
Jサプライサイド減税再考

Ⅰ はじめに

我が国経済が直面する不況に対 し､需要

サイ ドを重視するケインズ的な財政金融政

策が､財政赤字拡大 ･ゼロ金利への金利低

下によりいわば限界に達 しつつあるとの認

識の下､サプライサイドの経済政策が必要

とする論者が増えつつある｡そうした論者

の言うサプライサイ ドの経済政策とは何か

は明確ではないが､何人かの論者は､米国

経済の現在の好況は､レーガノミックスに

基づ くサプライサイ ド減税によるものであ

るとして､我が国においてもサプライサイ

ド減税が必要であるとの見解を示 している｡

例えば､経済戦略会議答申は､｢大幅な所

得 ･法人減税等を柱 とするレーガノミック

ス｣をひとつの背景として､｢米国経済は90

年央には見事な蘇生を成 し遂げた｡｣(I)との

見方を示 して､我が国経済再生の具体的政

策のひとつとして､よりフラットな直接税

の体系の構築等のための税制導入を提言 し

ている｡

しかしながら､サプライサイ ド減税が現

在の米国経済の好調をもたらしているとい

う見方は､事実と経済理論に照らして問題

が多い｡現在の米国の好況は､クリントン

政権の下で成 し遂げられたものだが､サプ

ライサイド減税を支持する論者の指摘 と正

反対に､クリントン政権下での税制改革の

柱は､実際には所得税の累進課税強化等を
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中心とした増税による財政再建であった｡

また､米国のサプライサイ ド減税の効果に

ついては､膨大な実証研究が進められてい

るが､例えば､かつてサプライサイ ド経済

学の立場に立った論文も執筆 したslemrod

(1992)は､1992年の論文の中で､1980年代

の2度の税制改革が期待されたほど大きな

経済への影響 を与えなかったことか ら､

｢1992年には､限界税率の引下げにより労働

供給､貯蓄及び投資が急拡大するサプライ

サイ ド経済学の主張が正 しくないことが明

らかになっている｣と指摘 している｡単純

に､米国における個人所得税の最高税率と

生産性の伸びの関係を見てみても､次頁の

図 1のように､個人所得税の最高税率が高

い時代の方が生産性の伸びが高いという関

係になっている｡サプライサイド減税の効

果については､米国においては､共和党と

民主党の間の一大論点であり､その後も論

争が続いているが､最近では､税率引下げ

と租税回避の関係に論争の焦点が移 りつつ

あるのが､現実である｡

今後の税制改革の在 り方については､広

く国民の間での議論が行われていくことが

必要であるが､その前提として､正 しい事

実と経済理論の理解が不可欠であることは

言うまでもないことである｡本稿において

は､特に高額所得者への所得課税､キャピ

タル ･ゲイン課税及び相続税を中心に､米

国の税制改革とそれを巡る経済学的議論を

紹介することとする｡
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図1 米国における所得税の最高限界税率と
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,eS(1996))Ⅱ サプライサイ ド経済学と

1980年代以降の米国税制改革1 過

激なサプライサイダーと1981年の大

幅減税サプライサイ ド経済学とは､

1970年代の米国における生産性の成長の

停滞を背景に生まれてきた､経済活動にお

ける課税のインセンティブ効果を重視する

考え方である｡ただし､サプライサイ ド経済

学に基づ く議論を行 ういわゆるサプライサ

イダーには､2種類のサプライサイダーが

存在 しており､この2つを区別することがきわめて重

要である｡本来のサプライサイダーとは､ハーバー

ド大学のFeldsteinを中心とするアカデミック

なサプライサイダーである(2)0 1970年代以降､Feldsteinと彼の教え

を受けたハーバー ド大学出身者､さらに､

Boskinらは､104 国際税制研究 _Yo3 税制が経済にどのような影

響を与えているかにつき､精力的に経済理

論に基づ く研究を進め､その実証結果に基

づ き減税等の政策提言を行ってきた｡ しか

しながら､アカデミックなサプライサイダ

ーの議論は､限界税率の引下げが経済全体

の効率性向上に資するものであることを強調する

ものではあったが､税率引下げが税収増につながる

といった極端な主張を行 うものではなかっ

た｡これに対 し､Lafferらを中心と

する過激なサプライサイダーは､科学的な知見

に基づくことなく､｢個人所得税率の引下げが

税収増 につながる｡｣ とい ういわゆるLa

fferCurveに基づ く個人所得税の大幅減税を提

唱した｡過激なサプライサイダーの多 くは

､Krugman(1994)に従えば

､学術雑誌に論文を書 く ｢大学教授｣では

なく､ジャーナリス ト等の ｢政策プロモータ

ー｣であ り､その過激な主張は､学界で受け

入れられるものではなかった｡また､政界

においても､過激なサプライサイダーの考

え方を､当時､レーガン元大統領 と共和党内の大統領候補の指

名を争っていたブッシュ前大統領が､voodooeconomi

cs(呪術の経済学)と名づけて批判するなど

､当初は懐疑的な見方をする者も少なくな

かった｡しかしながら､1981年の大統領

選挙において､過激なサプライサイダーの

考え方を支持するレーガン政権が成立 し､

1981年経済再建租税法により､大幅減税が実施

されることとなった｡具体的には､個人所

得税の最高税率が､70%から500/

.に引き下げられ､フラット化が図られた

｡また､法人課税においては､加速度償却

制度の導入､投資税額控除の拡大等の減税

が行われ､投資の種類によっては､実質的に



ることとなった｡(KingandFullerton(1984))

さらに､議会での審議過程において､様々

な税制上の優遇措置が加えられた｡(その混

乱ぶ りについては､例 えば､stockman

(1986)参照)しかしながら､過激なサプラ

イサイダーの期待と異なり､税率引下げに

より税収は減少 し､その結果､米国の財政

赤字は急増することとなった｡この財政赤

字の急増は､意図せぬケインジアン政策と

なり､サプライサイ ドではなく､デマンド

サイ ドを通 じて､米国景気の回復を促 した

が､同時に､高金利を通 じた ドル高を招き､

米国からの輸出品の国際競争力を低下させ､

米国の貿易赤字も急増することとなった(3)｡

2 1986年の税制改革

議会において､新たな税制改革案が議論

される中､1984年､レーガン大統領は財務

省に抜本的な税制改革に関する研究を求め

た｡同年11月には､財務省より税制改革案

に関する報告書が提出され､その後､レー

ガン第2期政権の下､財務省の第2案の策

定､議会での議論等を経て､1986年に､米

国税制の抜本的な改革が行われることとな

った｡1986年の税制改革の目標は､1984年

の財務省報告の題名に象徴 されるように､

公平､簡素及び経済成長であり､そのため､

歳入全体は維持 しつつ､税率の引下げと課

税ベースの拡大を行うことが基本とされた｡

具体的には､個人所得税の税率が11-

50%までの14段階とされていたのが､15%

及び28%の2段階にフラット化され､同時

に課税最低限も引き下げられた｡また､法

人税についても､基本税率が46%から34%

に引き下げられることとなった｡こうした

税率引下げの背景にあるのは､アカデミッ

クなサプライサイダーの主張する ｢高い税

率が経済活動を歪めている｡｣という考え方

であったが､しかし､1981年経済再建租税

法と異なり､税率引下げがそのまま税収増

につながるとの考え方はとらず､同時に歳

入中立を保つため､課税ベースの拡大によ

る増収措置が講じられた｡

具体的には､個人所得税については､支

払利子控除等の諸控除が縮減され､特に長

期 (6カ月)以上のキャピタル ･ゲインに

ついては､それまで60%を所得控除可能で

あったが､これを廃止 した｡この結果､長

期のキャピタル ･ゲインに係る最高実効税

率は､20% (改革前の最高税率50%×

(100%-60%))から28%に引き上げられ

ることとなった｡

また､法人税については､投資税額控除

が廃止され､また､加速度償却制度も縮減

合理化された｡さらに､自らが資金提供以

外の面で関与 していない不動産投資やベン

チャー ･キャピタル-の投資から生ずる損

失 (passive)oss)につき､他の所得から控

除することを認めないこととするなど､特

定業種-の優遇措置やタックス ･シェルタ

ーに利用される税制上の措置を廃止 ･縮減

することとした｡このような法人税の各種

の優遇税制廃止の背後には､伝統的な公平

な課税の実現という側面に加え､各種の優

遇措置が資源の有効な配分を妨げ､経済全

体の効率性を低下させており､むしろ､そ

うした優遇措置を廃止し､｢競争条件の公平

確保 (levelplayingfield)｣を図ることが経

済全体の効率性向上のために望ましいとす

るAuerbachらの指摘があった｡この結果､

投資に対する実効税率は､法人税率の引下

げを勘案 しても､優遇措置の廃止により平

均 的 に は増 加 した と考 え られ て お り

(FuIlerton(1994))､また､法人の税負担も

平均的には増加することとなった｡

Fullerton(1994)は､｢サプライサイ ド｣､

｢財政赤字｣及び ｢競争条件の公平確保

(levelplayingfield)｣の3つのキーワードを
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使って､1980年代の租税政策を論じている｡

3つのキーワー ドの観点から見れば､1986

年税制改革は､1981年経済再建租税法と異

なり､税率引下げで ｢サプライサイ ド｣の

効率性向上に配慮するのみならず､｢競争条

件の公平確保 (levelplayingfield)｣にも配

慮した税制改革であり､このため､広 く世

界の他の諸国からも､税制改革のお手本と

して評価 されることとなった｡(pechman

(1988))しかしながら､歳入中立を基本と

した税制改革であるため､1986年の税制改

革は､当時､米国経済の抱える最大の問題

であった財政赤字の解決には､貢献するこ

とがなかった｡米国経済は､1983年以降､

好況を続けたものの､巨額の財政赤字を抱

えたままの経済を持続することは困難と市

場からみなされ､1987年10月には､株価が

急落する｡(ブラック ･マンデー) FRBの金

融緩和により株価暴落の影響を最′｣､隈にと

どめ､1990年央まで､米国経済は景気拡大

を維持 したが､その頃には､金融機関の破

綻が始まり､ブッシュ政権の下､米国経済

は不況に突入することとなる｡

3 1980年代の所得格差の拡大と

クリントン政権の登場

1980年代に実現 したサプライサイ ド減税

は､1980年代の米国経済にどのような影響

を与えただろうか｡1980年代は､カーター

政権末期の不況から始まったため､短期的

な景気循環に着目した場合には､対象とす

る期間により､サプライサイ ド減税の経済

成長-の影響につき異なった結論が導き出

されうる｡(Krugman(1994)) しかし､短

期的な景気循環でなく､サプライサイド減

税が本来目指 していた生産性の向上に着目

すると､1980年代の生産性は､1970年代を

下回る低い伸びしか示 していない｡すなわ

ち､データからは､｢1980年代のサプライサ
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イ ド減税により､米国経済の生産性が向上

した｣と主張するのは困難と考えられる｡

他方､1980年代の米国経済においては､

所得及び富の格差が大きく拡大 した｡従来､

共和党は､高額所得者を優遇 した税制改革

は経済成長をもたらすものであり､低所得

者層にも経済成長の果実が行き渡ると説明

してきたが､民主党は､こうした考え方を

トリクルダウン理論 (低所得者層が高額所

得者のおこぼれに預かるといったイメージ)

であると批判 してきた｡1980年代の実際の

所得 ･資産保有の格差に関するデータは､

経済成長の果実の多 くが最富裕層に向かっ

たとの見方を裏付けるものとなった｡例え

ば､wolff(1995)は､1983年から1989年の

間に､ トップ1%の家計の所得が全家計の

所得に占めるシェアは､12.84%から16.47%

に増加 したとし､さらに､資産保有につい

ては､ トップ 1%が 占め るシェアが､

3375%から38.95%に増加 していると指摘

している｡1980年代の経済成長の果実の多

くを富者が得ており､格差が拡大 したとの

認識は､国民一般に広がることとなり､レ

ーガノミックスへの批判を引き起こすこと

となった｡ (当時ベス トセラーとなった

phillips(1990)は､当時の認識をよく示 し

ている｡)そして､1993年には､湾岸戦争直

後には勝利確実と見られていたブッシュ大

統領に代わり､高額所得者への課税強化を

掲げた民主党のクリントン大統領が登場す

ることとなるのである｡

4 累進課税強化と法人課税強化による

財政再建と米国経済の再生

ブッシュ政権下においても､財政再建の

ための努力はなされ､1990年には､財政赤

字解消のため､政府と議会による超党派の

予算サミットが開かれた｡その結果､増収

措置として､個人所得税の最高税率を28%



から31%に引き上げることが､1990年包括

調整法に盛 り込まれることになった｡(ただ

し､長期キャピタル ･ゲインに係る最高税

率は､28%に据え置かれた) こうして､

1980年代の個人所得税のフラット化への流

れは､1990年代に入 り､逆転することとな

る｡

クリントン政権は､景気回復のため､ケ

インジアン的な景気刺激策やサプライサイ

ダー的な減税策はとらず､むしろ財政再建

を重視 し､公約どおり､高額所得者へのさ

らなる課税強化､法人税課税強化 を含む

1993年包括財政調整法を成立させた｡この

法案により､新たに所得税の最高税率とし

て360/Oの税率を設定し､さらに一定の高額

所得者については付加税を適用 し､実質的

に税率を396%とした｡(なお､キャピタ

ル ･ゲインに係る最高税率は､28%に据え

置きのまま｡)また､法人税についても､最

高税率を34%から35%に引き上げることと

された｡同時に､投資促進 ･福祉促進の観

点から､勤労所得税額控除の拡充､試験研

究費税額控除の延長､低所得者住宅減税控

除の恒久化､小企業の投資支出の即時損金

算入限度額の引上げ等も盛 り込まれている｡

クリントン政権下で､米国経済は順調に

回復 し､財政赤字削減のための諸措置とあ

いまって､財政赤字は予想を上回るスピー

ドで縮′｣､した｡1997年には､共和党主導の

議会との合意の上､1997年財政収支均衡法

と1997年納税者負担軽減法が成立した｡後

者は､共和党の主張を踏まえ､長期キャピ

タル ･ゲイン課税の減税 (最高税率28%か

ら20%へ｡2001年以降取得の場合は､18%)

を含むが､同時に､教育関連減税等の措置

も含まれている｡

その後も､米国経済は好調に推移 し､財

政バランスは予想を上回る回復を見せ､つ

いに財政黒字を計上するに至 った｡現在

(1999年夏)､この財政黒字につき､共和党

を中心 とする議会は､これを原資 として､

一律 1%の個人所得税減税､キャピタル ･

ゲイン減税等を含む大型減税を実現 しよう

としているが､社会保障改革や政府債務削

減を優先するクリントン大統領は､これを

拒否するとみられている｡

最近の米国経済の好調については､ニュ

ー ･エコノミー論の主張とは異なり､生産

性の大幅な向上を伴っていないため､バブ

ルではないかとの見方もあり､現時点で評

価 を下すのは難 しいが､い くつかの点で

1980年代の経済成長と大きく異なっている

のは確かである｡1980年代のレーガノミッ

クスが高額所得者 ･企業の税負担軽減を柱

とするサプライサイ ド減税による経済成長

を志向しながら､実際には巨額の財政赤字

によるケインジアン的な景気刺激を通 じて

景気が拡大 したと見られるのに対 し､1990

年代のクリントノミックスは､高額所得

者 ･企業の税負担増等を柱 とする財政再建

を図 り､金利低下を促すこと等を通 じて景

気拡大を実現している｡(EconomicReportof

thePresident(1999))また､クリントン政権

は､1980年代の所得と富の不平等の拡大が､

1990年代にはスローダウンしたことも重視

している｡(EconomicReportofthePresident

(1997))

このように､1980年代からの米国の租

税 ･財政政策に関する事実関係を概観すれ

ば､現在のクリントン政権下での米国経済

の好調を､レーガノミックスに基づ くサプ

ライサイ ド減税によるものとする見方は､

無理があるといわざるをえない｡
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Ⅲ 個人所得税と労働供給

1 個人所得税と労働供給 :経済理論

サプライサイド減税を支持する論者の主

張のひとつは､｢高い個人所得税により､個

人の労働供給が阻害されている｡したがっ

て､個人所得税の引下げにより､労働供給

を増加させ､経済成長を促進することが必

要である｡｣というものであろう｡しかしな

がら､経済学の基礎的な教科書にも示され

るように､個人所得税の引下げは､必ず し

も労働供給の増加を意味しない｡まず､個

人所得税の引下げは､税引後の賃金を引き

上げ､労働と余暇の選択において､より労

働を魅力的にし､労働供給増加の方向に影

響を与える (｢代替効果｣)｡しかし､同時に､

個人所得税の引下げは､同時に個人の可処

分所得を増加させ､余暇が下級財でない限

り､より余暇を増やす､すなわち､労働供

給を減らす方向にも影響を与える (｢所得効

果｣)｡個人所得税引下げの労働供給への影

響は､代替効果と所得効果を結合 して決ま

るため､経済理論からは､アプリオリに､

個人所得税引下げにより労働供給が増える

かどうかは不明であり､その答えは､実際

の労働供給の弾力性に関する実証研究によ

るしかないこととなってくる｡

これに対 し､経済学者が高い個人所得税

率を問題にするのは､単純に労働供給の増

減のみに着目しているのではなく､個人所

得税の引き起こす歪みが個人の効用を低下

させるという意味で､効率性を損なうおそ

れがあるからである｡同一の税収で､社会

厚生を最大化する税制を検討する最適所得

課税の問題は､ノーベル賞を得たMirrleesの

先駆的研究以来､経済学者により精力的に

研究がなされている分野である｡理論的に

は､一定の前提の下､限界税率を自由に設
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走できる完全に非線形の税構造が考えられ

る場合には､最高所得に課せられる限界税

率はゼロになることが知られているものの､

実際の個人所得税の税構造は､数段階の所

得税構造を前提 とせざるを得ず､その場合

は､最適な税率構造は､労働者の労働供給

の弾力性､社会厚生関数の形状､税引前の

所得格差､必要な税収等の諸条件によって

変わりうることとなる｡

｢サプライサイド減税｣を論じる本稿にお

いては､議論の混乱を避けるため､以下､

現在 も研究が進められている最適課税論に

基づく最適な所得税率構造の問題ではなく､

｢サプライサイド減税｣を支持する論者が主

張する ｢個人所得税の引下げが労働供給を

増加させ､経済成長を促進する｡｣との主張

の是非の問題に限って論 じることとする｡

個人所得税の引下げが実際に労働供給を増

大させるかについては､所得税率の大幅な

引下げが行われた1980年代の米国の税制改

革とその影響の実証研究が貴重な示唆を与

えてくれる｡

2 個人所得税の引下げと労働供給

税引後賃金の変化が､労働供給にどのよ

うな影響を与えるかは､労働経済学 ･財政

学の重要なテーマとして､米国においても､

かねてより多くの実証研究が行われてきた｡

1980年代の税制改革に先行する実証研究の

多 くは､男性労働者の労働供給 (労働時間

あるいは労働市場-の参入)は､税引後賃

金の変化にサプライサイダーが主張するほ

ど大きく反応 しないとの結論を導いてきた｡

また､男性労働者の退職と女性労働者の労

働市場参入の選択については､税引後の賃

金の変化が若干の影響を与えるとの結果が

得られているが､経済全体の労働供給-の

影響という観点からは､影響は限定的であ

る｡(Heckman(1993)､ただし､重要な例外と

してHausman(1985)｡しかし､その批判とし



て､Triest(1990)及びMaCurdy(1992)参照｡)

ただし､こうした先行研究については､

対象となる税引後賃金の変化率が十分大き

くないため､労働供給の有意な変化が認め

られないのではないかとの批判もあったと

ころであり､個人所得税の大幅な引下げを

伴う1980年代の米国の税制改革は､労働供

給の弾力性の実証研究にとっては､非常に

重要なnaturalexperimentを提供するものと

考えられた｡(Feldstein(1995a･b))この

1986年の税制改革の労働供給への影響に関

する主な研究としては､EISSa(1995,1996)

が挙げられるが､同研究では､1986年の税

制改革では､最高税率が50%から28%に大

きく引き下げられたにもかかわらず､高額

所得の男性労働者に扶養されている女性労

働者については､労働供給の増加が認めら

れたものの､男性労働者については､有意

な反応は見 られないとの結論を得ている｡

高額所得の男性労働者に扶養されている女

性労働者の労働供給に占めるシェアは限定

的であることから､先行研究における ｢経

済全体の労働供給は､税引後賃金の変化に

ほとんど反応 しない｣との結論が確認され

ることとなった｡

3 高額所得者の課税所得

経済全体の労働供給の観点からのサプラ

イサイ ド減税の効果が疑問視 される中､

Feldstein(1995a･b)は､1980年代に､高

額所得者､特にスーパーリッチとも呼べる

階層の所得が大きく伸びていることを指摘

し､高額所得者へのサプライサイ ド減税の

効果は､例えば､高賃金の仕事を選択する

等の形でも現れうることから､労働供給の

側面に限定するのは適当でないとの反論を

行った｡1980年代に米国において所得格差

が拡大 した要因としては､経済のグローバ

ル化により末熟練の労働者の賃金が低下 し

たとの見方､情報化の進展により少数の有

能な人々がより広い市場を獲得できるよう

になったという一人勝ち社会 (winner-take-

allsociety)が成立したとの見方 (Frankand

cook (1995))等の有力な見方もあり､必

ずしも1980年代の税制改革が主要な要因で

あ るか は 明 らか で は な い｡ しか し､

FeenbergandPoterba(1993)は､課税所得

で見た場合､1980年代前半には､高額所得

者の所得のシェアの増大のスピー ドはそれ

ほど大きくないのに､1987年､1988年には､

急増 しており､この急増については､1986

年税制改革の影響と見るのが自然であるこ

とを指摘した｡

Feldstein(1995a･b)は､1981年税制改

革に伴う課税所得の変化を研究したLinsday

(1987)の研究を踏まえつつ､1986年税制改

革前後の高額所得者と平均的な所得者の課

税所得の変化率の差を､パネルデータを用

いて調べ､減税幅の大きかった高額所得者

の課税所得の変化率が大 きいことを示 し､

税率引下げに対 し､課税所得ベースでは､

大きな反応があったとの指摘を行っている｡

これに対 し､Slemrod(1995･1996)は､

税制改正に対するある年の課税所得の反応

には､①実際の労働供給等の変化等を伴う

実質的な反応の他､②租税回避のための反

応､及び(勤節税のため所得実現 ･税務申告

のタイミングを変えるタイミング上の反応

があると指摘 し､1986年の税率引下げによ

り､課税所得が急増 したのは､租税回避の

ための反応の一種であるincomeshifting(実

際の経済活動は同一なのに､その課税上の

所得区分を変える操作)によるものではな

いかと指摘 している｡すなわち､米国にお

いては､法人税の対象となるC法人の他に､

法人の所得を株主に帰属させ､株主の所得

課税の対象とすることが認められるS法人

という税法上の法人形態が存在 し､また､

パー トナーシップの形態を選択した場合も､
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パー トナーシップの所得は､持分に応 じ各

パー トナーの個人所得に帰属させ､各パー

トナーシップの所得課税の対象とすること

とされているが､Slemrod(199511996)は､

高額所得者は､税制改革によって法人税よ

り税率が低 くなった所得税の課税対象 とな

るよう､事業をC法人からS法人及びパー

トナーシップに移 し替えたのではないかと

指摘 している｡具体的には､1986年の税制

改革前は､所得税の最高税率が50%に対 し､

法人税率 (基本税率)は46%であったが､

税制改革後は､所得税の最高税率が28%に

対 し､法人税率 (基本税率)が34%となっ

ている｡その結果､所得税の最高税率が適

用される高額所得者にとっては､税制改革

前は､事業に係る所得を法人所得として課

税された方が税負担は低かったものが､税

制改革後には､個人所得 として課税された

方が､税負担が低 くなった｡このため､高

額所得者は､S法人やパー トナーシップに

事業形態を変更 したものと考えられるので

ある｡実際､課税所得の増加の内訳を見る

と､S法人やパー トナーシップの形態の所

得が急増 している｡この場合､個人所得の

形の課税所得は増えても､同額だけ法人所

得の形での課税所得が減少 していることと

なる｡結局､課税所得の増加は､単なる所

得の振替 (IncomeShifting)にすぎず､経済

活動が活発化 して所得が増えた (income

creation)のではないこととなる｡

また､最近の研究で､Goolsbee(1998)

は､高額所得者の所得の中には､ス トッ

ク ･オプション等が多く含まれることから､

高額所得者の所得は経済成長や需要の変動

により大きく変勤しやすく､Feldstein(1995

a･b)の行った高額所得者と平均的な所得

者の課税所得の変化率の差に着目する手法

にはバイアスが生 じることを指摘 した｡ま

た､1993年の税制改正前後のデータから､
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会社役員等が､税制改正に合わせてス トッ

ク ･オプションの行使のタイミングをずら

しているため､単純に税制改正前後の課税

所得を比較すると､課税所得の弾力性が過

大に推定されることを指摘 した｡

こうした指摘に対 し､Feldstein(1995C)

は､租税回避行動も明示的に含めたモデル

を構築 し､税率引下げにより租税回避行動

が抑制さjtることも､効率性向上につなが

るため､最適課税の観点からは､租税回避

行動が生 じたとしても､課税所得の弾力性

に着目するのが､理論的に正 しいとの反論

を行っている｡このように､税制改革前後

の課税所得の変化を根拠に､税率引下げを

支持する論者も､税率引下げにより経済活

動が活発化 し､経済成長が促されるという

単純なサプライサイ ド的な考え方から､租

税回避行動が減少することによる経済厚生

の向上を重視する考え方に､議論の重心を

移 しつつある｡

Ⅳ キャピタル ･ゲイン課税と

リスク ･ティキンク

1 米国のキャピタル ･ゲイン課税の変遷

我が国経済について､米国等に比較 して､

ベンチャー ･キャピタルへの投資が少ない

など､前向きのリスク ･ティキングが不足

しているとの指摘がなされている｡そして､

論者の中には,米国において､リスク ･テ

ィキングが積極的に行われている要因とし

て､税制､特にキャピタル ･ゲイン課税を

挙げ､我が国においても､こうしたキャピ

タル ･ゲイン減税が必要とする者も少なく

ない｡例 えば､ 日本銀行の竹内 ･武田

(1998)は､米国経済回復につき､｢税制改

革のうち特にキャピタル ･ゲイン税率の引

下げは､起業家 ･資本家に企業の設立とい



うリスク ･テイクに対する潜在的な報酬

(リターン)が高まることを認識させ､-こ

うした施策は､90年代に入ってサービス業

中心に数多 くの中小企業の創業に繋がった｣

との認識を示 している｡ しかしながら､実

際の米国のキャピタル ･ゲイン課税の変遷

に鑑みれば､こうした結論を得ることはで

きない｡

米国におけるキャピタル ･ゲイン課税に

ついては､1970年代後半に､カーター政権

が､キャピタル ･ゲイン課税強化を狙い､

長期キャピタル ･ゲイン所得の所得控除の

縮小を提案 したが､議会で覆され､逆に所

得控除の拡大が決議され､軽減されること

となった｡さらに､1981年経済再建租税法

において､個人所得税の最高税率が引き下

げられたことから､長期キャピタル ･ゲイ

ン所得に課される最高税率も､実質､28%

から20%に引き下げられることとなった｡

こうした背景には､当時､米国のインフレ

率が高かったため､実質的に利益がない場

合も名目的に評価利益が発生 し､キャピタ

ル ･ゲイン課税が行われるため､実質で見

た税負担がきわめて高 くなっていたという

事実がある｡

しかしながら､1986年税制改革において

は､個人所得税の税率引下げに伴う課税ベ

ースの拡大の一環 として､長期キャピタ

ル ･ゲイン課税の所得控除が廃止され､実

効税率は､20%から28%に引き上げられる

こととなった｡その後､ブッシュ政権は､

キャピタル ･ゲイン課税の軽減を提案 した

が､高額所得者に相対的に恩恵を与えるキ

ャピタル ･ゲイン課税の軽減は､広 く支持

を得ることはなく､その後､1997年に至る

まで､続 くクリントン政権の下でも､キャ

ピタル ･ゲイン課税の最高税率は､28%の

ままであった｡1997年になって､伝統的に

キャピタル ･ゲイン減税を主張する共和党

が支配する議会との交渉を受けて､第2期

クリントン政権下で､1997年納税者負担軽

減法により､18カ月超保有した長期キャピ

タル ･ゲインの最高税率が､28%から20%

(2001年後に取得 し､5年以上保有した場合

は､18%)に引き下げられることとなった｡

(ただし､1993年の税制改正の際､特定中小

企業の発行株式への投資か らのキャピタ

ル ･ゲイン (5年超保有)につき､50%の

所得控除が認め られている｡ しか し､竹

内 ･武田 (1998)の強調するヘルス関連､

エンジニアリング､会計､コンサルティン

グ等のサービス業種は､特定中小企業の対

象業種から除外されている｡)

この間､ベンチャー ･キャピタルの新規

投資額は､80年代前半に急増 したものの､

80年代後半から90年初めにかけて低迷 し､

その後､クリントン政権下において､着実

に増加 してきている｡(経済白書 (1999))

クリントン政権下では､1997年までキャピ

タル ･ゲインへの税率が維持されたまま､

ベンチャー .キャピタルの投資額が着実に

増加 してお り､ 日本銀行の竹内 ･武田

(1998)の主張する ｢キャピタル ･ゲイン税

率の引下げが-･､90年代に入ってサービス

業中心に数多 くの中小企業の創業に繋がっ

た｣ との見方は､米国のキャピタル ･ゲイ

ン課税の変遷に照らし合わせて､基本的に

無理がある｡

2 リスク ･ティキングと課税 :理論

そもそも､｢所得課税は､リスク ･ティキ

ングを阻害する｣との認識は､経済理論的

に必ず しも常に正 しくないことは､経済学

者 の 間 で は ､ 1940年 代 の Domerand

Musgrave(1944)の指摘以来､広 く知られ

ている｡すなわち投資家が､資産からの収

益 とリスクに着目して､リスキーな資産と

安全資産の間で資産選択をする場合､所得

税は税引後の収益の分散を小さくする形で､
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投資家の直面するリスクを軽減する｡別の

言葉で言えば､政府はリスキーな資産-の

投資が成功すれば税収を得るが､失敗すれ

ば税収を失うという形で､投資家 とリスク

をシェアすることとなるわけである｡ した

がって､投資家の効用関数の形状にもよる

が､所得課税が､リスク ･ティキングを促

進す る可能性 は､十分 あることとなる｡

(AtkinsonandStiglitz (1980),Sandomo

(1985),Myles(1995)等の財政学の標準的

教科書を参考のこと)

ただし､実際の税制においては､キャピ

タル ･ロスが発生 した場合に､完全に他の

所得 との相殺 を行 うことを認めてお らず､

その場合､完全に相殺 を認めた場合に比較

して､リスク ･ティキングを阻害する方向

にバイアスがかかることとなる｡他方､キ

ャピタル ･ロスが､その発生時でな く､実

現時に相殺 されることから､キャピタル ･

ロスの完全相殺には､租税裁定に用いられ

る問題があ り (stiglitz(1983),Conatanides

(1983),ただし､poterba(1987))､各国の税

制においても､キャピタル ･ロスの相殺に

ついては､一定の歯止めが設けられている｡

いずれにせ よ､実際の所得課税が リス

ク ･ティキングを促進するのか､阻害する

かは､政府 とのリスク ･シェアリングの影

響､不完全なキャピタル ･ロスの影響等を

総合的に勘案 して判断する必要がある｡ し

たがって､こうした点を考慮せず､単純に

｢キャピタル ･ゲイン減税は､リスク ･ティ

キングを促す｣ と主張することはできない

ことに留意する必要がある｡

3 ベンチャー企業とキャピタル ･ゲイン

課税

米国におけるベ ンチャー ･キャピタル-

の資金供給 とキャピタル ･ゲイン課税の関

係について研究 した論文 としては､poterba

(1989)が代表的である｡｢1980年代前半に
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ベンチャー ･キャピタルが急増 した要因は､

1978年及び1981年のキャピタル ･ゲイン減

税にある｣ との主張に対 し､poterba(1989)

は､1980年代前半のベンチャー ･キャピタ

ルへの資金供給拡大は､個人所得税の対象

とならない年金基金 ･保険会社等の機関投

資家等の投資拡大によることを明らかにし､

疑問を投げかけた(4)O実際､venturecapital

Journalのデータによれば､1978年には､ベ

ンチャー ･キャピタル ･ファン ドの資金源

の32%は､個人投資家によるものであった

が､1988年には､そのシェアは､8%に低

下 している｡(図2参照)

図2 米国におけるベンチャー･キャピタル･ファン
ドの資金源の変化

ベンチャー･キャピタル ファンドの☆金源､1978年
(絶類2位1,600万ドルの新規ファンドについて)

保険会社 36%



1978年には､15%のシェアを占めている

にすぎない年金基金が､1988年には46%を

占め､資金源の第一位を占めるようになっ

ている｡この背景には､1979年のERIS

A法のブルーデン トマン ･ルールの緩和､

1980年の同法のセーフハーバー規則等によ

り､年金基金のベンチャー ･キャピタルへ

の出資が容易になったことがあげられてい

る｡次いで､外国人投資家 (14%)､寄付及

び財団 (12%)､事業会社 (11%)､保険会

社 (9%)の順に､大 きなシェアを占めて

いるが､これらは､年金基金 と同様に､個

人所得税の対象でない投資家である｡すな

わち､1980年代前半のベンチャー ･キャピ

タル-の資金供給拡大の主役は､個人所得

税の課税対象ではない年金基金等であ り､

したがって､ベンチャー ･キャピタルへの

資金供給拡大が､個人に対するキャピタ

ル ･ゲイン減税により引き起こされたもの

でないことは明らかである｡1990年代のベ

ンチャー-の投資の着実な増加においても､

個人による投資は限定的な役割 しか果たし

ておらず (図3参照)､個人所得税制以外に

投資増加の要因を求めるべきであろう(5)｡

図3 米国における (独立系)ベンチャー･キャ
ピタルへの資金源の変遷
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Ce(1996))なお､1980年

代前半のベンチャー ･キャピタルの急増に

､バブル的要素があったことも否定できない｡1970年代以前に設立さ れたベン

チャー ･キャピタルの非常な好調な業績は

､多 くの投資家の興味を引き､ベンチャー ･

キャピタル ･ブームを引き起こした｡当時

のファンド設立の目論見書は､20%を超

す高利回りを掲げ､熱狂的な投資家が殺到

した｡こうした投機熱は､ベンチャー ･キ

ャピタルのみならず､当時､ ミルケン率い

るジャンクボンド市場等にも見られたものである｡

しか しながら､例外的なケースを除き､実

際の投資収益率は低 く､投資家の間に失望感が広まる

中､1987年10月のブラック ･マンデ

ーが起き､ベンチャー ･キャピタルも､

1980年代末から1990年代初頭には

､低迷の時代を迎えたのである｡我が国に

おいても､バブル期においては､高橋治別

等の一群の実業家が､一種の起業家として

､時代の寵児となり､金融機関より巨額の

融資を受けたが､バブル崩壊により融資

返済が困難 となり､不良債権問題につながっていった｡こ

うしたバブルとキャピタル ･ゲイン課税の

関係 については､Kunieda(19

89a)が､キャピタル ･ゲイン課税の軽

減が､キャピタル ･ゲインの形でし

か収益を生まない投機的バブルを他の投資

に比べて優遇することを通 じ､投機的バブ

ルを促す可能性を指摘 している｡他方､ベンチャー企業へ

の資金供給サイドでなく､起業家への税制

の影響については､poterba(

1989)は､労働者は会社を辞め､起業

家 として自ら企業を起こす際に､会社勤務

で得 られる賃金と起業により見込まれる収

益 との比較を行うが､起業による収益が株

式公開等によりキャピタル ･ゲインの形で

実現されることが多いことを踏まえれば､

賃金に係る所得税の実効税率がキャピタル

･ゲインに係る所得税の実効税率よりも高い場

合､起業が促進される可能性を指摘 した｡ただし､現在､米国



の形で報酬が支払われるケースが増えてお

り､その場合は､実効税率の格差は､起業

の促進にはつながらない｡

これに対 し､Cordon(1998)は､ス トッ

クオプションを活用 した場合でも､当該企

業に法人税が課されることに着目し､所得

税の最高税率が法人税率よりも高い場合､

法人形態での起業-のインセンティブが働

くことを指摘 した｡ こうした観点か ら､

Cordon(1997)は､戦後の米国税制におい

ては､所得税の最高税率が法人税率に比較

して高かったため､起業へのインセンティ

ブが働いていたが､その後の税制改革によ

り､所得税の最高税率が引き下げられ､法

人税率との格差がなくなってしまったため､

起業へのインセンティブが失われた可能性

を示唆している｡

ただし､こうした起業家-の課税の影響

については､理論的可能性にとどまってお

り､実証研究により確認されていないこと

に留意する必要がある(6)0

いずれにせよ､poterba(1989)は､キャ

ピタル ･ゲイン課税の対象となるキャピタ

ル ･ゲインのうち､ベンチャー企業に関連

するキャピタル ･ゲインは､非常に小 さい

割合を占めるにすぎず､ベンチャー企業育

成の方策として､キャピタル ･ゲイン課税

全般の軽減を行うことは､非効率な政策で

あることを指摘 し､ベンチャー企業への支

援が仮に必要だとしても､ベンチャーに対

象を絞った措置にすべきと主張 した｡こう

した対象を絞った措置としては､ベンチャ

ー企業-の投資により被った損失の他の所

得との相殺を認めるいわゆるエンジェル税

制が考えられ､我が国においても､既に平

成 7年に株式譲渡益との相殺を弾力的に認

める措置が講じられている｡ただし､こう

したキャピタル ･ロスの相殺については､

前節で指摘 したように､租税裁定のための
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悪用のおそれがあり､一定の歯止めが必要

となる｡さらに､株式譲渡益以外の所得 と

の相殺については､米国の場合には､納税

者番号制度の存在を前提に､株式譲渡益全

体が他の所得と合算 して総合課税の対象と

なるのに対 し､我が国においては､株式譲

渡益-の課税は､他の所得と別に申告分離

課税の対象となっており､そもそも前提と

なる所得税制が異なることを考慮すれば､

慎重に考えざるを得ないであろう｡

いずれにせよ､米国のベンチャー ･キャ

ピタルに関するデータを見れば､量的に言

えば､個人所得税の対象ではない機関投資

家が､ベンチャー ･キャピタル隆盛の主役

であり､個人所得税の対象となる個人投資

家の役割は､限定的なものにすぎないこと

は明らかであり､我がBlと米国の個人所得

税制の違いが､両国でのベンチャー企業の

活動状況の違いをもたらしているとの主張

は､事実に照らして､問題がある｡

米国の事例からは､むしろ､年金基金等

の機関投資家からの投資の重要性が指摘さ

れるべきであろう｡従来機関投資家による

ベンチャー投資については､ベンチャー企

業の立場に立って､ただ､投資拡大を求め

る主張が多 く､時には誤解に基づ く規制緩

和要求もなされてきた｡例えば､ベンチャ

ー企業の株式が年金基金を含むオープン ･

ファンド型のファンドの資産運用の対象と

なるためには､適切な時価の算定が可能で

ある必要があるのに､ベンチャー企業側に

おいて､そのための措置を検討することな

く､ただ､年金運用規制がベンチャー企業

への投資を阻害 しているとの主張を繰 り返

すといったこともあった｡他人の資金を扱

う機関投資家にとって､その経営内容がブ

ラック ･ボックスである企業に投資を行う

ことは困難であ り､投資実現のためには､

十分なディスクロージャーのみならず､時



には投資家による経営関与も必要になって

くる｡我が国のベンチャー企業が､機関投

資家にとって､どうしたら魅力的な投資先

となれるのかという観点からの政策を検討

することが求められている｡

Ⅴ 相続税減税を巡る議論

最近では､我が 国において､サプライサ

イド減税の一環として､相続税についても

事業承継促進の観点から引き下げるべきと

の議論がなされている｡

他の税 と異なり､米国においては､相続

秩 (米国の場合は遺産税)に関する理論的

分析は､ほとんど行われておらず､あまり

米E]の例は､参考にならないのが実際であ

る｡これは､米国においては､信託制度を

悪用した遺産税逃れが幅広 く行われており､

遺産税が払いたい人だけが払うvoluntarytax

とも榔旅される存在となっているからであ

る.(Cooper(1979))税収的にも､Bernheim

(1987)は､遺産税逃れのための行動により､

個人所得税 も減収となっており､その減収

分は､遺産税自体の税収と見合うほどの規

模になっていると指摘 している｡もちろん､

資産格差是正の観点から､遺産税の重要性

を訴える論者 もいる (AaronandMunnel

(1992))が､米国においては､富裕層によ

る道産税逃れが広 く蔓延 しており､公平な

執行が困難となってきており､こうした状

況を背景に､1997年納税者負担軽減法にお

いては､遺産税 ･贈与税の統合基礎控除額

の段階的引上げが行われることとなったと

ころである｡米国の状況は､悪用可能な信

託制度の存在という要因によるもので､同

様の制度が存在せず､また､不動産による

相続が多 く､富裕層の相続財産の把握がそ

れなりに可能な我が国とは､その前提が大

きく異なっており､米国の事例は､あまり

参考にならないであろう｡

相続税の経済の効率性への影響について

は､上述のように研究が少ないが､Kunieda

(1989b)が最適課税論に基づいた最適相続

税の研究を行っている｡租税法学者の間で

は､相続税を所得税の補完税と捉える向き

も少ないが､最適課税論に基づいた分析に

おいては､相続税を所得税の補完税と位置

付けることは根拠がなく､独自の税 目とし

て､その在 り方を位置付ける必要がある｡

相続財産は､遺産を受け取る相続人にとっ

ては､いわばwindfallに当たるものであり､

その観点からは､相続税率はなるべ く高 く

することが､相続をする子の世代間の ｢機

会の平等｣に資するのみならず､経済効率

性に資することになる｡他方､相続税は､

道産を送る側の親世代の行動にも影響する

から､道産行動への影響 も考慮する必要が

ある｡どうして遺産を残すのかという遺産

動機は､財政政策の中立命題を巡る研究の

中で､多 くの経済学者の注目を集め､いく

つかの道産動機が指摘されている｡親が自

らの老後の生活のために用意 していた貯蓄

が､親の突然の死により道産となる ｢意図

せざる道産｣の場合は､相続税はできるだ

け高いことが望ましい｡親が子供に介護等

で面倒を見てもらうことを目的に遺産を用

意 している場合 (戦略的遺産動機)､一定の

遺産相続は正当化されるが､富裕層の子の

世代のみ高額の遺産を受け取ることは､公

平の観点のみならず効率性の観点からも正

当化は難 しい｡最後に､子供の幸福のため

に遺産を残すという利他的な遺産動機の場

合は､相続税は､親の世代の貯蓄に負のイ

ンセンティブを与えることとなる｡この場

合も時間を通じて一定の相続税率を考える

場合は､短期的にはできるだけ高い相続税

が望ましく､他方､長期的には低い相続税
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が望ましいこととなり､両者の関係から最

適な相続税率が定まることとなる｡インセ

ンティブの観点から相続税引下げを主張す

る論者もいるが､効率の観点からの相続税

の分析からも､単純に低い相続税が望まし

いとは言えないのである｡

また､相続による事業承継自体も経済の

効率性から考えると､必ず しも望ましいも

のではない｡日本やアジア諸国の経済危横

において､我が国を始めとするアジア諸国

における企業経営において､コーポレー

ト･ガバナンスが不徹底であり､効率性よ

り同族を重視するクローニー ･キャピタリ

ズムに問題があるとの指摘がなされている｡

そのような観点からは､市場に選択された

最も有能な経営者が企業経営に当たること

が望ましく､子への愛情を有する親による

後継者の選択は､そうした結果を保証 しな

い.(筆者は､相続に基づ くコーポレー ト･

ガバナンスを､｢『親ばか』コーポレー ト･

ガバ ナ ンス｣ と呼 んでいる｡)Morck,

strangelandandYeung (1998)のカナダ経済

に関する最近の研究は､相続でその地位を

得た凡庸な2世経営者が企業経営を行う弊

害を示唆 している｡また､韓国政府は､つ

い最近､相続税の引上げを行い､クローニ

ー ･キャピタリズムの弊害打破を明確にし

たところである｡｢サプライサイド減税｣を

支持する論者の多 くは､市場原理とコーポ

レー ト･ガバナンスの徹底を重視するが､

なぜ事業後継者の選択については､市場原

理より親の選択を尊重するのか､筆者には

理解しがたいところである｡

また､ベンチャー ･キャピタル育成のた

めに､相続税軽減を主張する者もいる｡ し

かしながら､市場は限られていることを考

えれば､親からの事業承継による企業が有

利な条件で存続することは､そうした裏付

けを持たぬ起業家による新たな参入をより
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困難にする｡理論的には､起業家が起業す

るか否かの選択を行う際､｢遠い将来､自分

が死亡 した後に遺産を残せないなら､儲か

ってもしょうがないから､起業を止めよう｣

と判断するという仮説 も可能ではあるが､

しかし､例えば､学生ベンチャーを考えた

時に､彼らが数十年後に自分が死亡 した後

のことまで検討 して結論を出すとは､筆者

には考えにくい｡数十年後まで心配するよ

うな性格の学生は､そもそも起業など考え

ず､安定志向の進路を選ぶのではないだろ

うか(71｡

さらに､仮に ｢中小企業｣の事業承継が

要請されるとしても､そのために､相続税

の最高税率引下げを含む税率構造の改革が

必要かについても､議論の余地がある｡｢中

小企業｣の負担軽減だけが目的であれば､

税率の刻み (ブランケット)を上方に移動

すれば対応可能であり､最高税率を引き下

げ､中小企業の事業承継とは呼べないスー

パーリッチの相続に伴う負担を引き下げる

必然性は存在 しない｡いずれにせよ､相続

税の最高税率が課されるスーパーリッチは､

ごく限られた人々であり､彼らが､実際は

どのような人々なのかの分析を踏まえて議

論を行う必要がある｡

ただし､相続税の最高税率が高いことは､

所得税と同様に､スーパーリッチの相続税

の租税回避行動を誘発するおそれがある｡

スーパーリッチの租税回避行動については､

まずは､租税回避行動を防止するような執

行上の努力が求められるが､そうした努力

に限界がある場合には､他の資産税強化を

前提に､税率構造を公平 ･簡素な執行の観

点から見直すことも検討の余地があるもの

と考えられる｡



Ⅵ 我が国における政策論議への教訓

レーガノミックスの是非については､実

は､1990年代以前の1988年のブッシュ､デ

ュカキス両候補の間の大統領選挙において

も､既に争点となっていた｡共和党のブッ

シュ候補は､Feldstein等の経済顧問の主張

を受け､基本的にレーガノミックスを支持

しながらも､キャピタル ･ゲイン課税につ

いては､1986年税制改革による増税を問題

視 し､その軽減を主張 した｡他方､民主党

のデュカキス候補は､summers等の経済顧

問の主張を受け､キャピタル ･ゲイン課税

減税には反対 し､さらに､増税による財政

赤字削減を主張 した01988年の大統領選挙

は､ブッシュ候補の勝利に終わったものの､

その4年後には､同じくSummersを経済顧

問とした民主党クリントン候補が､1980年

代のレーガノミックスの失敗を批判 して勝

利を収め､公約 どお りクリン トン政権は､

累進課税の強化 と法人税の引上げにより､

財政再建を図った｡こうした経緯を踏まえ

れば､クリントン政権関係者 も､クリント

ン政権下の米国経済の再生を､自らが批判

したサプライサイ ド減税によるものとされ

ては､面食らってしまうだろう｡実際､本

年 度 の 大 統 領 経 済 諮 問 委 員 会 報 告

(EconomicReportofthePresident(1999))は､

1980年代の財政赤字による景気回復と1990

年代の財政黒字下での景気回復の違いを強

調 している｡

私事にわたるが､1980年代後半､サプラ

イサイ ド経済学のいわば聖地であるハーバ

ー ド大学において資本課税の研究を行って

いた筆者は､サプライサイ ド減税を巡る政

策論争の当事者達であるFeldstein,Summers,

Lindsayといった教授陣等 と､キャピタル ･

ゲイン課税減税の是非等に関し議論を行い､

その後 も､米国における税制改革を巡る議

論 を注視 してきた｡そのように､いわば､

サプライサイ ド経済学の盛衰を見つめてき

た立場からすると､昨今の我が国における

｢サプライサイド減税｣論議の盛 り上が りは､

｢真冬の幽霊｣といった感がしないでもない｡

1970年代までのケインジアン政策がもたら

したインフレーション､1980年代初めの過

激なサプライサイダーの考え方に基づ く大

幅減税のもたらした財政赤字と､経済政策

の失敗 に右往左往 して きた米国経済は､

1990年代に入 り､堅実な経済政策の下､久

しぶ りの繁栄を享受 している｡ もちろん､

米国においても､財政異字による減税の是

非など､共和党 ･民主党間の税制論議は続

いているが､現在の政策論議は､健全財政

を前提に､小 さな政府を選ぶかそれとも大

きな政府を選ぶかという責任ある議論 とな

っている(87｡

それでは､1980年代以降の米国の税制改

革を巡る研究から､我が国における政策諭

吉削こおいて本当に教訓となるのは､どうい

った点であろうか｡

1 1980年代のサプライサイド減税の教訓

米国における最近の実証研究においては､

個人所得税のフラット化による労働供給拡

大の効果は､一部を除き少ないとの結果が

得られている｡(Eissa(1995))したがって､

もし､我が国において､個人所得税のフラ

ット化を通 じる労働供給拡大により経済成

長が促進 されると主張する者は､米国と異

なり､我が国においては､労働供給の弾力

性が高いことを示 さなければならない｡も

ちろん､Feldsteln(1995C)が主張するよう

に､租税回避を避けるための税制の在 り方

としてのフラット化は十分議論に値するが､

その場合､我が国の場合には､納税者番号

制度導入を含めた所得把握体制全般 との関
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係で､議論を行う必要がある｡

また､米国においては､スーパーリッチ

の行動についての研究が始められつつある

のに対 し､我が国において､そうした蓄積

はまだ少ない｡課税対象者の少ない個人所

得税の最高税率の在 り方を議論する場合､

その対象となるスーパーリッチが実際にど

ういった人々かを把握することは､現実的

な政策論議を行う上で不可欠である｡最適

所得課税を論じる際の理論モデルにおいて

は､市場原理により最高の能力を有する者

が最高の賃金 ･報酬を得ていることが前提

とされているが､仮に､最高の賃金 .報酬

を得ている者の中に､制度的に生 じるレン

トにより高報酬を得ている者 (例えば､医

療報酬が政治的に高 く維持されている場合

の医師)､能力に基づく市場による選択では

なく親の選択により高額の報酬を得る職に

就いている者等が多い場合には､単純に限

界税率を引き下げることが効率的とはいえ

なくなる｡したがって､スーパーリッチの

実態を把握 した上で､最高税率の引下げに

伴うメリット､デメリットを議論 していく

ことが重要である｡

なお､付言すれば､個人所得税のフラッ

ト化につき､多 くの誤まった議論も見られ

るところであり(9)､こうした誤った議論を排

しつつ､冷静な政策論議を行 うことが肝要

である｡

また､ベンチャー育成と個人所得税の関

係についても､理論的には､キャピタル ･

ゲイン課税が個人によるベンチャー投資に

何 らかの影響 を与 える可能性 はあるが､

1980年代の米国の例を見ても､ベンチャー

投資の拡大は､非課税の年金基金等の機関

投資家による投資に支えられており､個人

投資家の役割は限られたものとなると思わ

れる｡その意味で､ベンチャー育成政策と

して､個人所得税制上の措置に過度の期待
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を持つことは､米国の経験に照らし合わせ

て,ミスリーディングであり､ベンチャー

企業の情報開示の徹底など､機関投資家が

投資 しやすい環境を作っていくことが重要

であろう｡

また､アカデミックなサプライサイダー

が､特定業種-の優遇税制が資源の有効な

配分を妨げ､経済全体の効率性を低下させ

ており､むしろ､そうした優遇措置を廃止

し､｢競争条件の公平確保 (levelplaying

field)｣が経済全体の効率性向上のために望

ましいとしてきたことは､我が国の税制改

革においても重要な教訓である｡米国の

1981年経済再建租税法の制定過程で､各種

利益団体の求める様々な優遇措置が､｢サプ

ライサイ ド減税｣の名の下で盛 り込まれて

しまい (その混乱 した政治プロセスは､

stockman(1986)に詳しい)､同法は､(管

への贈 り物をぶら下げた)｢クリスマス ･ツ

リー｣とも批判されることとなった｡こう

した優遇措置は､アカデミックなサプライ

サイダーの批判を浴び､1986年税制改革に

おいては､こうした優遇措置の多 くは､廃

止されることとなった｡現在の ｢サプライ

サイド減税｣に関する論議の中でも､｢サプ

ライサイ ド減税｣の名の下に､様々な税制

上の優遇措置が提案されているが､個別優

遇措置については､これを排する ｢サプラ

イサイ ド増税｣こそが､アカデミックなサ

プライサイダーの教えであることに留意す

べきであろう｡

また､同様の趣旨で､アカデミックなサ

プライサイダーが一致 して批判 してきた米

国税制の問題点として､住宅関連の優遇税

制がある｡住宅ローンの借入控除を中心と

する米国の優遇税制が､米国の資源配分を

住宅建設の方向に歪めており､米国経済の

生産性を引き下げる重要な要因となってい

ることについては､多 くの経済学者のコン



センサスがある｡(厚生コス トの規模につい

ては､例えば､GaⅣari(1985))我が国にお

いては､今次不況に対応するため､米国の

住宅税制を参考に､住宅取得等特別控除が

拡充された｡最近の住宅投資の拡大からは､

こうした政策がケインジアン的な内需拡大

策として有効であったことが確認されるが､

しかし､中長期的なサプライサイ ドへの影

響に着目すれば､米国同様に､資源の最適

な配分を歪める税制として､景気回復後は､

その早期見直しが必要になるだろう｡

2 1990年代の米国経済の教訓

米国における1990年代初めの不況から現

在の好況-の再生を支えたクリントン政権

のマクロ経済政策は､1960-1970年代のケ

インジアン的な需要管理政策とも､1980年

代前半のサプライサイ ド政策とも異なるも

のであった｡不況にもかかわらず､政府は､

累進課税の強化及び法人税負担の増加によ

る財政再建を進め､金融当局であるFRB

も､財政拡大を求めることなく､グリーン

スパン議長が財政再建による金利低下こそ

が持続的経済成長につながるとの発言を繰

り返 した｡その結果､米国経済はきわめて

好調なパフォーマンスを見せ､所得格差の

不平等化のスピー ドが鈍るとともに､誰も

予想だにしなかった財政黒字が実現するに

至っている｡大統領経済諮問委員会報告が

指摘するように､過去の米国の景気回復が､

従来のケインジアン的な需要拡大政策に基

づく景気拡大は結局インフレを招き､また､

サプライサイド減税は財政赤字を累積させ

るなど､持続可能なものではなかったもの

であるのに対 し､今次の米国の景気回復は､

低インフレ ･財政黒字と共存する持続可能

なものであり､その点で､従来の景気回復

と異なっている｡また､1980年代と異なり､

所得格差の拡大を伴う経済成長ではないこ

とが､今次の景気回復の特徴であることも

指摘されている｡

現時点の我が国経済には､バブル崩壊に

伴う大不況の中にあり､ケインズ的な経済

政策が必要であろう (Kmgman(1999))が､

景気が回復 した後は､1990年代の米国経済

のマクロ経済政策を踏まえ､持続可能な経

済成長をもたらすような経済政策を推進 し

てい くことが求められている｡特に少子

化 ･高齢化の急速な進展の中､財政 ･年金

の持続可能性に大きな疑問が持たれる状況

になっており､問題を先送りすることなく､

米国のような強力な財政再建､年金改革を

進めていくことが喫緊の課題となる｡財政

再建の方策として､非効率な支出削減も重

要であるが､巨額の国債残高や高齢化に伴

う支出増を考慮すれば､多少の経済成長が

あったとしても､全体として税 ･保険料負

担は増加 していかざるを得ない｡我々が真

剣に考慮すべきは､負担の公平の確保のみ

ならず､今後､増大せざるを得ない負担を

どのような形で国民各層が負担 していくこ

とが､経済に与える歪みをできる限り小さ

くし､持続可能な経済成長を実現すること

になるかという難 しい問題である｡今､求

められているのは､そうした将来の税制 ･

年金制度の姿を踏まえた上での当面の税政

策の検討であり､｢高額所得者も中堅層も負

担を軽減 して､経済成長｣といった無責任

なvoodooeconomicsではないのである｡

その際､我が国の将来をにらんで､サプ

ライサイド重視の立場から本来重視される

べき問題のひとつは､実は少子化問題への

影響であろう｡KotllkoffandLeibfritz(1999)

は､我が国が国際的に見て将来世代への負

担の先送 りの程度が最も高い国であること

を指摘 しているが､同時に､その原因の大

半が､我が国の人口動態の変化にあること

を分析 している｡税制 ･年金制度が今後の
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我が国の出生率にどの程度の影響を与える

かは不確実であるが､一方で､経済的理由

から理想子供数より予定子供数が少なくな

っているというデータ (第11回出生動向基

本調査 (1997))を考慮すれば､こうした層

の経済負担を過度に重 くすることが出生率

のさらなる低下をもたらすとの懸念を軽視

することはできないであろう｡中堅層以下

の負担を相対的に重 くし､少数のスーパー

リッチを税制上優遇するというトリクルダ

ウン政策では､こうした今後懸念されるサ

プライサイ ド側の最大のボ トルネックの問

題は解決しないわけであり､資本側に限ら

ない総合的な観点からの政策論議が必要な

のである｡

また､法人税の分野では､グローバル化

の下､既に､単純な各国間の法人税引下げ

競争の時代は終わり､OECDやサミット

での議論に見られるように､各国間の国際

協調により ｢税の有害な競争｣を排除する

ことが求められる時代に移ってきている｡

我が国においては､他国の税制を所与 とし

て､国際競争力向上のための法人税率引下

げを主張する向き (例えば､島田+通産省

研究グループ (1998))が多いが､将来､人

口動態を背景に､全般的な税負担を他の先

進国に比較 して速いスピー ドで高めていか

ざるを得ない我が国にとって､先進国間の

法人税引下げ競争を激化させることは望ま

しいことではない｡これからの我が国にと

っては､｢小国の仮定｣を捨て､経済大国と

して､｢税の有害な競争｣排除のための国際

協調に主導的な役割を果たしていくことが､

世界の利益のみならず､我が国自体の利益

に資することになると考えられる｡

3 政策決定に関する米国経済政策の教

訓 :1981年のサプライサイ ド減税

最後に､米国の1981年の過激なサプライ
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サイダーの考え方に基づ くサプライサイ ド

減税は､税制改革の中身のみでなく､税制

改革のプロセスについても､貴重な教訓を

示唆してくれる｡

前述 したように､Krugman(1994)は､

エコノミス トを､頻繁に学術雑誌に論文を

寄稿する ｢大学教授｣ と､一般人を対象に

し､学者の間で確定されていないことを非

常に明快に説明し､また学者が簡単な答え

が見つかるかどうか疑わしいと考えるよう

な問題の答えをいともたやす く提供する

｢政策プロモーター｣に分類 し､特に不況時

には､｢高成長のマジックを呼び戻す方法を

知っている｣とうそぶ く ｢政策プロモータ

ー｣が､政治家にとって､きわめて役に立

つ存在になることを指摘 している｡そして､

1981年のサプライサイド減税を､理論的に

問題のある政策が､｢政策プロモーター｣主

導で実施された典型例として挙げている｡

また､Blinder(1987)は､実際は複雑で

簡単な答えが存在 しないような問題につい

ても､政治的に取 り上げられる提言は､し

ばしば､バッジやステッカーに載せること

が容易な過度に単純化されたスローガンに

なることを指摘 している｡確かに､｢税率引

下げの労働供給への影響は､価格効果と所

得効果があるため､理論上､増減どちらに

も働 きうるが､これまでの実証研究では､

労働供給の税引後賃金に関する弾力性が高

いとしたものは少ない｡｣という主張に比べ､

｢税率引下げでやる気を出すことで経済成

長｣ というスローガンの方が一般受けする

であろう｡

しかしながら､｢政策プロモーター｣の主

張に基づいた1981年のサプライサイド減税

は､巨額の財政赤字を生み､長い間､米国

経済の生産性の向上を阻害することとなっ

た｡1981年のサプライサイド減税の政策決

定過程は､国民は､｢政策プロモーター｣の



単純化されたスローガンではなく､それほ

ど明快でなくとも､｢大学教授｣の事実と経

済理論に裏づけされた政策提言に耳を傾け

る必要があるという重要な教訓を我々に教

えている｡

4 政策決定に関する米国経済政策の教

訓:競争力政策

現在､我が国においては､レーガン政権

下の ｢サプライサイド減税｣が注目を集め

ているが､金融システムの動揺を公的資金

投入で乗 り切 り､不況から脱出しつつある

我が国経済の状況は､むしろ､1990年代初

頭の米国経済の状況によく似ていると思わ

れる｡1980年代後半以降､米国の金融危機

は､S&Lから商業銀行に広が り､銀行破綻

が相次いだ｡こうした中､ブッシュ政権は､

公的資金投入を行うとともに､早期是正措

置を中心とした銀行監督を強化 したが､そ

うした過程で､銀行の貸出姿勢が厳 しくな

り､クレジット･クランチ (貸 し渋 り)が

発生 し､不況は一時的に深刻化 した｡企業

はリス トラを進め､次第に景気は回復に向

かったが､リス トラの影響もあり､｢ジョブ

レス ･リカバリー｣と呼ばれる失業率減少

を伴わないゆるやかな形で景気回復が進む

こととなった｡こうした中､新たに発足 し

たクリントン政権の経済政策は､最終的に

は､上述 したように､堅実なマクロ経済政

策に落ち着いていくのだが､実は発足当時

は､USTR･商務省といった通商 ･産業チー

ムが､戟略的貿易政策 ･競争力政策を打ち

出し､クリントン政権の主導権を握ってい

た｡彼 らの打ち出した戦略的貿易政策 ･競

争力政策の失敗は､我が国の現在の政策決

定過程にも貴重な示唆を与えてくれる｡

経済学においては､1980年代を通じ､収

穫逓減を前提とする新 しい貿易理論の研究

がKrugmanらを中心に積極的に進められ､

その中から､伝統的な自由貿易理論と異な

り､｢通商 ･産業分野への政府の介入が国民

の利益となりうる｣との考え方が生まれる

こととなった｡こうした考え方に基づ く貿

易 ･産業政策は､戦略的貿易政策と呼ばれ

たが､アカデミズムの場においては､限ら

れたケースにおいてのみ妥当するものとし

て､その限界も認識されていた｡(戦略的貿

易政策については､富浦 (1995)が包括的

な紹介を行っている)

問題は､この戟略的貿易政策の理論が単

純化され､限られたケースのみでなく､一

般的に妥当するものとして､幅広い分野で

の政府の介入を主張する論者が現れたこと

である｡当時の米国においては､日本経済

の脅威が未だ強 く意識され､米国の国際競

争力強化のために､我が国の通産省のよう

な産業政策を導入すべきとの声も産業界に

あっただけに､この過激な戟略的貿易論者

の主張は､政治的に広 く受け入れられるこ

ととなった｡そして､クリントン第 1期政

権においては､過激な戦略的貿易政策の支

持者であるタイソン女史が経済諮問委員長

の座につくとともに､USTRを中心に､日本

を始めとする貿易相手国に対 し､数量目標

の受入れ等を迫るといった過激な戦略的貿

易政策が推進されることとなった｡ しかし

ながら､数量目標等の要求は､日本を始め

とする交渉相手国に固く拒否され､むしろ

米国に対する国際的な批判 も高まるなど､

過激な戟略的貿易政策は､多 くの場合､実

効を挙げることなく終わり､その結果､ク

リン トン政権の経済政策の中心は､財務

省 ･FRBの主導する堅実なマクロ経済政

策にシフトしていくこととなったわけであ

る｡

こうした過程は､1980年代初めの過激な

サプライサイダーによる ｢サプライサイ ド

減税｣を巡る動きを坊沸させる｡Krugman
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(1994)が指摘するように､｢大学教授｣達

によるアカデ ミックな戟略的貿易理論の議

論が過度に単純化 され､｢政策プロモーター｣

達によって､政治家や産業界受けする過激

な戦略的貿易政策 として喧伝 されたが､そ

うした政策は､当然ながら実効性 を持たず､

レーガン政権 において過激なサプライサイ

ダーが放逐 されていったように､クリン ト

ン政権から過激な戟略的貿易論者 も姿 を消

すこととなった｡新 しい貿易論の創始者で

あるKrugmanは､過激な戟略的貿易論 を耐

え難いほどにひどい経済学であると厳 しく

批判 し､彼 らが重視する ｢産業の国際競争

力｣の概念についても､｢よく言えばつかみ

どころのない概念であ り､悪 く言 うと無意

味なもの｣ と退けた上､｢もし誰かが rアメ

リカが､今 日の世界経済で競争に勝つため

には高い生産性が必要である｣ というよう

なことを唱えようものなら､その人が誰で

あろうと､またいかにもっともらしく聞こ

えようとも､耳を貸 さないことである｣ と､

クリン トン第 1期政権の通商 ･産業チーム

に代表 される競争力政策論者に痛烈な批判

を浴びせている｡(Krugman(1994))(lq

時は経 ち､ 日米 は攻守所 を変 え､現在､

我が国においては､通商産業省の主導で

｢産業競争力会議｣が開催 され､産業競争力

強化のための方策が検討 されている｡ しか

も､そこでは､産業競争力強化のための政

策 として､米国の1980年代の過激なサプラ

イサイダーの主張 を踏 まえた ｢サプライサ

イ ド減税｣が重視 されている｡歴史は繰 り

返す-のだろうか ?

Ⅶ 最後にノ■

1980年代当初や1990年代当初の米国のよ

うに､不況が深刻化する中､人々は､｢政策
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プロモーター｣の主張するばら色のvoodoo

economicsの魅力に吸い寄せ られる｡(voodoo

economicsが人々の支持を得るメカニズムの

理論モデルについては､Kunieda(1988)参

照のこと)

しか し､事実 や経済理論 に基づか ない

voodooeconomicsは､多 くの場合､経済の混

迷をさらに長引かせる結果に終わった｡

我 々は､事実 と経済理論 を踏 まえれば､

1980年代以降の米国の経済政策に多 くを学

ぶことがで きる｡そ して､それは､ レーガ

ン第 1期政権の過激なサプライサイダーや

クリン トン第 1期政権の通商 ･産業チーム

といった ｢政策プロモーター｣達が もたら

した多 くの失敗 を正 しく理解することから

始まるのである｡

(1)本稿においては､レーガノミックスのうち､サ

プライサイド減税につき論じている｡レーガノ

ミックスのもうひとつの柱である規制緩和につ

いては､筆者は､米国経済の再生に大きく資し

たものとして評価しており､我が国においても､

一層の規制緩和が望ましいと考える｡

(2) Krugman(1994)は､過激なサプライサイダー

を ｢サプライサイダー｣で総称し､Fe)dstein等

はサプライサイダーではないとしているが､

Feldstein自身が自らをサプライサイダーと位置

付けた上で､過激なサプライサイダーを批判し

ていること (Feldstein(1986))を踏まえ､本稿

では､｢過激なサプライサイダー｣と ｢アカデミ

ックなサプライサイダー｣に二分することとす

る｡また､同株に､Krugman(1994)は､後述

する ｢過激な蛾略的貿易論者｣を ｢戟略的貿易

論者｣と総称し､自らは､｢政略的貿易論者｣で

はないとしているが､収穫逓増に基づく新しい

貿易理論を戟略的貿易の理論と呼ぶことも少な

くない (富浦 (1995))ことから､本稿では､

｢過激な戦略的貿易論者｣と ｢アカデミックな故

略的貿易論者｣に二分して論じることとする｡

(3) ドル高に関するもうひとつの見解は､ドル高は､

レーガノミックスにより回復した米国経済の強

さを反映したものであり､問題はないとする当

時のリーガン財務長官らの見方がある｡しかし､



その後､米国政策当局自体 も政策を転換 し､プ

ラザ合意に基づ く為替相場の調整が行われる｡

(4) 実は､日本銀行の竹内 ･武田論文 (1998)も､

poterba(1989)を参考文献に挙げている｡同論

文が､ベンチャー ･キャピタルへの資金供給へ

のキャピタル ･ゲイン課税の影響は重要でない

ことを指摘 したことで知 られるPoterba(1989)

論文から､どのように同論文の主張を導いたか

は不明である｡

(5) ただし､Burman(1999)は､poterbaの指摘を紹

介 しつつ､ベンチャー ･キャピタルの資金供給

の対象になっていない創業直後のベンチャー企

業に関 しては､家族等による資金供給が重要な

のではないかという指摘を行っている｡ もっと

も､家族による出資については､必ず しも利益

追求のためではなく､家族間の利他的動機によ

るものも少なくないと思われ､キャピタル ･ゲ

イン課税による利回 りの低下が､家族による出

資をどれだけ阻害するかは疑問なしとしない｡

(6) なお､Carol,HoltzIEakln,RiderandRosen(1998)

は､起業の判断ではなく､ベンチャー企業を含

む中′ト企業の投資に着 目し､個人所得税引下げ

が投資の拡大をもたらしたと指摘 している｡

(7) なお､叔近､成功 したベンチャー企業の経′呂●者

が相続税の引下げを要望 したと伝 えられるが､

成功 して既にスーパーリッチとなった経営者が､

子孫への財産の承継の観点から､相続税の引下

げを求めるのは当然であろう｡ しか し､起業振

興の観点から問題になるのは､これから起業を

考える者が､その判断の際に､相続税の存在を

どれだけ考慮に入れるかということである｡

(8) もっとも､前回の大統領選挙において､共和党

のDole候補は､過激なサプライサイダーの代表

格であるKemp識見を副大統領候補に指名 して

いる｡その意味では､米国政治において､過激

なサプライサイダーの影甘が′トさくなったとの

評価は､時期尚早にすぎるかも知れない｡

(9) 例えば､次のような談論がなされることがある｡

① ｢適用税率の数が多いことが問題であ り､税率

の数を減 らすことが税制の術素化につながる｣

との主張が行われる｡実際の所得税申告におい

て､課税所得がわかれば､税率が複数あろうと

も税額の計算は的単であ り､その意味で税制の

簡素化とは､単純に税率の数を減らすことでは

ない ことに留意す る必要がある｡ (Slemrod

(1996))

⑦ ｢高額所得者ではなく､中堅層の重税感をなく

すために､最高税率の引下げが必要だ｡｣ (例え

ば､島田+通産省研究グループ (1998))との議

論 も見られる｡中堅層の税負担を軽減するため

には､ブランケットを上方に移動すればよいの

であって､必ず しも最高税率を下げる必要はな

い｡相続税の例に見られるように､中堅層の負

担軽減を口実に､最高税率の引下げを求めるケ

ースは少なくないだけに留意する必要がある｡

(卦個人所得税の最高税率の国際比較 もよく最高税

率引下げの論拠 として使われる (例えば､島田

+通産省研究グループ (1998))｡経済理論にお

いては､所得税だけではなく､同額の名 目賃金

で購入できる財を実質的に減らすことになる消

勢税 も労働 と余暇の選択を歪めることが知 られ

てお り､したがって､所得税率のみならず消勢

税率 も勘案 した上で国際比較を行い､労働供給

の阻害の可能性を検討する必要があることに留

意すべきである｡

(10) 引用部分は､伊藤陸佐監訳 ･北村行仲+妹尾美

起訳の日本語訳第10輩補論より｡
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SupplySideTaxCutReconsidered

byShigekiKunieda

Recently,someproponentscallfor■■supplysidetaxcutHinJapan,quotingthecurrent

successoftheAmericaneconomyltbroughtbythesupplysidetaxcutundertheReagan

administrationin1980S.‖Thispaperreconsidersthehistoricalfactsandtheeconomic

effectsofthesupplysidetaxcutundertheReaganadministration.Thefactthatthe

progressivityoftheAmericanincometaxwasindeedincreasedin1990Sthrowsdoubton

theclaimthatthecurrenteconomicsuccessundertheClintonadministrationisbroughtby

theReagansupplytaxcut.Manyrecenteconometricstudiesconcludethattheeconomic

effectsofthesupplysidetaxcutin1980Swerelimitedonthelaborsupplyandtheventure

capitalfundinvestment,althoughtheoppositeviewsarestillpresented.Thus,sincethe

ideaofthe■■supplysidetaxcutllformorecompetitivenessinJapanisnotsupportedbythe

factsontheReagansupplysidetaxcut,weshouldbecautiousnottofollowthefailureof

theradicalsupply-sidersinearly1980S.
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