増やすこととなる」と述べていた事を紹介している。（1148）
　レビューは，自己申告を，「個人の税額計算の正確さを改善し，納税者の国税への関心を高める」
としつつも，これを税のアドバイザーやソフトウェアに頼るならば，「税への関心は，低下するで
あろう」とも述べている。さらに，普遍的自己申告に対して，コンプライアンスコストの点で異論
があるが，「一つの回答は，税額控除の導入で多くの家族が毎年税の報告を実行しなければならな
いようにする」として，現在でも税額控除を受けている家族が約 600万，利子を源泉徴収されてい
る家族が約 400万であると述べている。UKと USを比較する議論や様々な個人情報を活用する提
案や現状も記述されているが，ここでは省略する。（1148-1149）

（10）　租税回避

　まずレビューは，租税回避の起源が，課税ベースの定義に関するあいまいさであるとし，これを
もたらす納税者の態度変更の可能性と税制の複雑性も問題視している。最適課税論ならではの視点
であろう。この問題の焦点が，「法人税納税者」に当たっている事をレビューは，政府の反租税回
避アジェンダを例に挙げて指摘している。既にレビューは，租税額の約 9割が法人を通じて納税さ
れている事実を指摘していた。事実や実証分析を重視するレビューならではの指摘である。また，
租税回避が「国際的企業の課税の範囲でかなり注目を集めてきた事は，驚くべきことではない」と
も述べられている。さらに，金融会社の課税もデリバティブ手段の利用の様な金融イノベーション
が租税回避を可能にするとし，注で，「ロンドンは，イスラムの国際的金融市場のセンターである」
と述べられている。（1150-1151）
　以上の様な物的資産のみならず，商標や特許のような知的資産も租税回避に関わるとして，「会
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社が利潤を国外にそらす」と述べている。このような租税回避に対して，HMRCの対策やヨーロッ
パ法廷での事例増加が見られるとしている。そして，「課税当局間の国際的な協調で解決策を発見し，
効率的に税制を政策決定すべく機能させる事が唯一の満足しうる前進方法であろう」とし，今日の
OECDをはじめとした租税回避対策を擁護している。レビューでは，国際税シェルター情報センター
（Joint International Tax Shelter Information Centre （JITSIC））の設立が，オーストラリア，UK，US，
カナダ，日本の間でなされ，これらの国々の課税当局間での「情報の共有に向けての顕著なステッ
プとなっている」事が指摘されている。（1151）
　租税回避（avoidance）は，「脱税とは違い，法的な手段によって納税者の税額を少なくしようと
する行為である」として，他の言い方，すなわち，税の削減（tax mitigation），プランニング，節
税（reduction）も紹介している。レビューは，租税回避が，「UKと様々な他国において「認めら
れない」状態であるとされてきた」（1152）としている。確かに，日本でも「日本経済新聞」2014

年 9月 3日付の報道によると，「富裕層の節税対策を調査するチームを東京，大阪，名古屋の国税
局で編成」するそうである。さらにこの記事では，G20との連携も指摘されていた。ただ，法に従っ
た租税回避に対して課税当局がどの様な態度で対応するかの困難さもレビューは詳しく論じている
が，ここでは省略する。そのポイントは，情報開示と情報の理解力であるらしい。さらに，注で判
例を示している。その一部を引用すると，「この国の誰も最小の義務，モラルその他の下にあるは
ずはなく，自らのビジネスと自らの資産に対する法的諸関係を調整し，それによって内国歳入庁は，
最大限の資金を確保しうる。内国歳入庁は，ゆっくりではなくまったく正しく納税者のポケットを
使い尽くす目的で課税する下で開かれたどの有利性も受け取りうる。そして納税者は，好ましい方
法で誠実である限り，自らの資産（means）を歳入庁によって使い尽くされる事を防ぐために抜け
目なくする権利がある」と述べられている。（1153）この判例の引用から租税根拠論で引き合いに
出されるホッブズ『リヴァイアサン』の「万人に対する万人の闘争」が，実は，納税者と課税権力
の間にも繰り返されかねないという意味で租税回避の問題が取り扱われてきたことが分かる。
　さらにレビューでは，UKにおける「一般的反租税回避ルール」（General Anti-Avoidance Rule 

（‘GAAR’）にも言及している（1153）が詳しくは省略する。近年の取組みを一つだけ紹介すると，「税
収を守る」手段を 2002年度予算以降導入し，2008-2009年度には，94億ポンドの増収となっている。
（1153）
　また，レビューは，「法的反租税回避テクニック（複数形）」と題して，UK政府の様々な取組み
を論じ，2009年からスタートする予定（レビュー執筆当時）の「基本に基づいた」反租税回避法
制の導入を挙げつつ，「政府と国税庁（HMRC）によって伝えられている理解は，租税回避は，毎
年実質的な法律を必要とする主な問題であり続けるという事である」とも述べられている。（1155）
上記の判例では納税者のモラルに訴える論調であったが，実際にはモラルが通用しない世界である
事を政府は認めている。この世界とは，資本の世界である。レビューがしきりに強調する納税額の
約 90%は企業を経由して納められるという現実が，資本の論理を貫徹させ，租税回避という税務
行政とコンプライアンスの問題を引き起こしているのである。
　次にレビューは，「租税回避の開示（Tax avoidance disclosure）」と題して，2004年の租税回避開
示（TAD）レジームの導入について述べている。これ以降税法がさらに複雑となったが，政府は簡
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素化に舵を切った事が詳しく述べられているが，ここでは省略する。ただ，上記のように毎年の財
政法（Finance Acts）でこの取組みが行われている事は，大変興味深い。（1155）また，HMRCが，
大企業の上級管理者に対して租税回避をめぐる当局の立場を理解させる努力をしている事が述べら
れている。例えば，「2005年秋，HMRCの役人は，巨大企業 500社の会長に直接手紙を書き，税の
諸問題と税のリスクのマネジメントに関する対話の構築を求めた」（1157）とある。
　租税回避の問題を詳しく論じたのち，レビューは，「透明性と確実性は，公正で効率的な税制の
特徴（hallmark）として長い間理解されてきた」と述べて締めくくっている。（1157）
　レビューではこの後に結論が簡潔に述べられているが，その内容は，本ノートで既に紹介したの
で，省略する。ともあれ，租税回避の動機を無くすような公平で効率的な租税政策の実現が税務行
政とコンプライアンスのコストを削減する事に貢献しつつも，資本の論理によって一国の課税当局
の権限が及ばない所では，資本の論理による租税回避が横行している事への対処もさらに課題と
なっている事が窺われる。

3　 2010年レビュー「第 13章租税政策の政治経済学（The Political Economy of Tax Policy）」に

ついて

（1）　「概略」に見る 4つのポイント

　2010年レビューは，各章の冒頭にその章の「概略」が置かれている。1,300ページに及ぶ大部な
レビューを少しでも普及したいという思いが伝わる。そこでここでも「概略」によりながら，本章
で取り扱う政治経済学として取り上げられる 4つのポイントがどのようなものか探る。
　第 1のポイントは，「右派への「受動的」移動」で，個人所得税の最高税率の引き下げを「有権
者の選好と戦略的政党の立場における諸変化」によって説明しうるかどうかを分析し，「選挙の支
持が右派（the right）に動き，…有権者は再分配を好んできたにもかかわらず，この引下げが行わ
れた」とし，「この動きが現在の政治生活（political life）ではどの程度事実であるかについて述べ
る事は，困難である」と問題の複雑さを指摘している。（1205）
　第 2のポイントは，「政策の漂流と持続性」で，研究開発（R&D）の税額控除に関する事例研究
をしている。（1205）
　第 3のポイントは，「一貫性のない税の議論」で，「首尾一貫しない税議論が，他の公共政策と比
べて反生産的となりえ，これは，マーリーズ・レビューにとって一つの教訓である」とまで述べて
いる。（1206）
　第 4のポイントは，「透明性と説明責任」で，有権者の理解不足，投票者に見えにくい事例（VAT

と財政幻想（fiscal drag）），議会の役割を例にしている。（1206）

（2）　UKの税プロセスの諸問題

　このような諸問題に対してレビューは，まず，「UKの税プロセス」（Tax Process）と題し，選挙
システムが，「下院において単一政党に多数派を許し，租税政策に責任を負う大臣（大蔵相，財務相）
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は，首相によって下院議員の地位にある者から選ばれる」事を指摘している。よって，「政府の法
案がほとんどいつも追従的な下院で通過する。英国の税制は，国際的な水準からすると，例外的に
中央集権的であり」，その例として，2003年の税収の 95%以上が中央政府によって徴収された事
実が記されている。（1210）
　つまり，有権者の少数派が支持する候補者が投票数の過半数の票を獲得しなくても下院選挙の小
選挙区制度のおかげで当選し，議会では多数派を形成しうる事が，再分配を多くの有権者が望みつ
つも租税政策としては，逆効果の最高税率の引き下げが実現する際のポイントとなるというのであ
る。有名なアメリカ独立時のスローガンを日本では，「代表なくして課税なし」と言って，あたか
も代表が選ばれれば，公平な課税が行われるという極めて「調和主義的」（島恭彦『財政学概論』（1963

年刊行）でドイツ正統派財政学などを厳しく批判する場合の決め言葉）な理解が蔓延しているが，
当の USAの財政学教科書の中では税の部分の冒頭にこのスローガンを「代表なき課税は，暴政で
ある」と正しく述べている。（J.E. Stiglitz, Economics of the Public Sector 2nd. ed. 1988, p. 386）因みに
日本とドイツの下院の選挙制度は，名前は似ているが内容は正反対であり，日本が UKのような状
態であるのに対し，ドイツは，第二次大戦の教訓からか，比例代表の当選者数を工夫して，各政党
の得票率にほぼ沿った当選者数決定となっている。（ただし，5%未満の得票率の政党は議席を得
る事は出来ない。）
　「税プロセス」については，「下院議員と対比して大蔵省が利用できる資源が巨大である事」，つ
まり，「下院議員への（租税政策の）専門家の支援がないので財政法に関する議論は，比較的貧しい」
（関係者へのインタビュー）のである。（1210）このように，レビューは，「効果的な議会の法案に
対する吟味が欠如し，多くの理由から問題である」として，その理由を，「① それ自体が問題。な
ぜならば，下院（the House of Commons）は，税の手段の効果的な吟味を提供するという一つの憲
法的責任（a constitutional responsibility）を有しながら，現在の状態はその事に明確に失敗している。
② 効果的な吟味が，政策策定者（policy makers）の誤りを防ぎ，税制を改善するであろう」とし
ている。（1211）
　さらにレビューは，行政部門における租税政策改革のアイディアの直接的源泉を探り，大蔵省の
役人が，「勤労・貯蓄・投資・公正の促進」（1997年当時の蔵相 Gordon Brownの予算前レポートか
ら）の中身の定義を大臣に委ねている事，国税庁（HMRC）スタッフによる反租税回避策提案，選
挙マニフェストの実行を挙げている。（1212）この部分でも多くの他のヨーロッパ諸国の比例代表
制とを対比し，「（それらの国々では）強力な拒否権を持つプレーヤーが存在する事」を指摘し，イ
タリアとドイツの連立政権において租税政策が連立政府内の諸交渉の結果として作られる事を例
（レビューでは詳細に紹介しているが，ここでは省略する）に挙げている。
　以上の事をレビューは端的に次のようにまとめている。すなわち，「（中央政府への）税収の集中，
議会には情報も専門的知識もない事，連立交渉が稀である事，国民の発議権（イニシアティブ）と
国民投票の権限の不在が，英国政治のよく知られた行政支配（the familiar executive dominance）を
強化している」（1213）と。
　レビューはさらにミード報告以降の行政プロセスの変化を論じ，行政の目標と政治家の政策目標
の関係，財政（赤字）ルールにも言及している。ここでは詳細は省く。ポイントは，「組織的変化
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が租税政策における大蔵省の権力を増大させた」（1215）事である。大蔵省の権力増大というのは，
単なる官僚機構の肥大化のみならず，大臣とそれを支える「ミード報告時でさえ政治的プロセスの
特徴があった」（1215）特別アドバイザーの存在も寄与しているとされている。筆者は，レビュー
からどの様な特定の個人がこの特別アドバイザーであるかという知識はないが，もしいわゆる「学
識経験者」であれば，日本では学識経験者が中立的立場として重宝されているが，科学的租税論の
立場であろうレビューからは，「政治的」存在であるという指摘がなされているのである。
　レビューがこの特別アドバイザーについて興味深い説明をしている。すなわち，「彼ら・彼女らは，
あるテーマについて専門的知識を持ち，大蔵省（HMT）内で重要な専門家の証言（witness）を行
うという理由から採用された。HMTにおいて彼ら・彼女らは，日々の業務から離れ，公共サービ
スにも携わらず，いつでも大臣と話をした。彼ら・彼女らは，しばしば大臣の代弁者（マウスピー
ス）であると思われていた。大臣が何を考えているかを理解する為に，人々はいつも特別アドバイ
ザーと話をする事を望んだ。」（1215）
　また，当時の内実を知る個人にインタビューして，労働党政権の Brown蔵相時代の 1997～2007

年における特別アドバイザーに関する証言を得ている。この時代には，税コードのサイズが 2倍に
なり全部で 8,300ページになり，世界のトップ経済 20カ国（G20）の中でインドに次いで 2番目に
長い事も指摘されている。（1216）
　次にレビューは，この 30年間の「他の重要な制度的イノベーションが，財政ルール（the fiscal 

rules）の導入である」としている。具体的には，1998年に労働党政府が課した，「ゴールデンルー
ル」（経常予算（the current budget）は，一経済サイクル（an economic cycle）を通じてバランスす
る事），「持続可能投資」ないし「純債務」ルール（純債務は，「安定的かつ慎重な水準」にあるべ
きで，債務を GDPの 40%以下に抑える事）である。（1217）

（3）　所得税に関する租税政策の政治経済学

　この様な財政の大枠を決めるルールの下でミード報告以降に様々な税において実際にどの様な政
策が行われたかをレビューは節を改めてまとめている。読者にとっては大変有用な情報であるが，
本ノートで既に紹介してきた内容も含むので本ノートでは省略する。ただ，政策の政治経済学とい
うこの章で最初挙げられている疑問「なぜ経済格差が広がっていたのに 1980年代を通じて所得税
の最高税率を引き下げたのか」に関して，「政治的諸理由を述べる事が，（2010年レビューの）本
章の重要な問題であろう。また，近年，主要政党の間で現状に関する立場が似てきたのはなぜかと
いう問題も重要である」（1218）と述べられている。
　また，1980年代がインフレの時代であり，「法定税率の引き下げと対照的に所得税の全体的負担
は，国民所得に対する所得税収の割合で測定すると過去 30年間でほとんど変化はない」事と「最
高税率が適用される納税者が，1979-80年の 67.4万人から 2006-07年の 330万人へと増加した」事
も指摘されている。（1218）さらに，筆者がかつて注目した「主な租税支出，例えば抵当融資利払
い減税（住宅ローン減税）が廃止され，所得税の課税ベースが広がった」とも述べられている。（1218）
　さらに，国民保険拠出（NICs）を大陸ヨーロッパの社会保険と比較して，「（UKにおいては）所
得税支払いと NICs支払いの間に違いがほとんどない」にもかかわらず，後者の増税の方が前者の



93― ―

藤原 : マーリーズ・レビューの世界その 5

それよりも「政治的により受け入れられた」としている。VAT（軽減税率），法人税（研究開発減税），
不動産税（人頭税などの地方税改革）についても詳しく論じている。このような具体的政策の議論
だけでも一つのノートとなりそうであるが，詳しくは他日を期したい。
　レビューは説を改めて「所得税制と選挙の利害」と題して，税引き前所得の不平等拡大にもかか
わらず所得税率引下げが行われた事は，「政治経済学者と最適課税論の理論家を困惑させた」として，
投票者，選挙利益，政党に関する証拠と理論を基に解明するとしている。（1226）具体的な証拠は，
「UKにおける態度の発展に関する最も一貫し，最も信頼できるソースである，英国社会態度調査（the 

British Social Attitudes Survey （BSA））」であり，この調査は，「1984年以来，英国住民の全国的な
代表サンプルの社会的態度についての証拠と税制（taxation）の水準と構造に関するいくつかの適
切な質問をしてきた。」（1226）
　具体的証拠について分析する前にレビューは，「投票者はどんな税を望んでいるか？」と題し，
投票者の選好分析に関して最適所得税文献に登場する「標準モデル」を論じている。その際，利他
主義にも言及し，「我々の想定する利他主義がないとしても，富者は，不平等の高い水準が，富者
の生活（生命）を不快なものにする犯罪や社会的不安という諸問題を引き起こすと確信するであろ
う。もし我々が，補完的動機（complementary motivation）として利他的意識の可能性を認めるな
らば，その時には，余裕のある諸個人からの再分配への支持は，驚くようなことではなくなり，（当
然の事となる。）つまり，もし我々が，諸個人は，自らの効用と他人の効用のあるいくらかのウェー
ト付けした平均を最大化する様に税率を選ぶと仮定すれば，正の（positive）税率への欲求（desire）
は，高い所得でさえ存在するであろう」と述べている。（1228）
　レビューは，利他主義が，将来の所得についての不確実性，社会と民族の均質性等に影響されて，
諸社会の間で異なるという複数の先行研究にも言及している。また，当然のことであるが，投票者
自らの所得分配における位置などの情報も重要な要素であるが，経済状況では，同一人のその位置
は，日々変わりうる。このような現実を分析する証拠が，前述の BSAであるとして図を用いて分
析している。その結果，「所得の最上位にいる人々は，所得分布での自らの位置を過小評価し，最
下位にいる人々は，どれほどひどいかを過小評価していて，その結果，認識された所得分布は，真
の分布よりもよりよく見られている。」（1228）
　また，再分配に関する支持そのものも低下し，「1980年代後半から 90年代初めにかけて 50%以
上あった支持が，1990年代半ばに若干低下し，（2004年の調査時の）今や 3分の 1強である」こ
とも示されている。（1229）この様な再分配への支持の低下を「働く上でのインセンティブの重要
性と資源の税引き前分配の公正さの両方の観点からの見解の変化」と結び付ける先行研究も紹介さ
れている。この再分配支持低下については，多くの理論的，実証的研究があり，レビューは簡潔に
まとめながら，税率そのものに対する「意見と態度」を論じている。
　つまり，1990年代半ばまで「高・中・低所得に対する税率が，高すぎる・適切・低すぎるか否か？」
と「自らの所得は，高・中・低所得のいずれに評価しているのか？」という質問から，「諸個人が
自らの税率に対してどの様に評価しているのかを推測する」というものである。結果は，自らの所
得をどの様に思おうとも，「税率は，低すぎる事はない」としている。つまり，「再分配への支持は，
1980年代半ばまでは得たが，1990年代半ばに税率が引き下げられて，その時点で質問が中止された」
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のである。2004年に再び行われた同様の質問に対する回答は，「人々の半分が，累進的増税が適切
な（税率）構造であるとしているものの，それへの支持が所得水準の上昇とともに低下する」とい
う事を示している。（1231-1233）レビューは，英国の伝統が，再分配支持である事を示すために，「再
分配への支持は，人口の最富裕層でも明白であるが，その支持は，全人口におけるよりも小さい」
（1233）とも指摘している。これらの支持は，「国家福祉目標」や「所得と雇用の不確実性に対する
保険」という見解から生まれるとしている。これらの見解は，J.M.ケインズの有名な『一般理論』
の中でも論じられ，N. Barrによる『福祉国家の経済学』（The Economics of the Welfare State 3rd. ed. 

1998）でもハイエクとフリードマンらの選択の自由と小さな政府の擁護への反論でも強調されてい
た。（1233）レビューでは，この不確実性に関する様々な議論を紹介している。現代の福祉国家に
おける所得や雇用の不確実性が中心問題である事が良く分かるが，内容は省略する。
　さらにレビューは，BSAにおける態度分析で「貧者に対する福祉手当」に関して論じている。
その結果は，「比較的裕福な者から取り上げる事を含む再分配への支持を示唆している一方で，こ
の事は，比較的貧しい者への福祉支出を通じた資金の再分配に対する相対的人気を必ずしも意味し
ない」（1234）というものである。注では，「増税による貧者への福祉手当増額への支持が，時とと
もに減少し，とりわけ，平均以上の所得の人々の中でより低い」事が示されている。福祉受給の資
格や福祉が人々の自立心を損なうという問題に関する質問も BSAでなされ，全体として，「再分配
への支持は低下した」としている。（1234）
　福祉支出のみならず，公共支出全体の構成が，「政治的争点の源泉のみならず，争点がどのよう
に解決されるかの予想が，税の支持と世帯の特質ごとのその支持の変化具合に影響する」（1235）
とし，注で地方公共財と国の公共財に関して実証した文献を紹介している。
　BSAでは，より具体的な質問として，「回答者は，税水準の増大と医療・教育・社会手当の支出
増大に対して賛成か反対か？」という質問が毎年なされている。レビューはこの回答が，「公共セ
クターの規模に関する選好と関連する課税（taxation）水準に関する選好に関する最良の長期的証
拠を提供している」として，図を用いながら 1986年から 2004年までの期間の様子を解析している。
その結果は，公共支出増大への明白な支持が，「1990年代にわたる 60%以上の支持」で判明しつ
つも，「なぜ，政治家は関連する増税をためらったのかという質問は価値がある」と問題提起して
いる。（1235）
　その解答として，エイジェンシー問題の存在を指摘しつつ，「政府の能力や誠実への信頼の低下」
が，BSAの質問「政府与党は，政党の利益よりも国の利益を優先していると信頼しているか？」
への回答が，1980年代から 90年代初めのかけて急激に低下し続けていた事でそのように断定して
いる。このような事情で，「所得税の主税率（the headline rate）の引上げが政治的にそれほど困難
であったかの説明に資するであろう」としている。（1235-1236）
　さらにレビューは，投票システム，政党の選好，政治に固有の多次元性についても詳述している
が，その詳細の検討は他日を期す。ただ，租税政策は，実に多様な政治経済学の議論が必要である
事が銘記されるべきであろう。
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（4）　利益集団政治と租税政策の政治経済学

　レビューは，個人所得税の税率引き下げという具体的テーマで上記のように詳細に租税政策の政
治経済学を議論してきた。次に，「利益集団政治 ; 政策の持続性と漂流」と題して，法人税の研究
開発減税（R&D税額控除）を例として，租税政策の政治経済学をさらに解明している。レビュー
によれば，「法人税は，通常，大衆の理解を逃れる専門的あるいは複雑な諸側面を含んでいる。理
由はどうあれ，（法人税が選挙権との関係で）選挙との関わりがない事は，特別な利害によるロビー
活動のドアを開け，それは，しばしば密接に的を絞った（法人の）利益の為である」とし，USほ
どではないが，UKもロビー活動が存在するとしている。その例として，1997年予算での映画産業
への特別減税が挙げられている。（1245）
　レビューが事例として分析するのは，労働党の R&D税額控除である。次のような説明がされて
いる。「R&Dの税額控除は，社会的に望ましい目標を支えるとされている。その起源は，イノベー
ション（技術革新）を促進するという政府の意図であり，どの国でも行われているので，ある程度
は，最初は印象的であった。全体的に技術革新や投資を増やすという利益は，投票者にとって感知
できないが，企業にとってイノベーションと投資が大きくなれば，研究開発に活発に含まれる」と
して，この減税を経済発展の重要な要素である技術革新促進と結び付けて合理化していた。この減
税は当初大企業を対象外にしていたのであるが，実施後に大企業もカバーする事となった。この経
緯についてレビューは，インタビューを交えて解明している。
　レビューは注で保守党の政策の矛盾を突いている。すなわち，1980年代の世界の法人税改革の
流れは，課税ベースの拡大と法人税率の引き下げであった。それなのに，「保守党は，政権を取り，
法人税率引き下げを行い，その代わりこの R&D税額控除をなくすはずであったが」と。（1246）
　この R&D減税（税額控除）を「利益集団の政治経済学」の事例として理論モデルと実証分析を
詳細に行っている。レビューはすでに全税収のうち法人を経由して納税される税額の割合を約 9割
としていた。確かに納税者民主主義や代議制民主主義では，投票者である個人に主権がありつつも，
その経済権力は，企業・資本によって掌握されているという一種の矛盾関係が「政治経済学」的な
分析アプローチを求めるのであろう。レビューはこの様な「政治と経済の矛盾」（島恭彦『財政学
概論』）を踏まえた解明をしていると言えよう。
　この様な利益集団の活動は，税制にとどまらず，「英国その他で通商政策，補助金，好ましい規制，
優遇税制を追求する際の特別利害」（1247）を求めている。また，一度優遇措置を導入すると廃止
しにくい構造も指摘されている。先行文献は，「利益集団が代表する純粋な受益者が政策を守るた
めに形成される」と述べている。この分野のモデル研究もレビューされ，代理人やロビー活動，さ
らには投票者の態度について論じている。政策が決定され，持続的に実施されるという事は，その
ような政策で「均衡」している事であるというモデル分析が多くの先行研究で議論されているよう
である。このモデルの登場主体には，企業や政治家も含まれる。企業も「巨大多国籍企業（MNEs）
による R&D資源投資の地球的拡大によるか，小企業の形成と展開による」（1248）というように
多様である。
　レビューは，国税庁のガイドラインを引用して，R&D税額控除の定義をしている。つまり，対
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象プロジェクトの目的は，「科学あるいは技術（science or technology）の分野で全般的な知識や能
力（capability）を前進させ，一企業に留まらない」（1249）とし，あくまで UK全体の産業競争力
の向上がこの減税の目的であるという説明である。
　この為に，R&D税額控除は，誰もが「産業によるロビー活動の対象ではなかった」と認め，
1997年の労働党政権の新蔵相も「税が，社会・経済政策の道具である」と信じ，1998年の蔵相の
予算演説でも「より大きな R&D投資を促進する事が，より高い生産性にとって決定的であるので，
政府は，その導入の検討を開始し」，1999年までに「小企業の税額控除に帰結した」と述べられて
いる。（1249）
　1990年代の R&D投資の現状が，UKに本拠を置く巨大製薬企業の数字から説明されている。つ
まり，1987年から 96年のそれらの企業による「ヨーロッパ特許庁の書類提出（ファイリング）の
半分近くが，USで行われた研究に基づくのに対して，主要な製薬産業を持つ他国では，特許の大
部分が本国から生まれる」のである。（1249）
　この税額効果による R&Dコストの削減に関する計算をした先行研究も紹介されている。また，
個別のインタビューで導入検討当時の財政研究所（IFS）での作業やアドバイザーの態度を明らか
にし，「実際に機能する事を疑問視する者も存在した」と述べている。（1249）
　導入検討当時の政府が「二つの中核的選択」に直面したと述べ，それが，「① 税額控除の基準（the 

basis of credit）は，R&D支出の新規増加分とするのか，支出総額とするのか，② どの程度の企業
に適用するのか」という選択であった。レビューは，当時の減税による研究開発投資の増加に関す
る試算を示し，さらに，2010年のリスボン・アジェンダ（the Lisbon Agenda ; 2010年までに EU

を最も競争的かつダイナミックな知識主導経済（knowledge driven economy）にする。）に対応した，
2001年の UKの大蔵省文書『増大する技術革新』のポイントも示し，「（この文書は）税額控除を
大企業に拡張する事を約束した」と指摘している。このように当初の意図が，EU全体の政策から
変更されるというのは，UKにおいて VATが導入されたのが，EC（当時）への加入条件であった
事を彷彿させる。（1250）
　減税対象が，R&Dの増額か総額かについては，USの事例を詳しく振り返りながら説明し，US，仏，
日，韓国では，増額に対して減税，UKでは，総額に対して減税する事が選択されたとしている。
（1251）さらにレビューは，この減税の大企業への拡張について，「政策の漂流と「政策変容」」
（policy drift and ‘policy creep’）と題して節を改めて詳述している。利益集団なり政治経済学なりの
一番の興味深い点であるが，詳細な検討は他日を期したい。ただ，最適課税論の立場からこの 30

年をレビューすると，この様な手法なり分野も含むという事は，大変興味深い。
　レビューは，この様な詳述を経て，「結果と含意」と題して，「UKの租税政策においては，US

の様な他国と比べて見ると，特別利益政治（special interest politics）は，あまり重要ではない。そ
れにもかかわらず，特別利益政治の重要性は増加しつつあり，その結果は，政治経済学的分析（a 

political economy analysis）が説明の助けとなる」と述べている。（1258）ただ，この様な政治経済
学的分析においても例えば，「実際の R&Dの成果の慎重な計量経済的観察」（1259）という表現も
ある様に，様々な経済学の手法が総動員されているようである。
　レビューは，さらに「法人税以外のロビー活動」の例として，人頭税（コミュニティ・チャージ），
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VATの軽減税率（家庭用エネルギー，子ども服，食料，ガソリン税（無鉛ガソリンとの格差），相
続税について論じている。（1260-1262）
　これらの議論を経て，「我々が学んだものとは何か」と題して，「教訓は，租税政策の法制化は，
利益グループとその政策の後援者を生みだしうるという事である」と述べている。また，通常利益
集団に関する税制として念頭に置かれる法人税以外にも様々な税でこの様な関係が見られる事も指
摘されている。「燃料税の反乱（protests）」からの教訓として，「メディアの注目が，「未組織」の人々
を実際に非常に大きな声にした」とも述べられている。（1262-1263）これは，当時の反対運動の激
しさを振り返った（1260）レビューならではの指摘であろう。
　以上の様な租税政策の政治経済学を論じて，結論的に述べられているのは，「税設定（tax set-

ting）」における透明性と説明責任（transparency and accountability）である。マックス・ヴェーバー
が，近代社会の特徴を「官僚制の支配」（研究所，大学，労働組合，教会，会社，公共部門等あら
ゆる組織における）とし，その支配力の源泉が，「情報の秘密」であるとした事が思い起こされる。
また，筆者の恩師である池上惇が，著書と講義において「財政学理解の鍵は，官僚機構の理解であ
る」と力説されていた事も思い起こされる。レーニンの『国家と革命』が筆者の大学院の教科書で，
官僚機構の粉砕がテーマとなり，その可能性を「資本の文明化作用」（普通の住民の教育水準が上
昇すれば，誰でも官僚制に替わる機能を果たしうる）事に求めた。後に，大学院の教科書がアマル
ティア・センになり，その「潜在能力論」がテーマになってもその思いは同じであったような気が
する。ともあれ，租税論で情報の透明性や説明責任が議論されるという事は，アダム・スミスの租
税原則にも遡及して納税者民主主義の永遠のテーマであろう。
　レビューのこの部分の冒頭では次のように述べられている。「「良い」租税政策は，数多くの特徴
を包含すると言いうる。それは，課税の異なる源泉の間の理想的なミックス，政府の最適な規模，
公的収入の浪費と使用間違いを最小にする事である。政府の全ての分野（租税政策を含む）で良い
公共政策を作る事は，政府に説明させうる情報を十分得ている有権者の存在に部分的には依存して
いる。しかし，有権者は，公共政策の大半の分野についてあまり情報がないとしばしば言われてい
る。また，彼らは，政府に説明させる能力も制限されていると言われている。これは，政治家が租
税政策，政府の全体的規模，税収の構成に関する自らのアジェンダ（agendas）に従う事を許すだ
ろう。」（1263）
　レビューは，人頭税や NICs（国民保険拠出）に関する無理解などを事例として示し（1263-1266），
後者が特定財源であるとする誤解に対して，「特定の税目からの収入と特定項目の支出をリンクさ
せる事は，公共支出の構成に関する自由裁量を削減し，税システムを不必要に複雑化させるであろ
う」と述べている。（1266）
　このように税制に関する透明性と説明責任の改善が重要であるにもかかわらず，現実には，増税
を見えにくくする部分もあり，この問題を「見えない課税」（‘stealth taxation’）」といい，その例と
して，「大半の間接税」があるとし，その理由を「（間接税は）消費者によって認識される価格に含
まれ，未分化であるから」と述べている。（1266）同様の指摘は，池上惇が『財政学』（1990年）
においてシャウプ税制使節団勧告を引用しながら力説していた。そもそも，自己責任とか自己決定
が叫ばれている世の中で，自分が支払った税額さえ分からずして有権者は何を基準に国民の代表者
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を選べばよいのであろうか。このレビューは，直接税としての支出税を勧告した 1978年のミード
報告 30周年を記念している。この支出税は，名前が消費税に似ているのであるが，あくまでも直
接税であって，ケインズ以来の英国の伝統を受け継いで，累進税率を当然の事として再分配を重視
していた。レビューが VATを論じる際には，合わせてアルコール・タバコ税や気候変動対策税さ
らには混雑対策を重視した自動車税を議論していた。つまり，間接税を課すという事は，EC（当時）
への加入，社会的治安，健康，気候変動という人類的課題，混雑という社会的費用などの喫緊の課
題に応えるという側面がある事を忘れてはならない。
　さらに課税の帰着の認識が困難である例として「雇用主の国民保険拠出（NICs）」を挙げ，市場
均衡の経済的分析などにより「実際の負担が被雇用者に転嫁されるという実態」にもかかわらず，
「（このことを）理解する労働者はほとんどいない」と述べられている。（1266）USの財政学教科
書では，ペイロールタックス（給与税）の雇用主負担分が労働者の賃下げや労働強化によって労働
者に転嫁される実態や消費者にも転嫁される実態を解説している。（H.S. Rosen & Ted Gayer, Public 

Finance 9th. ed. 2010）このように，税制（社会保険料も大きく括ると税制の中に入る）の法的な規
定の理解のみでは税負担の実態は理解できない。上記の様な経済学的分析が必要となり，租税論の
役割は大きい。
　レビューは，自営業者への所得税は，「相対的に目に見える税」とし，さらにカウンシル税や人
頭税についても言及している。インフレが間接税と所得税にどのような影響を与えるか，フィスカ
ル・ドラッグ（fiscal drags）やブラケット・クリープ（‘bracket creep’）に過去 30年間頼ってきた
事も指摘し，「我々は，過去 30年間の UKの政府が，税収の増大から利益を得た事がわかる。その
効果は，透明性がありかつよく納税者によって理解されているとは言えない」と結論している。
（1267）

（5）　情報の不完全性と組織的制約

　よりよい租税政策を実現する為にレビューは議論して，情報問題と納税者の理解の重要性を改め
て確認し，この問題の解決のための組織的改革を論じている。まず，財政ルールについては，ブレ
ナン（Brennan）とブキャナン（Buchanan）が政府の課税権の制限のためには，投票メカニズムは
不十分であると主張しているとしている。その為に，「（彼らは）政府を明確に制約する「財政憲法」
の適用に賛成している。」（1268）また，実際の UKの財政が「財政安定化コード（the Code for Fis-

cal Stability）によって統治されている」とし，これにより，「政府は，自らの財政目標を告知しな
ければならず，もし何らかのルールがあれば，どのようにそれが定着されるかも告知しなければな
らない」と述べられている。その例として，1998年に労働党政府が選択した 2つの財政ルール，
すなわち，「経常予算が少なくとも一つの経済サイクルを通じてバランスするという「黄金ルール」
（the ‘golden Rule’）と，純債務は「安定的かつ慎重な水準」である GDPの 40%以下にするという「持
続可能な投資」（‘sustainable investment’）ルール，「純債務」（‘net debt’）ルール」を挙げている。
2008年の金融危機の際にこの 2つのルールを廃止しようとした政府に対して野党から批判が出た
事も指摘されている。（1268）
　マグナカルタの国らしく，「議会」と題した部分の冒頭に「13世紀まで遡ると，議会は新しい税
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の承認についての憲法的な責任を持ってきた」としつつも，現状分析で明らかになった認識から皮
肉をこめて「21世紀においては，政府高官（the executive）は，どの様に租税政策を説明し，綿密
に調査しているのであろうか？」と述べている。議会に対して行われる大蔵大臣の予算・予算前報
告（the Budget and Pre-Budget Report），下院と委員会での審議はありつつも，既にレビューが述
べていたように，下院議員が提案された税に関する法案に対する吟味に必要な資源が不足している
としている。（1269）
　この様な現状を打開するものとして，本レビューの取りまとめの主体である財政研究所（IFS）
のような「外部的吟味」の重要性が議論されている。その際に当然のことであるが，「（政府が提案
する租税政策の）吟味の一つの重要な源泉は，税の専門家から生じる」し，実際にも「国税庁（HMRC）
は，定期的に法制化前に税の専門家と相談している。公式の相談と非公式の接触があり，HMRC

はこの相談と接触を過去 30年間で増大させた。これは確かに税法の質の向上に資し，さらに事態
の改善もできた。しかし，外部のエコノミストからは明確な議会前吟味はなかった」と述べられて
いる。（1270）
　ただ，現状でも議会前吟味が IFSを中心に行われているが，利用可能データの制約が存在してい
る事も付け加えている。（1270）そして，情報問題に対して次のような言葉で締めくくっている。「透
明性（transparency）が，今や政府の政策形成の中心的テーマ（the motherhood and apple pie）である。
さらにこれらの問題に関する情報のより大きな自由と公開の討論（public discussion）は，近年の（透
明性重視の）方向への顕著な動きに確実に帰結してきた。我々は，税制改革の議論を市民により利
用しやすくするような分析とデータにして，租税政策を透明なものとする事が目標であると考え
る。」（1271）この様な情報や公開の討論，更には政策形成における市民の主体的取り組みを重視す
る考え方は，1998年ノーベル経済学賞を受賞したインド生まれのアマルティア・センと同様である。
高い理想ではあろうが，財政民主主義の大前提でもあるので，様々な立場からこの理想を実現する
事が求められようし，とりわけ財政や税の専門家と言われる人々は，この考えを中心に据えるべき
であろう。

（6）　レビューによる租税政策の政治経済学のまとめと勧告

　レビューはまずルイ 16世治世下の大蔵大臣であるコルベール（Jean-Baptiste Colbert）の言葉「課
税の技術（the art of taxation）は，ガチョウから最も静かに最大量の羽毛を取る様なものである。」
を引用した後，「この言葉は，経済的見方と政治的見方の両方から税デザインに固有の矛盾（conflicts）
を適切に要約している」と述べている。（1271）上述の様に，1963年刊行の島恭彦『財政学概論』
でも政治と経済の矛盾として財政を捉え，様々な租税根拠論（利益説と応能説）は，この矛盾を見
ず，税が私有財産に対する権力的徴収である事を調和的に理解していると批判していた。レビュー
もこの矛盾をコルベールの有名な言葉から確認している。島は，戦前の学問の自由が奪われていた
頃に刊行した『近世租税思想史』（1938年）において，18世紀のフランス革命前の重農学派等の租
税思想を論じる際にコルベールにも言及していた。
　レビューは続いて「我々は，経済的コスト（死重的損失）を最小にしつつ，統治と社会の機構内
に政治的に持続可能な税システムを作りたいと思っている」（1271）と述べているので，『財政学概
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論』でシャウプ勧告を徹底的に批判した島恭彦が，レビューを批判するとしたら，「調和主義的理解」
であると断定するであろう。筆者は，島のこのテキストで財政学を最初に学び，院生時代に池上惇
の『財政学』（1990年）で学び直した。後者のテキストは，前述のアマルティア・セン等が議論の
前提として取り上げられていたので，このレビューの税のデザインを市民の手で行うという方向性
と池上のテキストのそれが一致するように思える。ともあれ，租税政策の政治経済学というテーマ
が様々な視点から既に租税論などで議論され，実証分析されている事をこのようにレビューする意
義は高いと言えよう。レビューは，まとめとして，「右派への「受動的」動き」，「ロビー活動の結
果としての政策漂流」，「まとまりのない税の討論」，「情報不足の（ill-informed）有権者と透明性の
欠如の結果」についてポイントを再確認している。本ノートでは既に紹介したので，省略する。
　これらのまとめの後，「（租税政策の）吟味（scrutiny）と議会の説明責任を改善する為の我々の
提案を述べる」としつつも，「我々が認識している問題の多くが，税制（taxation）に限られたもの
ではなく，我々が勧告する解決策も税制のみに当てはまるものではない事を記すべきである。それ
ゆえ，われわれの勧告は，UKの政治プロセス全体の広い文脈で理解されるべきである」という留
意点を力説している。（1271）
　その提案としては，議会による租税政策の吟味の改善がまず挙げられ，2003年の「税法に関す
るレビュー委員会の作業部会」（Sir Alan Budd委員会）が，「税法作戦」と呼ばれる報告書を作成し，
レビューは，この報告書から次のような引用をしている。「税制の場合の不幸な現実は，下院が真
の意味で課税ルールについて吟味する事に完全に失敗している事である。問題の真実は，下院が時
間も専門性も所持せず，時の政府が議会の承認前に税ルールについて組織的かつ効果的に検討する
という傾向がある」と。（1273）そして，「議会前吟味の最善の媒体（vehicle）は，専門委員会制度
（the select committee system）である」としている。（1274）その為には，「下院議員は，より多く
の資源を必要とする」事となり，USの議会予算局の例も挙げている。つまり，多くの助言と支援
が外部組織から現在も下院議員に提供されているのであるが，更なる拡張が必要であるとしている。
（1274）
　レビューは，「より広く我々は次のように信じている」として，「財政を監督する組織（body）を
作るべきである」という提案をしている。その際に中心となるのは，「租税システムの実施に関す
る正確な知識を持つ専門家のグループである」とし，彼らは「助言をしたり，税収と支出の数字を
監督し（audit）たりする立場に就きうる」と述べている。この組織は，「適切に吟味する為に政府
高官と同様に，議会に対する接近可能性と説明責任を持ちうるし，政府の計画の吟味のみならず，
全ての政党に助言を与え，特に選挙期間中に助言する」ともしている。このような助言の為には，「そ
の組織は，現在議会に与えられている以上のデータへのアクセスを要求する」であろうし，「大衆（the 

public）にもより多くのデータを提供する事は，外部の吟味を改善しうるであろう」としている。
（1274）2010年レビューは，この指摘で締めくくっている。つまり，更なる吟味をより多くの大衆
も交えて行うと。


