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Ⅰ. はじめに

2008年9月のリーマンブラザーズの破綻に続く金融危機は,欧米諸国の金融

システムに広範かつ深刻な影響をもたらした｡多くの金融機関が破綻し,関係

国は金融システムの信用維持のため,巨額の公的資金を投入し,景気悪化によ

る税収低下および景気刺激策とあいまって,財政赤字は急拡大した｡財政赤字

を解消するための財源として,当然ながら注目されたのが,今回の危機を招い

た金融機関であり,金融機関やその経営者に対する課税が財源確保のため,注

目されることとなった｡

また,金融危機の事後処理の観点だけではなく,今後の金融危機の再発を防

ぐための政策についても,各国においてさかんに議論が行われてきた｡金融規

制の強化等がその中心だが,税制の役割についても注目された｡まず,金融危

機を招いた様々な要寓の中で,既存の税制が果たした役割についての議論がな

され,さらに問題点を是正するための方策についても検討されている｡ その中

には,欧州で活発に議論がなされている金融取引税やIMFが提案した金融活

動税も含まれている｡政策当局だけではなく,多くの財政学者も金融危機と税

制の関係につ き研究を進めてお り,最近では論文集 (AIworthandArachi

[2012])も発刊されている｡

これに対し,リーマンショックの金融機関への直接的影響が相対的に小さ

かった我が国では金融危機後の税制の活用については関心が薄い｡社会保障と
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税の一体改革においても,金融危機との関連で,税制改革が議論されることは

なかった｡しかし,グローバル化の進んだ現在の金融システムにおいては,欧

米諸国での金融税制の議論が,我が国においても重大な影響を持ちうる｡その

意味で,欧米での金融危機後の税制を巡る議論を知ることはきわめて有意義で

ある｡

本研究では,欧米での金融危機後の税制を巡る議論を概観するとともに,そ

の日本の税制に対する含意を考察する｡

Ⅱ. 欧米での金融危機後の金融関連税制を巡る議論の進展

1. 背景

(1) 財源確保の観点

今回の金融危機は,欧米諸国の金融システムのみならず,財政にも大きな影

響を与えた｡まず多くの金融機関が破綻し,公的資金による救済が行われた｡

それだけではなく,金融危機が招いた景気悪化により,税収が大幅に低下し,

失業保険等の支出も増加したことから,財政赤字が拡大した｡これは,財政の

自動安定化装置 (built-instabilizer)の効果だが,今回の経済危機において

は,景気悪化の深刻さから,減税や政府支出の拡大といった積極的な財政政策

ち,多くの国で講じられた｡こうした財政政策の効果については議論のあると

ころであるが,財政赤字は大幅に増加し,いくつかの国では財政危機に直面す

ることになった｡

今回の危機のコス トにつき,IMFの報告書 [2010]は,G20中の先進国で

GDPの約2.8%の直接支援のコストがかかり,また,危機の中心地であった先

進国の平均でGDPの約25%の債務保証等の措置がなされたと推計している｡

これは,非常に巨額のコス トであり,金融危機のショックがとりあえず一段落

した欧州の主要国 (英仏独)においては,その財源確保が重要な政策課題と

なった｡
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その際,政治的に最も注目されたのが,金融危機を引き起こした金融機関や

その経営者に対する課税である｡各国において,国民の納税 した公的資金によ

る金融機関の救済は,国民の間に激しい反発を招き,また破綻した金融機関の

経営者が法外な高額報酬を得ていたことも火に油を注いだ｡従って,金融危機

のコストをまず金融機関やその経営者に負わせることは,他の財源確保措置を

国民に了承してもらうための前提条件であった｡そうした負担の一環として,

各種の金融機関課税,金融機関関係者等の高額報酬への課税強化,さらには金

融取引税導入等が検討されることとなった｡

(2) 金融危機の再発防止の観点

金融危機後の税制を巡る議論においては,金融危機のコス トの財源確保の観

点のみならず,今後の金融危機の再発防止のために税制が貢献できないかとの

観点からの議論も行われている｡

金融危機の再発の防止のための政策を考える上では,まず金融危機をもたら

した要因が何だったのかが問題となる｡金融危機後,金融危機をもたらした要

因についての議論がさかんに行われてきた｡その中で,よく指摘されるのが,

個々の金融機関による過度なリスク ･ティキングや金融システム全体としての

システミック･リスクの存在である｡ 特に,高いレバレッジがもたらす過度な

リスク ･ティキングが問題視された｡また,米国の不動産価格に代表される資

産価格バブルの発生とその崩壊が,金融危機の発生の引き金を引いたこともき

わめて重要である｡

こうした金融危機の原因を踏まえ,その再発防止のために,金融監督当局に

おいては,米国におけるポルカ一 ･ルールの採用のように,金融規制の見直し

が行われつつある｡ また,中央銀行の金融政策においては,これまでの物価水

準のみに着目した金融政策ではなく,資産バブルの拡大を防ぐ等,金融システ

ムの安定に配慮したマクロ ･プルーデンス政策の重要性が強調された0

ほとんどの論者は,税制が金融危機の主因だったとは考えていない (Keen,

KlemmandPerry[2010])が,しかし後に見るように,税制が過度なリス
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ク ･ティキングや資産バブルを助長した可能性が指摘されており,金融危機の

再発防止に資する税制改革の検討の必要性が認識されてきた｡

こうして,金融危機のコス トの財源確保および金融危機の再発防止の両方の

観点から,各国により税制改革が検討されてきた｡しかし,グローバリゼー

ション下の世界において.資本は瞬時に移動するため,一国のみでの税制改革

は,場合によっては資本や取引の海外への移転を招いてしまうおそれがあり,

各国における検討のみならず,国際的な場における検討も必要である｡次に,

そうした国際的な動きについて見ていくこととする｡

2. 国際的な動き

2008年9月のリーマンブラザーズ破綻の後,2009年には,早くも欧米で銀行

救済コス ト調達のための金融課税の議論が開始されている｡

(1) ピッツバーグ ･サミット

2009年9月のピッツバーグ ･サミットでは,首脳声明において,｢我々は.

IMFに対 して,金融セクターが銀行システム修復のための政府の介入に関係

するいかなる負担に対し公平かつ実質的な貢献をどのようになし得るかについ

ての各国がとってきた又はとることを検討している一連の選択肢に関し,我々

の次回会合のために,報告書を準備するよう指示する｡｣とされ,IMFが金融

課税の選択肢について専門的知見に基づいた報告書を作成することとされた｡

(2) lMFの報告書

2010年 6月には, IMFは,ピッツバーグ ･サミットで要請された報告書

("AFairandSubstantialContributionbytheFinancialSector")を提出し

た｡金融課税の選択肢として,主に金融安定負担金,金融活動税および金融取

引税を提示し,検討を行っている｡その概要は以下のとおりである｡
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(i)金融安定負担金 (FinancialStabilityContribution;FSC)

IMFは,将来の金融破綻に備え,破綻処理のための財源を確保 していくこ

とを提案している｡ 破綻コス トが予想以上に膨らむ場合には,必要に応じて事

後的に補充を行う｡ 金融安定負担金の収入は,基金を設立し,そこに積み立て

ておくことも考えられるし,または各国とも巨額の財政赤字を抱えている中,

一般会計に充当することも考えられる｡

金融安定負担金は,基本的にはバランスシー ト課税であり,金融機関がバラ

ンスシー トを拡大すると,支払わなければならない負担金の額が増える｡ 金融

システムの安定という趣旨に鑑みれば,全ての金融機関を対象とすることが望

ましい｡

バランスシー トへの課税には,金融機関が過度なリスク ･ティキングを行

い,過大な資産を保有することを抑制する効果が期待される｡そうした効果に

より,システミック ･リスクを減らしていくことが望まれる｡

(ii)金融活動税 (FinancialActivityTax;FAT)

金融活動税の課税ベースは,金融機関の利益と経営者 ･従業員への報酬の合

計額である｡ これは,理論上,金融機関の付加価値に課税することを意味す

る｡金融サービスについては,付加価値税 (VAT)がほとんどの国において

課税されていないが,そのことが歪みをもたらしている可能性がある｡金融活

動税は,金融サービスに対する付加価値税を代替する税となり,金融サービス

への付加価値税非課税のもたらす悪影響を減少させうる｡

(iii)金融取引税 (FinancialTransactionTax;FTT)

フランス, ドイツなどの国において,政治的に強く支持されているのが,金

融取引税である｡ トービン･タックスのように,金融取引自体に課税し,投機

的取引を抑制することが目的である｡IMFの報告書は,金融取引税について

は消極的な評価を行っている｡ 金融取引税が,システミック ･リスクを抑制す

るかを疑問視し.また金融機関の得ているレントに対する課税になっていない
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ことを指摘する｡また,一国で金融取引税を導入した場合,他国に取引が移転

したり,また同じ効果を持つ金融取引を金融取引税の対象にならない法形式で

実施したりするという租税回避が生じるおそれを指摘している｡

(3) トロント･サミット

2010年6月の トロント･サミットでは,宣言の一部として,次の点が合意さ

れた｡

｢金融セクターの責任

･我々は,金融システムの修復又は破綻処理の資金を提供するための政府の介

入が行われた場合には,開通するあらゆる負担に対し金融セクターが公平か

つ実質的な貢献をすべきことに合意した｡

･そのために,我々は,様々な政策手法があることを認識した｡金融機関への

賦課金を追求する国もあれば,異なった手法を追求する国もある｡様々な政

策手法は,以下の原則に従うことに合意した｡

･金融システムからのリスクを抑制する｡

･与信の流れを好況時及び不況時に保護する｡

･個々の国の状況及び選択肢を勘案する｡

･公平な競争条件の促進を助ける｡

･我々は,この分野におけるIMFの作業に感謝した｡｣

このように, トロント･サミットでは金融危機のコス トにつき,金融セク

ターが重要な貢献をすべきことについては合意が得られたが,その方法につい

ては,要件を述べるだけで,具体的な方向性は示されていない｡これは,特に

金融取引税の導入につき積極的なフランス, ドイツ等と消極的なイギリス,栄

国等の間で合意が難しかったからである｡
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(4) EUの金融取引税提案

(i)欧州委員会での検討

欧州においては,2010年10月に,欧州委員会が,金融取引税 (FTT)は,

世界レベルでの税収確保に最適であり,G20レベルでの導入の検討を支持する

とした｡ただし,EUのみでの導入は取引の海外流出を招きかねないとして,

慎重であった｡また,金融活動税については,EUレベルでの採用ではより可

能性があるとし,さらに検討すべきとの判断を示した｡

その後も,欧州委員会は各選択肢の影響の分析を続け,その結果をまとめた

インパクト･アセスメントにおいては,むしろ金融取引税の方が望ましいとの

結論に至 り,2011年9月に,金融取引税の指令案の公表を行った｡インパク

ト･アセスメントが,IMFと異なり,金融取引税の方が望ましいとしたのは,

①期待される税収が,金融取引税の方が金融活動税より大きいこと,②短期的

取引および過度にレバレッジのかかったデリバティブ取引がもたらす過度なリ

スク ･ティキングを抑制するには,金融取引税の方が効果的かもしれないこ

と,③特に高頻度取引 (HFT)のような自動売買を抑制するためには,金融

活動税は直接的な効果はないのに対し,金融取引税はそうした取引のコス トを

引き上げるため,有効であること 等があげられている｡ 他方,金融活動税の

利点と考えられる金融サービス-の付加価値税非課税の補完としての役割につ

いては,金融サービス-の付加価値税自体の改革により対応すべきとしてい

る｡

(ii)金融取引税の指令案の概要

欧州委員会の金融取引税の指令案の概要は以下のとおりである｡

(課税対象となる取引)

少なくとも一方の取引相手がEU域内で設立された金融機関である全ての金

融取引｡

租税回避の可能性を最小限とするため,課税対象の金融取引はできる限り広

くする｡株式 ･債券等の証券,短期金融商品,集団投資スキームの受益権,仕
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組み商品等の売買 (証券の貸借,レポも含む),各種デリバティブ等が含まれ

る｡

金融機関に負担を求めるとの観点から,発行市場の取引は含まれず,家計や

中小企業の相対取引も課税対象ではない｡

(金融機関の範囲)

投資サービス会社,取引所,銀行等の信用機関,保険 ･再保険会社,集団投

資スキームとその運用会社,年金基金.SPV等｡欧州中央銀行や加盟国の中

央銀行,欧州金融安定化基金,証券集中保管機関等は対象外｡

(課税価額とタイミング)

金融商品の取引の対価｡グループ内取引等の場合は市場価格｡デリバティブ

の場合は想定元本｡

金融取引が生じた時点で納税義務が発生し,その後にキャンセルしても,エ

ラーによるものでない限りは課税される｡ 電子取引の場合は即時に,その他の

場合は3営業日以内に税務当局に納税する必要がある｡

(税率)

デリバティブ以外の金融取引 (取引の一方につきそれぞれ)0.1%

デリバティブ (同)0.01%

これらの税率は.最低税率であり,加盟国の判断でこれより高い税率を設定

することが可能である｡

(税収の使途)

金融取引税の税収の一部または全部は,EU予算に充当される｡同税への市

場の反応と徴税の効率性にもよるが,年間570億ユーロの税収を想定している｡

(施行時期)

2014年 1月1日からの適用を提案している｡

(iii)金融取引税の影響についての見解

金融取引税の影響については,インパクト･アセスメントが先行研究の広範

なレビューを行った上,分析を行っている｡
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まず,金融取引税による取引移転 (relocation)については,インパクト･

アセスメントでは,先行研究では0.01%の税率増加は,株式取引を0.5-4%

減少させ,債券取引を28-85%減少させると推計されているが,税制の詳細や

市場構造により影響は変わりうるため,正確な推計は難しいとしている｡ その

上で,金融取引税の税収推計に当たっては,証券市場で10%の取引移転,デリ

バティブで70-90%の取引移転を想定している｡デリバティブの取引移転の想

定のうち,70%は先行研究を踏まえたもので,90%はスウェーデンにおいて証

券取引税がロンドン-の取引の大規模な移転をもたらした事例を参考にしたも

のである｡

マクロ経済-の影響については,インパクト･アセスメントは,ノイズ ･ト

レーダーの存在 も勘案 した 2期間 ･閉鎖経済の動学的確率的一般均衡

(DSGE)モデルを構築し,分析を行った｡このモデルでは,金融取引税は,

主に資本コス トを上昇させる経路でマクロ経済に影響を与える｡欧州委員会の

金融取引税の提案において,発行市場への課税は行わない等の形でマクロ経済

への悪影響を緩和する措置が講じられていることまで勘案した場合,同提案に

より長期的にGDPは0.53%低下すると推計された｡

他方,過度なリスク ･ティキングの抑制については,先行研究では株価のボ

ラティリティが金融取引税で縮小するかは確認できないが,高頻度取引や高レ

バレッジのデリバティブの抑制には効果的としている｡

(5) その後の動向

2011年 9月の欧州委員会の金融取引税の指令案の提案については,フラン

ス, ドイツといった国からは支持されたが,シティを抱え,金融部門に依存す

る割合の高いイギリスを中心に反対の立場を取る加盟国も存在し,容易に加盟

国の合意は得られなかった｡

一方,金融取引税は,金融危機が発生する以前より途上国-の開発援助等の

財源としても注目されてきた｡古くは1998年にフランスにおいて, トービン税

導入を求める市民団体 ATTACが設立され,その後,2000年代に入 り,ミレ
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ニアム開発目標実現の財源確保のための革新的資金創出メカニズムの一つとし

て金融取引税が論じられるなど,政治的にも関心が高かった｡最近では,2010

年にイギリスで慈善団体等を中心に,｢ロビンフツド税｣との呼び名で金融取

引税等の導入を求める運動が支持を集めてきた｡

2011年11月のカンヌでのG20サミットでは,ビル ･ゲイツが首脳陣を前にプ

レゼンテーションを行い,タバコ税 ･船舶燃料税と並び,金融取引税を開発援

助の財源として有力な選択肢だと訴えた (Gates[2011])｡ これを受け,G20

カンヌ ･サミット最終宣言では,次のような文言が含まれることとなった｡

｢我々は,開発のニーズに対応するために,徐々に新たな資金源を見出すこと

が必要となることに合意する｡ 我々は,先進的な市場コミットメント,海外移民

のための債券,船舶燃料-の税制,たばこ税,及び様々な金融税制の仕組みと

いった,ビル ･ゲイツ氏の強調した革新的な財源の一連の選択肢について議論

した｡我々の一部は,これらの選択肢の一部を実施済みであるか,もしくは検

討する用意がある｡我々は,我々の一部の国における,特に開発支援のための,

金融取引税を含め,様々な目的のために金融セクターに課税するイニシアティ

ブを認識する｡｣

しかしながら,欧州以外の国に金融取引税への支持は広がらず,現時点で,

世界レベルで金融取引税を導入する気運はなく.欧州内でもイギリス等の反対

は変わらず,欧州全体での金融取引税の導入も容易ではない状況である｡ この

ため,後述するフランスのように,欧州の一部の国による金融取引税の導入が

考えられている｡

3. 各国での動き

国際機関やEUでの検討とは別に,欧米主要国は金融危機後に各自に税制改

革を行っている｡

(1) イギリス

ノーザンロック銀行が破綻するなど,金融システムに大きな打撃を受け,巨
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額の公的資金の投入を余儀なくされたイギリスでは,財源確保のため,金融セ

クターへの課税がなされた｡まず,金融機関経営者の非常に高額な報酬が批判

されていたことを踏まえ,2009年12月から2010年4月まで,銀行ボーナス課税

(BankPayrollTax)が導入された｡これは,25,000ポンドを超えるボーナス

に50%の課税を行うというものであった｡

2011年 1月からは,銀行税 (BankLevy) が導入された1)｡これは,課税

ベースは,銀行のバランスシー トだが,自己資本規制のTierlに当たる株主資

本と預金保険の対象の預金等の一部の負債は除外される｡税率は短期負債に対

しては0.075% (2012年 1月からは0.078%),長期負債および株式については,

その半分の税率である｡ 銀行税の税収 (25億ポンドの税収を想定)は一般財源

に充当される｡ 銀行税は,IMF報告書の分類では,金融安定負担金に該当す

るバランスシー ト課税であり,金融システムを不安定化させかねない短期負債

での資金調達に対し重めの課税がなされている｡

なお,イギリスは過去から一種の金融取引税 と言える印紙税を課税してい

る｡欧州委員会の提案する金融取引税を導入した場合,この印紙税は廃止せざ

るをえず,印紙税収を失うにもかかわらず,金融取引税収 (の一部)がEUの

財源とされてしまうことも,イギリスが欧州委員会の提案に強硬に反対する理

由の一つである｡

(2) ドイツ

ドイツも不動産金融大手のヒポ ･リアルエステー トが破綻するなど,金融シ

ステムに打撃を受けた｡今後の金融システムの動揺に備えるため,2011年よ

り. ドイツは金融安定負担金に該当する銀行拠出金 (銀行税)を導入した｡課

税ベースは,対象負債 (総負債から顧客への債務,株主資本,利益参加型社債

および一般的な銀行経営危機に備えた準備金を控除した額)と対象デリバティ

ブ (バランスシー ト上の全てのデリバティブ)である｡税率は,対象負債につ

いては超過累進税率で最高税率は1,000億ユーロ超に対する0.04%,対象デリ

バティブについては想定元本に対し0.00015%である｡ その収入は銀行再編基
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金に拠出される2)｡同基金の目標規模は,700億ユーロとされる｡他方,銀行

ボーナスについてもその抑制策が検討されたが,課税ではなく,報酬規制で対

応することとされている｡

(3) フランス

フランスも金融危機により金融システムが大きな打撃を受け,公的資金投入

も行われ,国民から金融セクターに対する批判が高まった｡まず,2010年に

は,金融機関の高額報酬に対する批判を受け,2万7,500ユーロ以上の賞与に

50%の税率で課税がなされる銀行ボーナス課税が実施された｡ただし,これは

一回限りの課税で,恒久的な措置ではない｡

また,2011年 1月に,銀行税も導入された｡これもバランスシー トに課税す

る点で,やはり一種の金融安定負担金と考えられるが,課税ベースは,規制上

の最低資本とされ,Tierl資本等を課税対象としないイギリスや ドイツとは対

照的である｡税率は0.25%で,税収 (2011年には5億ユーロ,2012年以降は8

億ユーロを想定)は一般財源に充当されるとしている｡

上記のように,フランスは欧州レベルでの金融取引税導入の推進派である

が,欧州レベルでの導入が難航する中,2012年 1月にサルコジ政権はフランス

単独の金融取引税の導入の方針を公表した3)｡課税ベースは,時価総額10億

ユーロ以上の上場株式の取引で,発行市場,マーケット･メーカー,清算機関

等は対象ではない｡対象となる金融商品も,債券や転換社債は対象ではないな

ど,欧州委員会の提案と比較するとかなり限定的である｡施行時期は2012年8

月で,サルコジ政権下では税率は0.1%とされていた｡

さらに,高塀度取引 (HFT)には,税率0.01%の取引税が課される｡ また,

EU加盟国の国債のクレジット･デフォルト･スワップ (CDS)の取得 (ただ

し,保有国債のヘッジの場合は除く)に対し,税率0.01% (課税ベースは想定

元本)の課税がなされる｡ これらの措置は,意図的に高頻度取引およびEU加

盟国のCDSの空売りの抑制を図ろうとするものである｡

2012年5月に成立したオランド社会党政権も,金融取引税導入を公約として
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おり,8月に導入される金融取引税の税率を0.1%から0.2%に引き上げるとと

もに,銀行税についても税率の0.5%への恒久的な引上げを行うなど,サルコ

ジ前政権以上のさらなる金融課税の強化を進めている｡

(4) 米国

リーマンショックの発端の地である米国では,投資銀行,商業銀行,生命保

険会社,不動産金融会社等の各種の金融機関の破綻が相次ぎ,金融システムは

大きく動揺した｡2008年10月の緊急経済安定化法に基づき,不良資産救済プロ

グラム (TARP)が実施され,巨額の公的資金が投入された｡

2010年 6月 に,TARPの コス ト回収 を目的 として,金融危機責任料

(FinancialCrisisResponsibilityFee)が提案された｡金融危機責任料の課税

ベースは,｢資産-Tierl資本一預金保険対象預金｣であり,税率は0,15%で

ある｡ 巨額のTARPのコス トに対応して,金融危機責任科は,最低10年間は

継続されるとされた｡だが,共和党の反対もあり,本稿の執筆時点 (2012年7

月)では,未だ実現に至っていない｡

Ⅲ. 理論的検討

1. 過大なレバレッジ (一般企業 ･金融機関)の是正

金融危機の原因の一つとして,金融機関や企業の過大なレバレッジ (負債に

よる資本調達)が指摘される｡過大なレバレッジの企業は,経済ショックによ

り債務超過に陥りやすく,財務的に脆弱と言える｡ しかし,過大なレバレッジ

の弊害はそれだけではない｡有限責任制の株式会社においては,企業が巨額の

損失を被っても,株主が負うのは株主資本に対応する部分までである｡それを

超えてしまえば,債務者が容易に損失を被ることとなり,株主は追加負担を求

められることはない｡ここで,成功すればハイリターンが見込めるが,失敗す

れば巨額の損失を被るリスクの高いプロジェクトを考えると,失敗時の損失が
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株主資本の範囲内に収まる場合は,株主が損失を全て引き受けることになる

が,レバレッジが過大で,株主資本の厚みに欠ける場合は.損失が株主資本額

を超え,債務者が一部損失を負担することになる｡この場合,株主の利益に忠

実な経営者は,債務者が負う損失は無視するため,ハイリターンを求め,過度

にリスクの高いプロジェクトを選択する｡特に自らの報酬にス トック･オプ

ションが含まれる場合は,経営者自身の利益も絡み,その傾向はさらに強くな

る｡その結果,レバレッジの高い企業では,過大なリスクを取るモラルハザー

ドが生ずるおそれがある｡

税制上,金融機関や企業の過大なレバレッジを促進する要因として考えられ

てきたのが,法人税制において,株式と負債の税制上の取り扱いが異なること

である｡ 法人税がなければ,モジリアーニ ･ミラーの命題が指摘するように,

効率的な資本市場においては,株式による資本調達と負債による資本調達の間

に優劣はなく,資本構成は重要な問題ではなくなる｡しかし,法人税の存在す

る下,株式からの収益については,税引き前利益に法人税が課された上で,配

当または内部留保とされる一方,負債に対する利子は,費用として税引き前利

益から控除されるため,法人税が課されない｡このため,負債には節税効果が

あることになる｡代表的な資本構成の理論の一つである資本構成のトレードオ

フ理論においては,企業は負債による節税効果によるベネフィットと負債増加

により財務上の困難に陥る可能性が高くなることに伴うコストの トレードオフ

を勘案して,最適な資本構成を選択するとされる｡ 負債の節税効果の規模は,

(限界)法人税率によるため,理論的には法人税率が高い場合には,負債比率

が高くなることになる｡

実際に,法人税率が高い場合に,企業の負債比率が高くなるかについては,

一国の企業が同一の法人税率に直面している場合が多いため,実証研究で確認

するには困難が伴う｡ しかし,損失の繰延べ ･繰戻しの存在まで考慮すれば,

企業が直面する有効な限界税率は,その後の企業利益の動向により,各企業で

異なりうる｡Graham[1996]は,米国における各企業 (非金融)の今後の利

益動向を推計した後,それを用いて各企業の有効な限界税率を推計した｡その
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上で,負債比率の変化と限界税率の関係を分析し,限界税率が高い場合,負債

による資本調達が増加することを見出した｡我が国についても,Kunieda,

TakahataandYada[2011]が,Graham [1996]の手法を用いて,日本企業

について,限界税率が高い場合に負債による資本調達が増加することを見出し

た｡

これらの実証研究は,非金融企業のレバレッジに関する研究であったが,金

融危機 との関係では,金融機関のレバ レッジと税制の関係が重要である｡

KeenanddeMooij[2012]は,82カ国の14,000以上の商業銀行のパネルデー

タを用いて,法人税率のレバレッジへの影響を分析しているが,法人税率の変

化により,商業銀行も一般企業と同程度にレバレッジが変化することを示し

た｡また,金融機関の負債においては,劣後債のように,負債ではあるが,金

融監督上の規制では,株主資本に準ずる扱いを得ているものがあるが,それら

については税制の影響は少ないとしている｡他方,サンプルの5%の大銀行に

限って分析を行うと,法人税率のレバレッジへの影響は限定的と指摘 してい

る｡

税制のレバレッジへの影響を重視すれば, 法人税における負債と株式の取

り扱いを同一として過大なレバレッジを抑制することが考えられる｡ これに

は,2つの方法が考えられる｡

1つは,負債利子の控除をやめ,負債利子にも法人税を課すことである｡こ

の場合,課税ベースが広がることから,一定の法人税収を前提とすれば,法人

税率の引下げが可能になる｡この方式のモデルケースとされるのが,米国財務

省により提案されたComprehensiveBusinessIncomeTax(CBIT)である｡

他方,株式関係の収益も法人課税の対象から外すことで,負債利子との税制

上の取 り扱いをバランスさせようとの考え方もある｡この場合,正常利益は法

人段階では課税されなくなり,法人税の対象となるのは,超過利益だけという

ことになる. 課税ベースが縮小するので,法人税収一定の場合には法人税率引

上げの必要がある｡具体的な提案としては,ミー ド報告以来,支持者も多い

キャッシュフロー課税や株主資本にみなし正常収益率を乗 じた額を控除する
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AllowanceforCorporateEquity(ACE)がある｡

2つの方法のどちらが望ましいかは,法人税の議論のみでは決められない｡

正常利益への課税が必要とするか否かによるからである｡正常利益への課税が

望ましい場合には,CBITが望ましい税制となるが,正常利益への課税が望ま

しくない場合には,キャッシュフロー課税やACEが望ましいことになる｡し

かし,正常利益への課税の是非は,専門家の間でも意見が分かれる｡Mirrlees

Reviewの報告書作成のための各分野に関する展望ペーパーにおいて,Banks

andDiamond[2010]は.正常利益への課税の必要性を強調したが,Mirrlees

Review本体では,BanksandDiamond[2010]の意見に従わず,ミー ド報告

以来の正常利益への課税は行わない税制を支持 した｡このため,Mirrlees

Reviewにおいては,法人税制としてACEが支持されている｡ もっとも,将

来的な税制の姿はともかく,現状の多くの先進国の税制は,正常利益への課税

を行っており,そうした現行税制と整合的な法人税制は,CBITということに

なる｡ CBITは,課税ベースを拡大して,法人税率を引き下げるという伝統的

な法人税制改革の方向性とも合致する｡

2.金融サービスに対する付加価値税 (VAT)非課税と金融活動税 (FAT)

(1) 金融サービスへの付加価値税非課税

金融サービスについては,徴税技術上の困難もあり,付加価値税が非課税と

されている国が多い｡金融サービスへの付加価値税が非課税となっていること

が,金融部門を過大に増大させ,金融危機の遠因となったのではないかとの議

論もなされている｡(金融サービス-の付加価値税課税の問題は,国枝 [2008]

にて詳細に論じたところであるので,本稿においては,ポイントを絞って説明

を行う｡)

そもそも.経済理論的には,金融サービスに課税すべきかどうかについては

議論あるところである｡KeenandBoadway[2003]には,過去の理論的側面

からの議論が要領よく説明されている｡

理論的な問題とは別に,他の財と同様に課税すべきだとしても,金融サービ
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ス-の付加価値税課税には,執行上の問題が存在する｡具体的には,手数料の

ように明示的にサービスの対価が示されている場合は付加価値税を課すことは

可能だが,金融サービスのかなりの部分は金利の違いの形で対価が支払われて

いる｡例えば,小切手等の利用が可能な当座預金は金利が付されないのが一般

的であり,顧客は金利をあきらめることを対価として,小切手等の利用等の

サービスを享受している｡こうした形での対価の支払いに付加価値税を課税す

ることは技術的に難しいため,多くの国で課税されてこなかったのである｡

こうした徴税上の問題を解決するために,①指標金利と貸出金利 ･預金金利

との差額に課税する方法 (ミー ド報告等),②キャッシュフロー課税 (Poddler

[2003]),③税額計算口座方式 (PoddlerandEnglish[1997])･修正 リバー

ス ･チャージ方式 (Zee[2005])等の方式が提案されてきたが,どの案も一

長一短がある｡ このうち,税額計算口座方式については,1990年代央に,EC

委員会により執行可能性の確認のための実験が行われたが,コス トの高さが指

摘されている｡

執行が可能であれば,金融サービス課税は一定の税収確保に貢献する｡国枝

[2008]は金融サービス課税で, 5%の税率で,5,000億円程度の税収を推計し

ている｡

(2) 金融サービスへの直接的な付加価値税謝削こ代わる方策としての金融活動税 (FAT)

金融サービスへの課税の執行の困難さから,代替的な方法で金融機関の付加

価値に課税する方策も考えられている｡金融機関の付加価値が,｢利益+報酬｣

に対応することに鑑みれば,金融サービスへの直接課税の代わりに, ｢利益+

報酬｣に補完的に課税を行うことは理解可能である｡実際に,イスラエルにお

いては,金融機関の ｢利益+報酬｣に課税が行われている｡ またフランスにお

いては.リーマンショックの前から,売上高の90%以上が付加価値税非課税の

企業に対し,別途,貸金に対する課税が行われていた｡IMFが提案した金融

活動税 (FAT)の一つの課税根拠として,金融サービスへの付加価値税非課

税に対する補完的措置であることをあげたのは,以上のような背景があっての
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ことである｡(もう一つの意義としては,次節で述べる金融機関のレントに対

する課税がある｡)

金融活動税については,Keen,KreloveandNorregaard[2010]は3つの

タイプの金融活動税をあげている｡ 第一の類型 ("FATl")は,利益と賃金の

合計を課税対象とする加算型 (additional)FATである｡しかし,ここでの利

益は,法人税における利益とは異なり,投資支出は即時に償却され,その後の

減価償却は行われない前提で定義される｡この考え方は,ミード報告 (1978)

のキャッシュフローの考え方と同様である｡また,代替的な方法として,

ACEのように株主資本に係る正常利益に当たる部分の控除を認め,超過利益

のみを課税することも考えられる｡Keen,KreloveandNorregaard[2010]

は,第-の類型の中では,ACEと同様の形で利益を定義することが,既存の

法人税との差異が一番小さくてすむとの評価を示している｡

第二の類型 ("FAT2")は,レント課税型 (renttaxing)FATである｡こ

の場合,正常利益のみならず,賃金についても課税せず,超過利益のみに課税

を行う｡ この場合,FATの目的は,付加価値-の課税ではなく,レント-の

課税に限られる｡

第三の類型 ("FAT3'')は,リスク課税型 (risktaking)FATである｡こ

の場合,レント課税型FATから,さらにリスク ･プレミアムに対応する部分

を控除して,課税ベースとするものである｡ この場合,過度なリスク ･ティキ

ングに限定して,抑制を図ることが課税の日的となる｡

また,金融活動税を金融サービス-の付加価値税非課税に伴う補完税と位置

付けた場合,手数料を対価とした金融サービスに対する付加価値税課税との関

係を整理する必要がある｡いくつかの方策が考えられるが,現実的なのは,売

上を課税取引と非課税取引に分け,付加価値のうち,非課税取引に対応する割

合にのみ課税を行うことであろう｡さらに,金融サービスを利用する事業者に

ついて,付加価値税であれば,金融機関からのインボイスを受け取ることで仕

入れに係る付加価値税を控除できるのに,金融活動税での課税ではそのような

控除ができないことが問題点としてあげられる｡ この間題を事務的に解決する
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のは,コス トが高くつく可能性が高く,金融活動税の税率自体をあまり高くし

ない こ とで歪 み を最小 限 に抑 え る しか な い と,Keen,Kreloveand

Norregaard[2010]は指摘している｡

金融活動税には,政府が金融危機の際に負担するコストに充当するという重

要な目的がある｡従って,どの程度の税収が確保できるかも重要である｡

Keen,KreloveandNorregaard[2010]は,2006年のGDPデータからOECD

諸国での金融活動税の課税ベースを推計している｡ 加算型 FATでは,(ルク

センブルグを除き)平均 して GDP比で約4.75%が課税ベースとなる｡従っ

て,5%の金融活動税では,GDP比で0,2375%程度の税収が得られることに

なる｡

また,金融活動税の効果としては,金融サービスへの付加価値税の非課税に

よって金融部門の規模が過大になっている場合,その是正を通じて,金融部門

の規模の適正化に資することがあげられる｡また,レントに付する課税が含ま

れていることから,過度なリスク ･ティキングを抑制する効果も期待されてい

る｡

(3) 日本での金融活動税の可能性

今回の金融危機において,我が国では,政府による金融機関の救済等も行わ

れておらず,その財源としての金融活動税の必要性は認識されていない｡しか

し,我が国においても金融サービスには手数料を対価とするものを除き,消費

税の課税が行われておらず,我が国の金融サービスの消費税非課税を補完する

税として金融活動税を導入することには検討の余地がある｡ また,欧米の金融

機関から見ると,日本のみ金融活動税を導入しない場合,競争上,欧米の金融

機関が不利になるため,欧米当局が我が国においても金融活動税を導入するこ

とを働きかける可能性がある｡

我が国で金融活動税を導入 した場合の税収はどの程度になるか ?Keen,

KreloveandNorregaard[2010]の上記の2006年のGDPデータに基づ く推計

では,我が国の加算型金融活動税 (FATl)の課税ベースは,GDP比で6.8%
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と推計されている.(ただし,同論文に注記されているように,データ不足か

ら固定資本形成への支出分が控除されていないため,過大推計のおそれがあ

る｡)同じく,レント課税型の金融活動税 (FAT2)およびリスク課税型の金

融活動税 (FAT3)の場合の税収は4.9%および0.4%と推計されている｡

Keen,KreloveandNorregaard[2010]と異なり,実際の銀行決算に基づ

き,簡単に税収を推計すると以下のとおりである｡2010年度全国銀行 (単体)

ベースで,経常利益は3兆2,611億円,人件費は3兆0,782億円であり,他方,

2010年度中,全国銀行の有形固定資産は, 148億円ほど減少している｡ 従って,

単純に,｢経常利益+人件草-有形固定資産の増分｣で,加算型金融活動税の

課税ベースを計算すると6兆3,541億円となる4)｡これは,金融活動税の税率

が5%の場合,3,177億円ほどの税収を意味する｡ もちろん,全国銀行 (都

銀 ･地方銀行)以外の金融機関 (信用金庫等)も含めた場合,また課税範囲を

銀行以外に広げた場合は,税収はより大きくなることになる｡

ただし,金融活動税を金融サービス-の消費課税の代替とみなす場合,現

荏,金融サービスに消費課税がなされている分の取り扱いが問題となる｡上述

のように,課税売上分を除いた非課税売上分のみ,金融活動税の課税対象とす

ることが一つの現実的な方策であろう｡(あるいは,欧州委員会市中協議文書

｢金融セクター-の課税｣に対 し,H本の全国銀行協会がコメントしたよう

に5),金融活動税に対し仕入税額控除を認めることももう一つの方策となりう

る｡)2010年度全国銀行 (単体)ベースで役務取引等収益は2兆5,887億円で,

経常収益全体15兆5,054億円の約16.7%分に当たる｡従って,もし銀行決算に

おける役務取引等収益が課税売上からの収益に対応し,それに比例した課税

ベースが金融活動税の課税対象から外れるとすると,上記の税収推計も3,177

億円×(1-0.167)=2,646億円程度に減少することになる｡

ここでの計算は簡単な仮定に基づく推計にすぎないが,課税対象の範囲にも

よるが,金融活動税の導入により,数千億円程度の税収は期待できるものと考

えられる｡
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3.金融機関におけるレントの発生と税制

(1) 金融機関におけるレントの発生

金融危機との関連では,金融機関において独占的レントが発生しており,経

営陣 ･従業員がレントを享受している可能性が指摘されている｡独占的レント

の存在は,金融部門を過大な規模に拡大させるのみならず,経営者が過大なリ

スク ･ティキングを図る原因となりうる｡

philipponandReshef[2009]は,米国における金融部門の賃金の変動の要

因につき,1909年から2006年という長期間にわたる分析を行い,注目を浴び

た｡その分析の中で,最近,金融部門の賃金が,人種や雇用リスクその他の要

因を勘案した上でも,同様の教育程度の技術者と比較して,ずっと高い貸金を

得ていることを示した｡図表 1-1は,1909年から2006年の間において,金融

部門の賃金が,諸要因を勘案した上でも技術者の賃金をどれだけ超過している

かの割合の推移を示している｡

図表1-1 金融部門の賃金の技術者の賃金に対する超過割合

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

〔出所〕PhilipponandReshef[2009],Figure.ll
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図表1-1より明らかのように,金融部門の賃金は,1920年代後半から1930

年代初め,そして1990年代以降に,技術者の賃金を大きく上回っている｡特

に,1990年代以降,リーマンショック直前の2006年まで格差は急拡大を続けて

いる｡同論文は,さらに別のデータに基づき,個人の特性により説明可能な部

分を除いた上で,最近の格差の30-50%はレントによるものと推計している｡

こうした巨額のレントが特に金融機関経営幹部の高額報酬という形をとる場

令,金融機関経営者は,短期的な利益を得るためのよりハイリスク ･ハイリ

ターンの経営戦略を選ぶインセンティブを持つことになる｡ 米国では,金融機

関のみならず,大企業の経営者の高額報酬が特に顕著であり,その原因につい

て様々な議論がなされてきたが,BebchukandFried[2004]は,金融機関に

限らず,米国企業のコーポレー ト･ガバナンスの欠陥により経営者による一種

のお手盛 りがなされているとの批判を行ってきた｡

この高額報酬を抑制し,経営者による過度なリスク ･ティキングを防止する

方策については,コーポレー ト ガバナンス強化や報酬規制等の様々な観点か

ら提案 (例えば,BebchukandSpamann[2010])がなされているが,税制に

よる対応も論じられている｡

最も直接的な方策は,イギリスやフランスで見られたような銀行の経営者へ

の報酬への高率な課税であるO ただし,両国においては,一時的な課税に留

まっている｡また,イギリスの銀行ボーナス税の場合,課税分のほとんどを銀

行側が負担し,経営者の手取 り額は大きく減少しなかったとされる｡

また,上述の金融活動税もレントに対する課税と考えることも可能である｡

リスク課税型 FATは,過度なリスク ･ティキングの抑制を直接,目的とした

ものであるし,またレント課税型FATは,レントに対する課税を目的として

いる｡ 加算型FATの場合もレントが課税対象に含まれている｡

さらに,最近では,金融危機関連のみならず,経済格差是正の観点から所得

税の累進性強化の必要性が指摘されている｡ DiamondandSaez[2011]の税

制改革案は,新しい貴通所得税理論の枠組みに基づき,米国の高額所得者への

所得集中を抑制するため,最高税率の引上げを提案している｡さらに,米国に
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おける高額所得者への所得集中の相当部分が,大企業の経営者への高額報酬に

ょることを踏まえ,piketty,SaezandStantcheva[2011]は,経営者の報酬

が交渉により決定されることを明示的に仮定したモデルを用い,経営者の報酬

が限界生産性よりも高い場合,レントへの課税の必要性から望ましい最高税率

が高くなることを指摘している｡

(2) 我が国におけるレント課税の必要性

我が国において,金融部門のレントにつき税制で対応する必要があるだろう

か?日本の金融機関における報酬,特に経営者に対する報酬は,高額とはい

え,英米ほどの巨額の報酬を経営者や幹部従業員が受け取っているわけではな

い｡例えば,みずほフィナンシャル ･グループの2010年度有価証券報告書によ

れば,1億円以上の役員報酬を受けている役員は6名いるが,その額は1億

1,000万円～1億2,300万円の範囲にとどまっており,欧米の金融機関における

役員報酬 よ りもず っ と低 い水準である｡Piketty,SaezandStantcheva

[2011]においても,日本は社会規範等により報酬格差が小さい国と見られて

いる｡

もっとも,日本にある外資系金融機関において,本国と同様の方針で報酬が

支払われる場合,これらの経営者や幹部社員については,高額報酬にレントが

含まれている可能性がある｡このような高額報酬については,金融部門におけ

るレント-の課税を強化することが効率的となる｡他方,国枝 [2007]は,戟

が国の高額所得者の中に,消費者金融 ･パチンコ関連の経営者が多いなど,外

資系金融機関関係者以外にも,一種のレントを享受していると思われる高額所

得者も少なくなく,こうした者について所得税の累進強化が効率性の観点から

も望まれることを指摘している｡従って,我が国の場合には,金融機関関係者

のみに絞った高額報酬課税ではなく,最上位の高額所得者一般への所得税の課

税強化を図っていくことが望ましいと考えられる｡(なお,新しい最適所得税

理論に基づく我が国における所得税の累進性強化の必要性を巡る議論について

は,国枝 [2012]を参照されたい｡)
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4. ピグー税による過度なリスク･ティキングの抑制

個別金融機関が経済全体への影響を考慮せず,過度なリスクを取る可能性も

指摘されている｡ 経済学においては,このような社会的費用が私的費用を上回

る状態を ｢外部不経済｣と呼ぶ｡工場が,汚染された空気の排出による近隣の

住民の被害を考慮せず,過大な生産を行う状況と同様である｡ この場合,経済

主体が私的費用だけ勘案して効用最大化を図るため,市場メカニズムだけでは

非効率な結果となってしまうため,効率性回復のためには何らかの政府の介入

が必要となる｡

そうした方策としては,政府による直接な規制も考えられるが,一定の条件

が充たされる場合,より効率的と考えられているのが,いわゆるピグー税であ

る｡社会的費用と私的費用の差 (外部不経済)に等しい税を課すことによっ

て,効用最大化を図る経済主体に,社会的に効率的な生産 (または消費)水準

を選ばせようとする考え方である｡

金融機関の過度なリスク ･ティキングによりもたらされる外部不経済とし

て,Shackelford,Shaviro,andSlemrod[2010]は,具体的には,金融機関

の破綻時の取引相手が被る費用,政府の預金保険が適用されたときの納税者等

が被る費用,銀行の取 り付け懸念で影響を受けるその他の経済主体の被る費

用,銀行等の金融機関の提供する流動性低下による悪影響等をあげている0

しかし,これらの費用を完全に測定することは非常に難しい｡さらに,そう

した費用が銀行の活動に完全に比例して増加しない場合には,最適などグー税

は非線型となり,単純な税制とはなってこないという問題がある｡ このため,

Shackelford,Shaviro,andSlemrod[2010]は,ピグー税だけではなく,伝

統的な金融規制も同時に行われる必要があるとの見解を示している｡

また,この外 部不 経 済 の測 定 につ き,ミネ ア ポ リス連 銀 総 裁 の

Kocherlakota[2010]は,金融機関の破綻時の外部不経済の規模だけでなく,

破綻確率についても知識が必要であることを指摘した上で,その場合でも,政

府が,各金融機関に関し一種の ｢救済債 (rescuebond)｣を発行し,当該金融
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機関の外部不経済の規模とその確率を,その市場利回りから計測できると論じ

ている｡具体的には,救済債への投資家は,当該金融機関が破綻した場合に納

税者の資金が実際に救済に使用される額のその一定割合,例えば,1/1000の資

金を受け取ることができることとする｡他方 破綻しない場合には,投資家は

何も得ない｡従って,この救済債への投資家は,当該金融機関が破綻 した際の

救済費用と破綻確率を推測して,救済債の購入価格を決める｡政府は,その価

格の1000倍の額を,ピグー税として課すことで,各金融機関の過度なリスク ･

ティキングを最適に抑制することができることになる｡

我が国においては,現在,多くの金融機関が国債を中心に保有し.むしろリ

スクを避けている状況であることに鑑みれば,直ちにピグー税を導入すべきと

は考えられず,また既存の金融機関の監督体制を考えれば,税よりもリスクに

応 じた預金保険料の活用の方が現実的であろう｡ とはいえ,Kocherlakota

[2010]の市場を活用したリスクの測定のアイデアは興味深 く,今後とも議論

の展開を注視していく必要があろう｡

5. 資産価格バブルの抑制

今回の金融危機の主因が,米国の不動産市場 ･金融市場における資産価格バ

ブルにあるとすれば,資産価格バブル自体を直接,抑制する方策が求められ

る｡税制においても,資産価格バブルを抑制する政策 として,金融取引税

(FinancialTransactionTax;FTT)が注 目を集めているが,他にもキャピタ

ルゲイン課税の強化や住宅税制の見直し等も重要である｡(このうち,金融取

引税を巡る議論については,本書の大野論文において言及されているので,本

稿ではごく簡単な説明に留めることとする｡)

(1) 金融取引税 (FTT)

金融取引税による資産価格バブルの抑制を巡る議論は,古くはKeynesの一

般理論における議論やTobin[1978]の外国為替市場におけるトービン･タッ

クスの導入の提案から始まり,1987年のブラック ･マンデーの米国株価暴落を
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受けたStiglitz[1989]やSummersandSummers[1989]の議論.さらには

アジア金融危機やITバブル崩壊を受けた議論につながっていった｡

理論的には,金融取引税の導入により,投機的取引が減少すれば,ボラティ

リティが低下し,よりファンダメンタルに基づいた資産価格が実現される点が

大きなメリットとしてあげられてきたが,他方,金融取引税の導入により資産

市場の流動性が低下するため,むしろボラティリティが増加するとの指摘もな

されている｡ どちらの影響が大きいかについては,実証研究によることになる

が,証券取引税等の株価-の影響の既存の分析では,株価のボラティリティへ

の影響については,意見は分かれている｡ただし,本来,金融取引税の目的の

一つが日々の資産価格のボラティリティの減少ではなく,金融危機につながる

資産価格バブルの持続的な拡大の抑制にあることに鑑みれば,金融取引税によ

る資産価格バブル抑制の効果を分析するためには,バブルを明示的に組み込ん

だモデルが必要となろう｡

また,金融取引税を現物取引の市場に限定して適用した場合, デリバティ

ブ等の活用により容易に,同様の取引を非課税で行うことができるため,大規

模な租税回避が予想されるとの指摘もある｡ これを避けるためには,デリバ

ティブや店頭取引も含めた広範な取引に課税を行う必要がある｡また,ス

ウェーデンでの課税が,取引のイギリスへの移転を招いた事例でよく知られる

ように,特に小国においては,金融取引税の導入により取引が海外の市場に移

転してしまうおそれがある｡こうした事態を避けるためには, 国際的な協調

が不可欠である｡

なお,欧州委員会による金融取引税提案およびフランスの金融取引税におい

て強調されている新たな点は,高頻度取引 (HFT)の抑制の必要性である｡

高頻度取引等の電子取引は近年,欧米の株式市場 ･為替市場等で急拡大してお

り,我が国においても注目を集めている｡こうした電子取引は,一方では投資

家の取引費用を引き下げ,また平常時であれば日中価格のボラティリティの安

定化をもたらすとの指摘がある一方,想定外の出来事に対する市場の脆弱性や

市場価格のファンダメンタル価格からの急速な乗離をもたらすとの強い懸念も
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存在する｡(電子取引を巡る議論については,西村 [2010],杉原 [2010]を参

照されたい｡)

そもそも,Tobin[1978]は, トービン税を ｢過度に効率的な国際金融市場

の車輪 に砂 を投 げ込むため ("tothrowsandinthewheelsofexcessive

efficientinternationalmoneymarkets")｣の政策と位置付けていたOそうした

観点からは,短い取引ではポジションの保有時間が数ミリ秒～数秒にすぎか ､

高頻度取引は,究極のスピードで回転する金融市場の車輪にも例えられよう｡

金融取引税は特に短期の頻繁な取引のコス トを大きく増大させるため,高頻度

取引の抑制にはきわめで有効と考えられるが,それだけに,金融取引税の導入

の是非を論じるにあたっては,高頻度取引のメリット･デメリットについてよ

り詳細な検討が必要とされるものと考えられる｡

(2) キャピタルゲイン税の強化

金融危機と税別を巡る議論の中で,必ずしも注目されていないが,資産価格

バブルを抑制する上で,重要なのがキャピタルゲイン税である｡バブルの特徴

は,全ての収益がキャピタルゲインの形で得られることである｡ 一般に,キャ

ピタルゲイン税は含み益に課税されないため,実効税率は法定税率よりも低 く

なる｡また,法定税率自体も,他の資本所得と較べ,低 く設定されている場合

も多い｡このため,バブルは税制上,有利な取 り扱いを受けていることが多

い｡

キャピタルゲイン税の強化は,資産のファンダメンタル価格については,主

にいわゆる ｢税の資本化｣を通じて,税額の現在価値分だけ資産価格を低下さ

せる｡これに対 し,バブルに関しては,Kunieda[2011]が示 したように,

キャピタルゲイン税率の引上げ後も税引き後収益率が変わらないためには,他

の金融資産との裁定条件を充たすために,税率引上げ前よりもバブルの増加率

は高くなる必要がある｡ しかし,そうした高いバブルの増加率は持続可能では

ない｡合理的な投資家は,そのことを理解しているため,バブルはキャピタル

ゲイン税率の引上げにより,即時に縮小,または崩壊することになる｡
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このように,キャピタルゲイン課税の強化は資産価格バブルの抑制に直接的

な効果を持ちうる｡ 今後,資産価格バブル抑制の方策を考える際に,キャピタ

ルゲイン課税の強化も考慮の対象とされるべきであろう｡

(3) 住宅ローン減税の縮小

米国における不動産価格高騰の背景として,住宅ローンの利子支払いに対す

る税額控除措置の存在が指摘される (Hemmelgarn,Nicodeme,andZangari

[2012])｡住宅ローンを税制上優遇することで,住宅への需要が増大する一方,

家計のレバレッジは高くなる｡

こうした住宅優遇税制は,製造業等から住宅部門-の資本移動を引き起こ

し,非効率な結果を生む｡このため,多くの経済学者は,住宅優遇税制の縮小

が望ましいと考えてきたが,我が国を含む各国において,住宅優遇税制は政治

的な人気が非常に高く,なかなか抑制されることがない｡しかし,住宅価格の

高騰が金融危機の主因であったことを考えると,住宅優遇税制の見直しが求め

られる｡

6. 最後に

金融危機を踏まえた税制のあり方は,欧米においては,さかんに議論されて

きたが,金融機関の救済が行われなかった我が国においては,あまり論じられ

てこなかった｡しかし,株式と負債の税制上の取り扱いの違いや金融サービス

に対する消費税の非課税の問題は,我が国にも共通する問題である｡また,金

融がグローバル化する中,欧米諸国から我が国も同様の税制上の対応を取るこ

とが求められる可能性もある｡本稿で述べてきた金融危機後の金融関連税制を

巡る議論を踏まえ,我が国でも金融関連税制のあり方についての議論がなされ

ることが望まれる｡

[注]

1) 各国の銀行税の説明は,Sullivan&CromwellLLP[2011]による｡
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2) ドイツの銀行再編基金については･渡辺 [2011]を参照されたい｡

3)以下のフランスの金融取弓俄 の説明は,Sullivan&Cromwe11LLP(2012)による0

4)経常利益が ｢減価償却前の利益一減価償却｣,有形固定資産の増分が ｢有形固定資産への新規投

資一減価償却｣に対応しているとすれば,｢潅常利益+人件費一有形固定資産の増分｣は,｢減価償

却前の利益+人件費一有形固定資産への新規投資｣に対応 していることとなり.キャッシュフロー

に基づく加算型 FATの課税ベースに該当することになる｡

5)全国銀行協会 ｢欧州委貞会市中協議文書 『金融セクターへの課税』に対するコメント｣(2012年

4月19日)
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