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公平な税制を考える －分裂と憎しみの狭間で。パナマ文書を含めて－

愛知大学大学院車道校舎。平成 28年 11月 19日講演
税理士 松井吉三（よしみつ）

はじめに

資本主義の発展に伴う格差の拡大は中間階級を分裂、没落させる。多くの市民に、

富裕層ばかりでなく、既存のエスタブリッシュメントに対する憎しみを増幅させる。

人々は憎しみと分裂の狭間で、この先が見えない不満を抱えているのだが、この矛先

がリベラルに向かうのは、イギリスの EU 離脱の国民投票、トランプの大統領選のト
ランプ氏の勝利、わが国における安倍政権支配、とで似ていると言えよう。

いずれも、根っこに格差の拡大があるものと考えられる。わが国の格差の状況はど

うなのであろうか？格差を是正する再分配政策は機能しているだろうか？筆者は、過

去に 2000 年初頭までについて、格差が拡大している状況、また、政府による再分配
システムが機能していないことを政府統計に基づいて検証したことがある1。今回は、

大企業や富裕層の税逃れの観点を交えて、且つ、実証分析の対象を最近年にまで延長

することにより、戦後 70年間の税財政の再分配を総括することを目指している。公平
な税制のあり方を考えるヒントになるものと確信している。

結論を先取りすれば、最近 10年は税制の転換点の時代である。所得の格差の拡大が
続いており、税財政については、格差の拡大を著しく拡大しているという意味で、悪

魔にとりつかれているかのようである。多国籍企業や富裕者は税金を払わず、そのつ

けが低、中所得層に回っている。加えて、社会保障は機能していないどころか、二次

的な所得税になりつつある。したがって、戦後 70年間のスパンで見ても、格差の拡大
傾向と税財政の再分配機能の縮小が見られるということである。

わが国でも、政府がタックスヘイブンの利用による税逃れを止めるばかりか、却っ

て支援しようとしている。資本主義の勝者がいいように政府を利用しているのである。

税が格差を拡げているのである2。

はじめに、本報告の立脚点を明示するために、タックスヘイブンを利用するまでに

至る資本主義における税の歴史を概観しておこう。

Ⅰ 資本主義の発達から見た租税制度の発達

複雑な税制は、資本主義的生産の発展法則に規定される上部構造である。上部構造

である国家の歴史的な本質と密接にかかわっている。遠藤三郎愛知大学名誉教授（以

下遠藤三郎）の類型把握を基礎に、若干変更を加えて、租税の歴史をおおまかに見る

と、次のような類型の変化を辿ってきた。

1松井吉三「少子高齢化の税財政のあり方－消費税増税しか打つ手はないのか－」（日本財

政法学会編『少子高齢化の財政と法』日本財政法学会、2016年 10月）79-93ページ。本
報告は同学会スピーチに大幅な加筆、修正を施したものである。
2 同様な問題意識の文献として、浦野広司『税が拡げる格差と貧困 日本版タックスヘイ

ブン VS庶民大増税』あけび書房、2016年がある。同書では、受取配当金の益金不算入の
廃止、等の是正を行った場合の増収額が 26兆 8004億円に上るとする資料（不公平な税制
をただす会『福祉と税金』2015年 5月 30日）が紹介されている。
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１ 資本主義の初期段階

所得の未発達から、戦費財源を身分や財産に応じて負担する財産税（イギリスにお

けるマンスリー・アセスメント）、ほぼ時を同じくして、多種多様な間接消費税ができ

る。遠藤三郎によると「比例税あるいは逆進的な税を組み合わせた税制3」である。

2 資本主義の発展によって、所得税が導入。
イギリスにおける 1799年の「所得税・財産税」。1803年の同税のアディングトンに

よる分類所得税への変更。1860年代中頃の南北戦争（Civil War）の公債を返済する
ための所得税の創設を含むアメリカ歳入法の一連の改正4。

3 所得課税の発達
法人企業が経済活動の中心。所得の多様化が進むと、所得税、法人所得税を中心と

する所得課税が発達、一方で、所得分配の不公平を是正する累進課税の要素を含む社

会政策的課税が新たに加わる。

4 法人負担の軽減と間接税の発達
「資本主義の危機の段階では、まず景気政策的な法人企業のインセンティブ原理が

中心となり、法人擬制説を中心とした、法人負担の軽減が行われ、社会的な不公平を

是正する社会政策的な観点から受益者負担的、相互扶助的な目的税が拡大し、さらに

消費税が導入され、間接税の比率が高い税制となる5。」。

5 タックスヘイブンと現代税制
以上、1978 年（昭和 53年）の遠藤論文を基礎としている。もちろん現代税制でも

その流れにあることは言うまでもない。加えて、現代の多国籍企業は法人犠牲説ばか

りではなく、世界市場での超過利潤を求めて、タックスヘイブンを利用している6。

租税の世界は公平であることが大原則である。問題は、タックスヘイブンを利用し

た合法的税逃れは誰でもできるわけではなく、法人税の軽減による受益は多国籍企業

に限られることである。その内実はといえば、国家の税収の侵食による超過利潤であ

る。もちろん、この法人税の軽減による税収侵食部分は、付加価値税などの大衆課税

により、市民の犠牲でまかなわれる。

グローバルな世界市場では売れる値段は決まっている。平均的な条件での税引後利

潤率というものがある。法人税が平均的な水準を下回れば、税逃れにより浮いた利潤

は超過利潤を形成する。この意味で、この超過利潤は、マルクスのいう差額地代（レ

3 遠藤三郎「租税本質論と現代税制」（愛知大学法経論集 経済・経営編 第 86号）20ペ
ージ。
4 アメリカの最初の所得税は、所得種類ごとに税率が定められ、免税点が業種ごとに細か

く設定されていた。Georg.S.Boutwell,Tax-Payer's Manual,Boston,1866. 
5 同上論文、20ページ。
6 オフショアとは、非居住者や外国法人向けのサービスを言う。このようなサービスを行

っている国や法域をオフショア金融センターと言う。そのような法域では税金を安くして

資金を呼び込んでいるので、オフショアの殆どはタックスヘイブン（Tax Havens＝租税
回避地) 
でもある。両者の意味合いは厳密には異なるが、実質的には同じものとして捉えられてい

る場合が多い。本稿でも、区別せず、文脈の違いに照らして使い分けることにする。
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ント）的性格を有するものと言ってよいであろう。

タックスヘイブンの利用は、多国籍企業による世界の所得支配の一環であるという

意味で、現代税制の 1 つの特徴をなすものである。現代税制が、富裕層と一般市民と
の所得・資産格差を拡大するツールになっている。

※タックスヘイブン（租税回避地）と BEPS行動計画
ここで、タックスヘイブンについて説明しておこう。言わずもがなであるが、ヘブ

ン（Heaven天国）ではなく、ヘイブン（Havens回避地）である。パラン、マーフィ
ー、シャヴァニューによれば、「典型的なタックスヘイブンは、非居住者の企業や預金

者に対して、ゼロかゼロに近い税率を提供する国である7。」。一方で、タックスヘイブ

ンの多く、ジャージー島、ガーンジー島、マン島、スイス、リヒテンシュタインなど

は、居住者の多くには世界的な所得に対して、所得税を課している8。税金逃れの国外

移住者に対しては、課税の一部又は全部が及ばないようにしているわけである。

第１に指摘しておかなければならないことは、イギリスがタックスヘイブンの創出

国だということである。イギリスの旧植民地がタックスヘイブンになっている。

これに対して、アメリカ政府は、タックスヘイブンについては、批判的態度を堅持

してきたとされる。ニューヨークタイムズの報道によれば、1961年 2月、ケネディ大
統領が議会に、タックスヘイブンを「消滅」させる法律を制定するよう要請したとさ

れる。バラク・オバマは大統領になる前の 2008 年に「タックスヘイブン乱用防止法
案」を共同提案し、その後オフショアロビイストによって骨抜きにされたと言われる9。

 しかし、アメリカ政府の態度も変節する。ニコラス・シャクソンによれば、「タック

スヘイブンの利用に徹底的に反対していたアメリカ政府は時ともに考えを変えて、『や

っつけられないのなら参加しよう』といういいかげんな姿勢をとるようになった。ア

メリカの金融業者は 1960 年代から、国内の規制や課税から逃れるために群れをなし
てオフショアに－最初はロンドンのユーロ市場に、それからイギリスのクモの巣やさ

らにその先へ－出て行くようになった。10」。

 実際、GAO（政府予算管理局）の調査によれば、アメリカにおける外資系企業の 71％、
その一部は、タックスヘイブンを経由して操業しているアメリカ人所有の企業の 61％
が、1996 年から 2000 年までの間に課税額をまったく報告していなかった11。シティ

ズンズ・フォー・タックス・ジャスティスの報告書によれば、アメリカ企業のトップ

7 ロナン・パラン、リチャード・マーフィー、クリスチャン・シャヴァニュー著青柳伸子

訳『[徹底解明]タックスヘイブン』作品社、2013年、71ページ。Ronen Palan, Richard 
Murphy,Christian Chavagneux, TAX HAVENS:How Globalization Really 
Works,Cornell University Press,2010. 
8 同上書、72ページ。
9 ニコラス・シャクソン、藤井清美訳『タックスヘイブンの闇 世界の富は盗まれている』

朝日新聞出版、2012年、32ページ。Nicholas Shaxson, Treasure Islands, Bodley Head,The 
Random House Group Ltd.,2011. 
10 同上書、32ページ。
11 ロナン・パラン、リチャード・マーフィー、クリスチャン・シャヴァニュー著青柳伸子

訳前掲書、108ページ参照。
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275社中 82社が、2001年から 2003年まで税金を支払わなかった12。実際、世界の外

国直接投資（FDI）に占めるタックスヘイブンの割合は 1990年中頃より急増し、2005
年には 33.3パーセントに達している13。

とはいえ、近年多国籍企業や富裕層の税逃れについては、世界的に批判の声がます

ます強くなっている。2016年に「パナマ文書」なる大手法律事務所の顧客関連資料が
流出し、各国の指導者が窮地に立たされたことを見ても明らかである。

BEPS（税源侵食と利益移転）行動計画なる OECDの租税委員会の報告書も登場す
るに至る（2015年に 2回。1回目の分析に比較して、2回目の行動計画を含む報告書
はトーンダウン）。市民の批判を受けたものである。

 但し、OECDの BEPS行動計画を無批判に歓迎することはできない。
OECDの報告書の文脈のなかで、第 1にグローバル経済を賛美しているからである。
経済のグローバル化の内実とは言えば、多国籍企業の企業内取引が増加しているとい

うことにほかならない。これでは、この先が見えている。「やるやる詐欺」になる恐れ

もないわけではない。

 第 2に OECDの報告書はその控えめな文言に見られるように、途上国を参加させる
姿勢がまったく見られない。OECDの租税委員会は、もとより、加盟国間の二重課税
を排除する目的で立ち上げられた経緯がある。OECDの報告を受けて、各国は所要の
対応をしている。

わが国でも、平成 21年度（2009 年）税制改正において、法人が外国子会社からの
配当に対する課税を免除（国外所得免除）するというように改正されている。この改

正によって、わが国の内国法人に対する課税原則が、全世界所得課税から領土主義課

税に実際に移行しているものと見られている。

実は、外国子会社配当等益金不算入制度の趣旨は、二重課税の排除などではなく、

タックスヘイブンではゼロかゼロに近い税にしてもらって、且つわが国でも、多国籍

企業の国外所得を免税にするという二重非課税にある。

Ⅱ 所得・資産格差の拡大

 資本主義が発展すればするほど所得・資産格差は拡大する。これは法則であって、

この法則を緩和する諸条件がなければ、そのままの形で貫徹します。

 戦後 70 年間の所得分配の不平等化と資産の格差の拡大については、後掲の「図 1
戦後日本の勤労所得分布の推移」という図を参照のこと。推計が 1981 年までで止ま
っていますが、それで見れば、昭和 20年代に不平等化が起こる。昭和 30年代から 40
年代の高度成長期には、労働力需要の逼迫により、著しく平等化する。しかし、それ

もつかの間、昭和 50年代以後は、不景気になって、平等化が止まる。
 非勤労所得についても、申告所得税の統計によって推移を見れば、非勤労所得では、

高度成長期にも平等化は見られない（「図 2非勤労所得分布の推移」参照）。
 昭和 57年（1982年）以後について見れば、民間個人給与、家計調査の全世帯、家
計調査の勤労者世帯のいずれで見ても、傾向的に不平等化を見て取ることができる

12 同上書、109ページ参照。
13 同上書、108ページの図表 2-5参照（原出典：UNCTAD、2008）。



5 

（「表 1 ジニ係数の推移」参照）。
1990年代から 2000年代にかけては、所得ばかりでなく資産についても格差が拡大
している。金融資産保有の格差拡大については、「表 2 宅地資産と貯蓄資産の分布の
ジニ係数の推移」参照）。

 別に、製造業の労働分配率を計算して見れば、企業は儲からなければひとを雇わな

い。そこで、労働分配率が高い年度については、結果的に利益水準が低い年度という

ことになる。これに対して企業が儲かっているときには、結果的に人件費の割合が下

がるということになる。したがって、労働者はいつも貧困状態にさらされている。労

働力が求められているときには、一定の水準、賃金は上昇する。しかし、一転、不景

気になれば、もとに逆戻りである。賃金奴隷状態はいつも変わらないのである（表 3
利潤率及び労働分配率の推移（製造業）参照）。逆に、労働分配率の低下は利潤の増加

を表している。しかし、投下資本額の増加傾向もあり、資本利潤率（利益率）で見れ

ば、わが国の産業の利潤率は漸減傾向にある。逆に、利潤の賃金に対する比率（利潤

÷賃金＝剰余価値率）は、好景気の時に上昇している。

1980年代以後、低成長が続いているのであるから、労働者にとっては冬の状態が続
いている。税務統計で民間平均給与の推移を見れば、2014年（平成 26 年）では、男
女合わせた 1年勤続者の平均給与は 415万円（男性 514万円、女性 272万円）。1997
年（平成 9年）では、平均給与は 467万円（男性 577万円、女性 279万円）であった。
男性の給与ダウンが顕著である。リーマン・ショック以後の 2009年（平成 21年）の
大幅ダウンをいまだ回復できていない。ちなみに民間給与総額については、1998年（平
成 10年）以降減少した後、同程度の水準で推移している（「表 4 民間給与所得者数、
民間給与総額の推移」参照）。

Ⅲ 法人税

1 法人税実質負担率の低下
 戦後 70年に渡る所得の不平等化・資産格差の拡大の下で、再分配機構としての税制
は無力であった。とくに、法人税は格差を拡大する方向へと推移している。法人税の

税収は、ミニバブル期の真最中の 2006年度（平成 18年度）に、15兆円を記録したが、
リーマン・ショック後に大幅に減少（2009 年度では 6.4 兆円）、その後上昇している
が、2015年度（平成 27年度）の税収は 11.7兆円に止まっている。
 あろうことか、2006年度（平成 18年度）よりも 2014年度（平成 26年度）で、大
企業は大儲けをしていたのである。資本金階級 100億円超と連結法人を合わせた税引
前利益は、2006 年度で約 30.8 兆円、2014 年度で約 41.7 兆円であった。しかし、法
人税額は、2006年度で、5.7兆円、2014年度で 4.2兆円。負担率はそれぞれ 18.4％、
10.2％である。連結法人に限れば、2014 年度の法人税実質負担率は 6.5％の低さであ
る（「表 5 法人税実質負担率の推移」、「表 6 利益計上法人の法人税額、法人税負担率
－平成 26年度（2014年度）」参照）。
利益は増えているにもかかわらず、法人税額は減っているのである。富岡幸雄は、

平成 23 年度で連結法人の法人税等や住民税の負担率は、2012 年度で 6.85％、2013
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年度で 9.07％だと推計している（外国税額を除く）14。

 税収減少の要因は、外国子会社配当等益金不算入額、受取配当等の益金不算入額、

繰越欠損金の損金算入額が、2014年度（平成 26年度）で飛躍的に増加したことであ
る。2006年度には以上 3要素による税収侵食が約 1.0兆円だったのが、2014年度（平
成 26年度）では、約 6.0兆円に上っている（「表 7外国税額控除及び外国子会社配当
等の益金不算入額の推移」参照）。

 とくに、外国税額控除と外国子会社配当益金不算入額を合わせた減収額が 2010 年
度（平成 22年度）以後徐々に増加し、2014年度（平成 26年度）では顕著に増加して
いる。外国子会社配当等の額は、2010 年度徐々に増加、2014 年度ではとくに大きく
増加している。外国子会社からの利益還流額が政府の期待どおり大きく増加したこと

が分かる。一方で、賃金は殆ど増えていない現実がある。したがって、還流額の殆ど

が社内留保の増加となっている。

 資本金階級別に外国子会社配当等益金不算入額の税引前利益（益金処分合計額で代

用）に占める割合を見れば、連結法人で 20.8％である。同制度による中小企業への恩
恵は殆どない（「表 8外国子会社から受ける配当等の益金不算入額の益金処分合計額に
占める割合 平成 26年度（2014年度）」参照）。
 なお、外国子会社配当等益金不算入制度と、それまでの外国間接税額控除制度とで

は、国外の税金が安い場合には、圧倒的に外国子会社配当等益金不算入制度が有利で

ある。間接外国税額控除制度では、国外源泉配当所得に外国法人税がグロスアップさ

れて、日本の法人税が課税され、その上で外国税額控除がなされていた。外国子会社

配当等益金不算入制度では、還流受取配当を課税免除して、日本の法人税が課税され

る（「図 3外国子会社配当益金不算入制度と間接外国税額控除制度」参照）。
2 領土主義、帰属主義への移行
領土主義、帰属主義への移行は世界的な傾向である。企業所得の課税範囲を世界レ

ベルで無制限とするのが全世界所得課税の原則。支配領土に制限するのが領土主義の

原則である。

 これとは別に非居住者や外国法人に対する国際課税の原則として、総合主義と帰属

主義がある。総合主義というのは、国内に外国法人の PE があれば、国内で生じた所
得のすべてについて（外国本店が投資することによって得られる所得についても）、国

内での法人税の申告対象課税になる。

 帰属主義というのは、国内に恒久的施設（以下 PE）のあることを前提として、PE
に帰属する所得についてのみ課税（但し、所得源泉が国外にあるものであっても課税

する）するということである。支店と子会社とで、税の扱いを同じようにするものだ

と説明されている15。

14 富岡幸雄「税制公正化への魂の覚醒を－税界 70年の歩みを回顧して－」（第 28回租税
理論学会・法政大学、記念講演資料、2016年 10月 30日、10ページ。
15 PEに帰属する所得の算定方法も法令上明確にされている。
①内部取引の認識

②PE帰属資本の算定と支払利子控除制限。
③文書化
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 これまでわが国では、国内法ではなく、租税条約によって、外国法人に対しては、

帰属主義課税が行われていた。今回の平成 26 年度（2014年）改正により、国内法上
の外国法人課税原則でも、総合主義から帰属主義へと整備された。ただ、制度的に大

きな改正であるので、2 年間の準備期間が設けられ、適用開始時期は、法人について
は、平成 28年（2016年）４月 1日以後開始事業年度とされている。
帰属主義への移行により、総合主義の下では法人税課税が行われていた PE を有す

る外国法人の本店投資所得（配当、利子、使用料等）が法人税の課税を免れることが

できる（源泉徴収のみで完結する）。

3 外国子会社益金不算入制度の導入
 平成 21年度の税制改正により、これまでの間接外国税額控除が廃止され、外国子会
社から受ける配当等の 95％が益金不算入となった。5％は経費相当額である。タック
スヘイブンに溜め込んだ利益を国内に還流させようとするものである。長谷川・折原

の先駆的研究によれば、導入当初は還流効果があったが、それ以後、とりたてて、還

流効果は見られないというものである16。

 しかし、税務統計から判断する限り、還流額は増加傾向にある。とくに、一般の受

取配当が多い年度で、還流額も増加している。とりわけ、2014 年度（平成 26年度）
は、内外ともに受取配当額が顕著に増加、連結法人の法人税実質負担率を 6.5％に至ら
しめる要因となっている。

4 外国子会社合算税制－領土内所得課税への移行と受動的所得課税－
1、概要
低課税国やタックスヘイブンに設立した外国子会社を通じた、多国籍企業による租

税回避の規制を行うため、外国子会社合算税制が 1978年（昭和 53年）に導入されて
いる。世界所得課税と外国税額控除の枠組みの下で、配当部分に係る二重課税が排除

されてきた。

2009 年度（平成 21年度）税制改正において、領土主義への移行とみられている外
国子会社配当等益金不算入制度が導入された。軽課税国に所在する外国子会社（特定

外国子会社等）の留保所得部分について合算課税が実現する。しかし、翌 2010 年度
（平成 22年度）税制改正により、合算課税適用除外となる子会社の範囲に統括会社・
物流統括会社が追加される。なお、軽課税国の基準が 25％から 20％以下に引き下げ
られている（現在は 20％未満）。

2011 年度（平成 23 年度）税制改正において、軽課税国の実効税率の判定上、すべ
ての非課税海外配当を除外することができるようになった。

 ※外国子会社配当等益金不算入制度の導入前では、適用対象のタックスヘイブン子

会社が配当せず留保した利益には、合算課税が行われた。配当された利益に対しては、

④第三国源泉所得の認識及び外国税額控除

詳しくは、小林研太「外国法人課税原則の見直しの影響」（KPMG Insight, KPMG 
Newsletter Vol.8,Sep.2014)を参照。
16 折原正訓、長谷川誠、The Impacts of Territorial Tax Reform on Dividend 
Repatriations and Domestic Corporate Activities: Evidence from Japan（日本財政学会
第 73回大会・京都産業大学、2016年 10月 23日報告参照）。
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わが国では課税されるものの、わが国の間接外国税額控除の対象とされていた。

2、合算課税の要件
 現在、外国子会社合算課税では、次の要件を満たす必要がある。

（1）その外国子会社が、日本の居住者によって、直接的もしくは間接的に 50％超保
有されていること。

（2）その外国子会社が、法人税が 20％未満の国・地域に立地していること。
 以上の上で、合算税制の納税者となるのは、上記 2 つの条件を満たす外国子会社の
株式を 10％以上保有している株主である。
3、課税対象所得
 →外国子会社の留保所得を、その納税者の所得に、持株比率に応じて合算して、課

税する。

4、例外
 但し、例外条件あり。次の 4 つの適用除外要件をすべて満たす場合には、独立企業
としての実体を備え、且つ、その国・地域での操業に十分合理性があるとされ、合算

制度の適用を免れることができる。

（1）事業基準
 主な事業が株式等または債券の保有、工業所有権等または著作権の提供、船舶また

は航空機の貸付の事業ではないこと。

（2）実体基準
 対象子会社の本店所在地に、主な事業を行うために必要な事務所、店舗、工場など

の固定施設を有していること。

（3）管理・支配基準
 特定外国子会社等がその本店所在地国で事業の管理、支配、運営を行っていること。

（4）非関連者基準又は所在地国基準
 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業または航空運送業の 7 業種の場
合、50％超を非関連者と行っていること。
 上記 7業種以外の業種の場合、主に本店所在地国で事業を行っていること。
5、資産性所得については例外を認めない（平成 22年度〔2010年〕）税制改正）。
 しかし、4 つの条件さえ満たせば、租税回避を目的とする外国子会社が受け取る受
動的所得であっても課税できない。

 →そこで、外国子会社合算税制に「資産性所得（受動的所得）」のカテゴリーを設け、

税率 20％未満の低課税国に立地する外国子会社がそれを受け取った場合には、外国子
会社合算税制の対象所得に取り込むことになった（エンティティー・アプローチに対

して、インカム・アウローチと言う）。資産性所得には、配当、利子、キャピタル・ゲ

イン、特許使用料、船舶・航空機リースからの所得が含まれる17。

17 事業の性質上欠くことができない業務から生じたものについては合算課税の例外（措法

66の 6④）。しかも、事業上不可欠な業務が個別に指定されているわけではない。税務当
局とのトラブルは避けられない。また、持分割合に応じた部分対象収入金額が 1000万円
以下の場合にも、合算課税の適用は受けないものとされている。適用時期については、外

国子会社の事業年度終了から 2カ月後を含む内国法人の事業年度である。多くの場合、平
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 諸富徹は、資産性所得合算制度によって、タックスヘイブン子会社利用による税逃

れに対して、抜け穴封じがかなりうまくいくのではないかという見解を示している18。

5 みなし外国税額控除（Tax sparing credit）
外国税額控除は外国で納付した租税をわが国の租税の範囲内で控除する制度である。

しかし、みなし外国税額控除と言って、実際に納付していない法人税をわが国の法人

税から控除する場合がある。1978年（昭和 53年）には、日本が租税条約でみなし外
国税額控除を供与していた国は 19か国あった。徐々に供与期限が過ぎ、近年ではイン
ドとパキスタンが外れ、2016年現在の供与国は、中国、スリランカ、ザンビア、ブラ
ジル、フィリピン、タイ、バングラデシュの 9か国である。途上国が減免した租税を、
進出企業があたかも納付したものとして、本国の租税から控除するものである。外国

法人税の控除について云えば、かつては直接、間接の外国税額控除制度ともに適用が

あった。直接外国税額控除としては、外国支店の所得に課された外国法人税等がわが

国の法人税額を限度として控除される。これに対して、平成 21年度（2009 年）税制
改正前の間接外国税額控除では、外国子法人が外国孫法人から受け取る配当に係る法

人税額についても控除されていた。2002 年（平成 14年）発表の政府資料によれば、
みなし外国税額控除の適用額は、製造業を中心として 280億円だとされる。みなし外
国税額控除は二重課税の排除が目的ではない。途上国に進出する企業に対する優遇税

制にほかならない。この点で、外国子会社配当等の益金不算入制度と趣旨を同じくす

るものだと考えられる。

ちなみに、外国税額控除は 1953年に国別限度額方式で導入されたが、1962年に間
接外国税額控除制度導入とともに一括限度額方式（控除限度額を全世界所得に占める

国外所得の割合で計算する。）との選択となる。翌 1963年に国別限度額方式は廃止さ
れている。一括限度額方式では、計算の容易性に加えて、軽課税国の控除枠を利用し

て、高課税国の法人税額を控除することができる。

6 ヨーロッパのタックスヘイブン オランダ
 アイルランドやスイス、ルクセンブルグなど、ヨーロッパのタックスヘイブンは、

個人居住者に対する国外所得の課税原則として、全世界所得課税（world income
taxation）を採用している。
 法人課税については、ルクセンブルグ、スイスと同じく、オランダも領土主義に移

行している。ちなみに、OECD加盟国の大部分が領土主義課税に移行している。全世
界所得課税の国は、米国、チリ、ギリシャ、アイルランド、イスラエル、韓国、メキ

シコのみとなっている19。

 オランダは、海外からの投資に対して有利な税制を提供する。資本参加免税20、利

成 24年 3月期が最初の適用開始事業年度である。
18 諸富徹「日本の法人税改革と多国籍企業課税 法人税改革に関する日米比較研究」（日

本財政学会第 73回大会・京都産業大学、2016年 10月 23日報告参照）。
19 本庄資・田井良夫・関口博久『第 2版 国際租税法－概論－』大蔵財務協会、80ペー
ジ、本庄資担当。
20 企業グループ内で得られた利益に対しては、法人税を１回しか課税されないようにする

制度。国内企業からの受取配当ばかりでなく、外国企業からの配当も課税を免除。配当受
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子・ロイヤルティに対する源泉税は免除されている。2012年（平成 24 年）以降、日
欄租税条約が適用され、一定要件を満たす日本の会社に対する配当に対する源泉税は

免除されている。

 法人税の基本税率は 25％（低所得部分は 20％）だが、アイルランドにおけるアッ
プル社の場合と同様、外国企業との個別協議により、外国法人には優遇税率が適用さ

れている。

 法人税率が 20％以上であるが、課税されない所得がある場合には、外国子会社合算
課税が適用される実効税率（法人税÷税引前所得）が 20％未満となる恐れもある。し
かし、実効税率は、資本参加免税による非課税配当のような租税優遇措置を考慮しな

いで計算するものとされている。→わが国の外国子会社合算税制は適用されない。

７ ヨーロッパのタックスヘイブン アイルランド

 アイルランドの法人の納税義務者になるのには、その法人が、アイルランドで管理・

支配されていなければならない（管理・支配基準）。アップル社のアイルランド法人は、

アメリカ又は英領バミューダ諸島にあるアップル社法人により管理・支配されている

ので、国内源泉所得に対する税を除いて、アイルランド法人税の納税義務はない。

 アイルランドの法人税率は 12.5％であるが、オランダと同様に、外国法人には、協
議の上、優遇される場合がある。アップル社のアイルランド法人に適用される国内源

泉所得に対する税率は 2%だと言われる。アイルランドに、グループがアメリカ以外で
稼いだ利益を集中させることにより、グループ全体の実効税率を 25％程度に低下させ
ていると言われる（アメリカの法人税率は 35％）。（「図 4 ダブル・アイリッシュ・ダ
ッチ・サンドウィッチ（アップル社）」参照）。

 アップル社の場合には、チェック・ザ・ボックス制度と言って、海外の拠点を税務

上支店扱いにすることができるアメリカの特例的な制度も利用されている。アイルラ

ンドに持株会社をつくって、自らは子会社となり、支店扱いで外国子会社合算課税

（CFCルール）の適用除外にする。持株会社が実質的に海外事業を展開する企業とみ
なされればオランダ法人を含めて、米国の外国子会社合算課税を免れることができる。

８ 純粋タックスヘイブン パナマ、ケイマン諸島など

 これらは、非居住者や外国法人に対して、無税か又は超低税率を提供する。オフシ

ョア金融センターとしては、そこに資金は存在しない。単なる帳簿上の存在である。

その代わり、法人登記を継続させるために、年次更新料の支払いが必要である。これ

が、それらタックスヘイブン法域の貴重な財源となっている。

 問題はこれらのタックスヘイブンに多国籍企業の子会社が設立されていることであ

る。ケイマン諸島の場合のように、人口も少ない法域に、80万社以上の法人が設立さ
れている。これらの子会社を通じて、投資がなされるわけであるが、その果実は殆ど

無税である。これらによって、イギリスやアメリカなどでは、巨額の税収が失われて

いることが明らかにされつつある。

９ タックスヘイブンへ子会社をつくるメリット

外国子会社合算課税の適用を避けるには、日本非居住者の株主を見つける。または、

取法人が配当支払企業の株式を 5％以上保有するなどの要件を満たさなければならない。
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10人以上の他の共同株主を見つければよい。これで合算課税を免れることができる。
不幸にも、合算課税される場合でも、利益をすべて配当として還流させてしまえば、

課税は 5％のみである。そればかりではない。タックスヘイブン国の中には、会計報
告を求めないところがある。そもそも外国法人に課税を求めないピュアタックスヘイ

ブンなのだから、当たり前。記帳すら必要すらない。そうなると、何でもあり。海外

出張費などで利益を圧縮することも考えられる。

タックスヘイブンでは、匿名性を保つための会社形式として、名義人を利用した株

式会社の設立が、認められている。ほかにも、無記名株や基金を利用した株式会社も

ある21。

名義人には株主名義人や取締役名義人があり、どちらとも名義貸しであり、現地で

公式に認められた「オフショア法人設立代行会社」が用意してくれるようである。所

謂、名義貸しサービスである。パナマでは取締役が 3 人必要だが、殆どのタックスヘ
イブンでは１企業に 1人の取締役がいればよいである22。

そこで、取締役を日本人にしないのは、国や法域によっては、取締役の住んでいる

場所に納税義務があることとされているからだ。プライバシーが守られ、資産を保護

する効果がある。他国との間で、情報交換協定があっても、名義人が報告されるだけ

である。

規制が緩いのであるから、どんな業種の会社でも設立することができる。パナマで

は、オフショア銀行を設立する場所として人気があるようだ。中小銀行向けパッケー

ジソフトが多くのオフショア銀行に利用されているようである。

ケイマン諸島に会社を設立して、その会社が日本に子会社をつくるケースもある。

外国子会社合算課税の自己申告を取り消して更正の請求をしたが、高裁の段階で取り

消された判例もある。法の趣旨から言って、日本で儲けているのだから合算するのが

当たり前、外国税額控除は認容される。しかし、当初申告で外国税額控除を申告して

いないのだから更正の請求では認められない、というのがあった。

オフショアの事業としては、FX会社のアフィリエイト、アダルト向け動画配信、海
外向けのオークション販売、オンライン・カジノなどが知られている。

問題点もある。海外法人が日本の銀行口座を開設することは困難である。海外事業

については、売上を含めて、ほとんどの業務を課外で行う。当然、収入は海外の銀行

口座で受け取ることになる（電子マネー、SWIFT等の海外送金サービス、海外のクレ
ジットカード決済口座などを利用）23。

また、問題ということでもないが、タックスヘイブンの会社で、売上と仕入を計上

するためには、契約書、納品書、請求書等は保存しなければならない。もちろん、タ

21 スティーブ金山『タックスヘイブンに会社をつくる本』アールズ出版、2012年、24ペ
ージ。
22 英領バージンでは、会社設立に際して取締役が 1人いればよい。英領バージンへの海外
直接投資（FDI）は、2013年で、約 920億ドルで、世界第 4位。ちなみに第 1位はアメ
リカで約 1,590億ドル。渡邉哲也『パナマ文書』徳間書店、2016年、20－21ページ参照
（投資額の出典は国連貿易開発会議）。
23 同上書、142ページ参照。
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ックスヘイブンへの報告用ではなく、日本の経理上、必要とされるからである（移転

価格報告、消費税など）。

イギリスの多国籍企業では、1 社につき数千の子会社がタックスヘイブンにつくら
れている。HSBC という銀行では 5,000 社ほどある（イギリスでは第 2 位）。そうい
うのが実際に減るのかどうかに、BEPPS行動計画の成否がかかっていると考えられる。
10 パナマ文書
パナマにある法律事務所「モサック・フォンセカ」の機密文書が大量に流出。タッ

クスヘイブン(租税回避地)を「活用」した課税逃れの実態を、「南ドイツ新聞」が匿名
の情報源から入手。その後、米非営利組織「国際調査報道ジャーナリスト連合」（The 
International Consortium of Investigative Journalists=ICIJ、本部ワシントン）が調査、
分析の後、世界の報道機関に公開された。

東海地方にも、ICIJのホームページには、様々な会社や個人が登場する。住所が明かさ
れているので、グーグル・マップで見ると、長野県の山村のそれとない一軒家だったりす

る。会社では、名古屋市内中心部の所在地であるものが多い。

例を１つ出せば、名古屋市中区丸の内 2丁目 20番 25号をヒットすることができた。こ
こは、㈱モリトというホックやマジックテープを製造、販売する大阪の会社の名古屋事業

所の所在地である（間違ったらごめんなさい）。売上高は連結で 432億円、単独で 268 億
円。従業員は連結で 1472名、単独で 286名（いずれも 2015年 11月 30日現在）。東証２
部上場企業である。会社のホームページを見れば、社長のあいさつのテーマが「グローバ

ル成長企業を目指して」とある。

モリトには、香港に「モリト香港」という子会社がある。中国にある製造子会社「モリ

ト工貿」から製品の供給を世界の有名アパレルや量販店に向けて販売している。言うまで

もなく、香港はアジアではシンガポールと並ぶタックスヘイブンである。こうした、販売

拠点子会社は、平成 22年度税制改正により、外国子会社合算税制からは除外されている。
税理士事務所も登場する。所在地リストから、「・・会計」という名古屋市名東区の税

理士事務所もＩＣＩＪのホームページの所在地から、顧客リストとして登場する。この事

務所のホームページからは、グローバル事業のコンサル業務は見えてこない。ごく普通の

税理士事務所である（悪意はありません）。

実は、依頼者が実際の所有者なので、BEPS行動計画で挙げられている自動的情報交換
制度においても、単なる名義人の情報ではなく、真実の所有者を公開する仕組みがないと

意味がない。タックスヘイブン研究の第一人者である、リチャード・マーフィーが真実の

所有者を公開せよというのは当然の主張である。

蛇足であるが、わが国の政治家の名前がパナマ文書に載っていないことについては、そ

の必要がないからである。「その他の政治団体」間の寄付は年間 5,000 万円まで認められ
ているからである24。

Ⅳ 所得税

次に、所得税を見ることにしよう。まず、勤労者に対する給与所得税については、

高度成長期にはインフレ調整のために、物価調整減税というのが毎年繰り返されてき

24 富岡幸雄前掲記念講演より。平成 18年度（改正前は、無制限であった。）
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ました。個人給与所得者、勤労者世帯のジニ係数の低下率（低下幅ではないことに留

意。本稿では、以下、再分配係数と言う）で見る限り、減税があった年分で、再分配

係数が低下している。減税がない年分では逆に、再分配係数が高まっている。（「図 5
勤労者課税の再分配係数」参照）

この理由は、所得減税というのは、実は、比較的上の方の所得税を下げるものだか

らである。1970年代後半以降、財源難で減税が止まっていたが、消費税導入に合わせ
て、所得減税が実施されている。その減税効果は、1990年代の個人給与所得者、勤労
者世帯の再分配係数の低下として、明確に表れている。

なお、1999年（平成 11年）から 2006年（平成 18年）まで、家計調査の勤労者世
帯の勤労所得税の再分配係数が低下している。1997年（平成 9年）に消費税率が３％
が５％に引き上げられた後の厳しい不況下の景気対策として、「恒久的減税」として、

1999年（平成 11年）に定率減税（所得税の 20％最高 25万円、住民税の 15％最高 4
万円）が実施されたことの影響だと考えられる。1998 年（平成 10 年）には特別減税
として定額減税が実施されたが、それに代わるものであった。2006年（平成 18年）
には定率減税の規模が半分に縮減され、2007年（平成 19年）以降、廃止されている。
2007 年（平成 19年）以後、再分配係数が高まりつつあるのは、さしたる減税が実施
されていないことが影響しているものと考えられる。（「表 1ジニ係数の推移」参照）。
 申告所得税についても、給与所得税と同様な推移を辿っている。（「図 6 非勤労所得
者課税の再分配係数の推移」参照）。また、給与所得者、勤労者世帯の場合と同様、申

告所得者についても、1990年代以後、再分配係数は低下している。申告所得者につい
ては、所得格差の拡大傾向が続いていること。富裕層の税負担率が極端に低くなって

いることが特徴である（「表 9所得階級別申告所得者の所得税負担率の推移」参照）。
2013年分には、富裕層の税負担率がとくに低下している。これは、証券優遇税制の
時限立法の最終適用年分で、創業者による大口の上場株の譲渡が激増したからである。

上場株式の譲渡の場合、申告分離課税（特定口座で源泉徴収する場合には申告不要が

選択できる）が原則である。2013年 12月まで、税率が 10％に縮減されている。配当
については、上場株式の場合、総合課税か申告不要（小口株主）の選択が原則である。

証券優遇税制の下で、特例として、申告分離課税の税率 10％が選択できることになっ
ている。3％以上保有の株主については、配当には総合課税が強制適用される。
 ただ、譲渡とは言っても、「自社株買い」で自社に売却するケース。また、クロス取

引と言って、市場取引終了後にその日の終値で証券会社に売却し、翌営業日に同額で

買い戻すスキームが使われる場合もある（証券優遇税制で税率が低い内に保有株式を

売却して益出しをするものである）。本人や親族が出資する資産管理会社に売却する場

合には、配当に対する総合課税を免れるメリットもある25。

Ⅴ 資産税

資産課税の地位は近年低下している。譲渡所得課税を資産課税に分類した場合の資

産課税の総税収（国税、地方税の合計）に占める割合は、1991年度（平成3年度）13.8％、

25 垣内亮「日本の富裕層の『税逃れについて』」（『税制研究』第 65号、2014年２月、74-92
ページ参照。
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20011 年度（平成 23 年度）9.5％と低落している。所得課税も地位低下している。同
割合は、それぞれ、69.7％、62.1％である。その分増えているのが、消費課税である。
同割合はそれぞれ、16.5％、28.5％である26。

 固定資産税の所得階級別負担率について試算した結果、軽度ではあるが、所得に対

して明確な逆進的負担構造を表している（「図 7 年間収入階級別固定資産税負担率
（2009年〔平成 21年〕）」参照）。
Ⅵ 間接税

間接税については、総税収に占める税収の割合が上昇している。とりわけ、消費税

については、増税の影響により、2014年には、顕著な税収の増加を見ている。
 消費税を含め、間接税の負担構造については、いろいろ筆者が試算してきたもので

あるが、改めてその大衆課税的性格に驚愕する。

 主要な個別消費税と消費税について、消費者への税の完全転嫁を仮定して、世帯平

均の税負担合計額の実収入に占める割合を計測した結果、2013年（平成 25年）で 3.5％
であったのが、2014年（平成 26年）では 4.9％と、1.4倍に増えている。これはもち
ろん消費税の税率の 5％から 8％へのアップの影響にほかならない（「表 10 年間収入
五分位階級別年間間接税負担額と負担率（二人以上の世帯の内勤労者世帯）－2013
年（平成 25 年）－」並びに、「表 11 年間収入五分位階級別年間間接税負担額と負担
率（二人以上の世帯の内勤労者世帯）－2014年（平成 26年）－」参照）。
Ⅶ 社会保障給付及び社会保障費

社会保障については、機能不全から社会保険料への包摂を見て取ることができる。

統計の如何にかかわりなく、公的年金給付には再分配効果はありえない。高所得世帯

の方が公的年金の受取額も多いからである。低所得層では、国民年金についても満額

の給付を受けていない。

 一方で、社会保険料については、健康保険料率及び厚生年金保険料率が徐々に引き

上げられているのが、皮肉にも、近年の再分配係数の上昇として表れている。2000年
（平成 12年）には介護保険も導入され、介護保険料率がこれまた僅かではあるが、徐々
に上昇している27。

中堅サラリーマンの社会保険料負担が年々増加していることにより、個人給与所得

税の減税のない年分に再分配係数が上昇するに似た傾向が、社会保障にも生じている

（「表 12社会保障の再分配係数」参照）。
Ⅷ 総合負担について

以上、分析したところを要約すれば、戦後 70年のスパンで見れば、やはり、厳然と
した所得の格差の拡大傾向があるとうことである。高度成長期には、勤労者について、

一定の平等化が認められたが、それもつかの間、80年代以降、再び格差は拡大してい
る。申告所得者については、高度成長期の平準化すら見ることができない。

 それに対して税制や社会保障の再分配機能は極めて限定的に推移した。多国籍企業

26 財務省総合政策研究所編『財政金融統計月報 租税特集』各年版より筆者試算。
27 2007年（平成 19年）には、協会けんぽ（政府管掌健康保険）の標準報酬の上限が上が
っている（現在の上限は 50等級、139万円）。
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は大儲けしているにもかかわらず、税負担率は近年大いに極端に低下している。各国

が、「有害な」国家間の税の競争に参入し、各国が領土主義課税に移行しているのも大

きい原因である。申告所得者については、1980年代から現在まで、総じて、再分配機
能の低下傾向が続いている。

 一方で、低所得層の収入は伸び悩み、20％の人々が貧困ライン（平均収入の 2分の
1 以下）以下の生活を余儀なくされている。それにもかかわらず、消費税の増税や社
会保険料の増額により、底辺の人々の負担は年々重くなっている。

勤労者世帯について、1980年（昭和 55年）から 2014年（平成 26年）にかけての
租税負担率、並びに租税と社会保障費を合わせた公的負担率を所得階級別に計測した

結果、租税については、低分位の上昇度合いが高分位の上昇度合いを上回っているこ

とが分かった（「表 13 収入五分位階級別勤労者世帯の税負担率の推移」参照）。多国
籍企業や富裕層への税の軽減の一方で、中堅所得層については、並々ならぬ公的負担

の増加に直面している。多国籍企業や富裕者層に対する税の軽減を税収面でカバーし

ているのは、中堅サラリーマンであり、また、低所得層ほど重い間接消費税であった。

社会保険料が高分位で増えている影響で、第Ⅱ分位から、第五分位にかけて、住民

税、固定資産税、社会保料を加味した公的負担率全体では、一定の累進的負担構造を

見てとることが分かる。Ｕ字型の負担構造を一部で見せるが、全体で見れば平準的な

負担構造を示している。2014年（平成 26年）の公的負担率は、第Ⅰ分位 20％、第Ⅴ
分位 26％である（「表 14収入五分位階級別勤労者世帯の税・社会保障費負担率の推移」
参照）。年次推移を見れば、公的負担率が各階層で平準的な負担構造を維持したまま、

上方へ移動している。低所得で逆進的、中堅層で比例的負担構造を有する社会保険料

は、すべての所得階層の公的負担の負担構造を比例的なものにしている。

以上、消費税の税率を８％と見たところでの税や社会保険料の負担構造のシミュレ

ーションである。最後に、消費税の税率が 10％になれば、より比例的な負担構造とな
ることは言うまでもないことを最後に付け加えておこう。

Ⅸ 今後の税制のあり方

 ではどうすればよいかということである。

①個人課税については、基本理念（ベンチマーク）として、生涯に渡る課税の公平を

確保することである。サイモンズが述べているように、生涯で同じ価値を得た人は同

額の負担をなすべきである。分類所得税的な税制から総合課税の税制とすることであ

る。分離課税は必要悪とみるのであれば、税率は少なくとも 35％以上としなければな
らない。

②本実証分析の結果からは、中堅所得層の充実よりも、底辺の底上げが急務である。

応能負担の観点から、低所得層に減税の恩恵を与えるものでなければならない。

③多国籍企業には応分の負担を求めることである。近年、大法人の税負担率は著しく

減っている。その要因である外国子会社配当等益金不算入制度を廃止し、とりあえず、

間接外国税額控除に戻すことである。外国子会社合算税制では、タックスヘイブンの

利用を根本的になくすことはできない。移転価格税制があること自体がまずもってよ

ろしくない。将来的には、これらを通さないところで、全世界所得を算定して、その

全世界所得に対する各国法人の寄与分を算定したところで、各国に割り当てられる課
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税所得を計算すべきである。自社取引しか例がないようなところで、独立企業間価格

といっても茶番である。とはいえそのような全世界所得課税に移行することは非現実

だとすれば、とりあえず行わなければならないことは、今以上に、外国子会社合算課

税の抜け穴を封じることである。

④Ｒ.マーフィーも主張しているように、自動的情報交換協定においては、タックスヘ
イブン法域に真実の所有者を明らかにするように求めること。

⑤所得に対して逆進的負担構造を有する固定資産税に軽度の累進税率を適用すること。

⑥遺産取得税的な相続税に遺産税の要素を加味すること。これは上記①の現実的代替

案である。

⑦経済の安定的成長の観点から、消費税を 5％に戻すこと。
⑧社会保険料の企業負担の増加。低所得層への減免措置を行うこと。

⑨個人番号制度の運用については、税務に限定すること。

などが考えられる。

 以上、独断を交えて、申し上げましたが、皆様のご意見を頂ければと思います。



17 



18 



19 



20 



21 



22 



23 



24 

表 2 宅地資産と貯蓄資産の分布のジニ係数の推移（二人以上の世帯）

年分 宅地資産 貯蓄現在高 

1989 年（平成元年） 0.657 0.545 

2009 年（平成 21 年） 0.580 0.553 

（資料出所）総務庁統計局編『平成元年全国消費実態調査報告 第 8 巻資料編 その 3 家計資産（1）』（日本統計協会、1991）117,172,173 頁。 

        総務庁統計局編『平成 21 年全国消費実態調査報告 第 8 巻 家計資産編』日本統計協会、2012）152,153,154、160,161、162 頁。 
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