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第 1章序論

1.研 究の目的

(1) 租税法の研究方法

本論文は、わが国の医療機関における収入額の大部分を占める社会保険診療報酬に対す

る消費税が非課税とされる一方で、当該報酬に対応する仕入れに係る消費税額が仕入税額

控除の対象から除外される結果、事業者である医療機関が負担することを余儀なくされる

消費税額、すなわち控除対象外消費税額qこっき、今後どのような対処方法によりその解決

を図ることが妥当なのか解明することをその主たる目的とするものである。そのため本論

文では、消費税法における税率構造、すなわち売上に対する課税(標準税率、軽減税率及び

ゼロ税率)・非課税の適用と仕入税額控除の対応関係に焦点を当て、当該対応関係、の法的意

義を検討することで、医療非課税を維持しながら控除対象外消費税問題に対処する具体的

な道筋を明らかにする。

わが国における消費税に関する先行研究は、経済学・財政学的なアプローチによる制度の

大きな枠組みに関してのものが多くを占め、租税法の立場からの研究は、従来、仕入税額控

除に関する手続法的な観点からの研究、すなわち税務調査において適時に調査官に対し帳

簿書類を提示しない場合仕入税額控除の要件である「帳簿書類の保存Jを満たしているか、

という論点2をめぐる研究3に比較的偏っている傾向にあった。これは、法学の研究が主とし

て裁判規範としての法に焦点があてられる傾向にあり 4、法的紛争には至らない論点に関す

る租税法の研究者や実務家の関心が低いことを反映しておりやむを得ない側面もあるが、

1事業者が消費者から預かった消費税額を法令上納めなくても済むことについて一般に

「益税」と称するのに対し、逆に、このように税額を事業者が負担することとなる問題を

「損税Jとし、うことがある。

2 これをめぐる判例と しては、 高裁平成 16年 12月 16 日判決 ・民集58巻9号2458

頁、 高裁平成 16年 12月20 日判決 ・判時 1889 号42頁、 高裁平成 17年 3月 10 日判

決 ・民集 59巻2号 379頁などがある。

3その代表的なものと して、増井良啓「帳簿不提示と消費税の仕入税額控除」判時 1676

号 (1999 年) 164 -169 頁、占部裕典『租税法の解釈と立法政策IU (信山社・ 2002 年)

513 -553 頁、首藤重幸「消費税法解釈論上の諸問題j租税法研究第 34号 (2006 年) 18 

-34 頁などがある。

4財政法学の研究領域が伝統的に国家内部における財政管理に偏っていたため、裁判規範

としては機能せず、実務解説的な検討を超えた法学研究が不活発で、あったことを指摘する

ものと して、藤谷武史「財政活動の実体法的把握のための覚書(ー )J 国家学会雑誌 119

巻3・4号 (2006 年 ) 138-140 頁参照。
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この状況は決して消費税に関し解決すべき法的論点が少ないということを意味しているわ

けではない。むしろ、法的紛争にまでは至らないものの、実務において大きな問題となって

おり、その解決が当事者により切実に望まれているが、解決への理論的な道筋がつけられな

いため、混迷を極めているとしづ論点がある。消費税法に関するその典型的な論点が、本研

究で取り上げる医療機関における控除対象外消費税負担の問題5である。控除対象外消費税

問題は先行研究がほとんどなく取り組み辛い論点であるが、消費税法の基本的な構造であ

る仕入税額控除の問題に踏み込むことを要するため、その理論的検討は極めて重要である60

ところで租税法の研究方法には、 一般に大きく分けて、租税に関する法律の解釈原理ない

し解釈理論の解明と形成とを目的とする法解釈学的アプローチによるものと、租税に関す

る法律の立法から解釈・適用までの過程を社会学的にとらえ、その現状を客観的に究明する

ことを目的とする法社会学的アプローチによるものの二つがあるとされる7。無論、実際の

研究は両アフ。ローチのいずれかのみで行われるものではなく、その比重の違いこそあれ、基

本的に両者を併用して行われることになる。ただし、租税法は税制改正大綱等に基づき毎年

何らかの改正がなされることから、他の法律よりも、法文ないし制度(実定法)が変わらな

いこと8を前提にした法解釈論よりもむしろ立法、すなわち解釈論によっては合理的な結論

ないし解決策が導き出せないため(法)制度そのものを作り替えること 9の重要性が高い法

規ではなし、かと思われる10。租税法規は自生的・安定的な法秩序ではなく、租税理論を背景

に経済社会の変化に対応すべく継続的に可変的な法体系11である。租税法における立法論は、

5その唯一の例外が次項で採り上げる神戸地裁の裁判例である。

6問題意識を共有するものとして、村井正 I我が国消費税制の課題と展望J税理2013 年9
月臨時増刊号36頁。

7金子宏『租税法(第十九版 U(弘文堂・ 2014年) 22-23 頁。

B昭和 21年の公布以来一度も改正されていない憲法や明治 29年の公布以来の抜本的な改
正が現在議論されている民法(契約法)などを指す 。

9平井教授によれば、法制度設計のための理論ないし技法を 「法政策学」としづ。平井宜

雄『法政策学(第 2版U(有斐閣 ・1995 年) 5頁。また、厚生労働省の官僚によるわが国
の立法過程の理論的な分析を行った研究も出ている。中島誠『立法学(新版 U(法律文化
社・ 2007 年) 3 -23 頁参照。

10 行政法学が制定法の改廃・制定に関与し立法学としての特質を強調することの意義につ

いて説くものとして、大橋洋一 「制度変革期における行政法の理論と体系J公法研究 65
号 (2003) 80頁がある。また、政策税制(非営利団体の所得課税)に関して、対象から
適切な距離を取って租税法学による理論的枠組を提示する意義を説くものとして、藤谷武

史「非営利公益団体課税の機能的分析(ー) J国家学会雑誌 117 巻 11 ・12号(2004
年)1024-1025 頁がある。

11 憲法学者の高橋教授は、今日求められている憲法学とは、権力は永遠の敵であり、国民

の権利は権力との不断の闘争によってしか確保できず、その立場から制度設計や制度運用
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より良い法制度(租税法規)を設計 し実現するため、いかにして関係者の合意形成を図り 12、

また、執行可能な租税法規を提案13していくかが探求されるのである。

従来、租税法規の立法過程において中心的な役割を果たしてきたのは、財務省主税局(地

方税であれば総務省自治税務局)の官僚であり、その対抗勢力として登場する、利害関係を

有する 日本経団連・業界団体とそれを管轄する各省庁の担当部署、及びその意向を受けた政

権与党の政治家で‘あった。このような現象は、民主主義国家における政策決定過程としてそ

れなりの合理性を有するものと考えられるが、他方で税の「あるべき論」 よりもむき出しの

業界エゴが幅を利かせる側面もあったよう思われる14。特に問題なのは、政策決定の過程に

アクセスしにくい業界団体や国民一般の声がその中に反映し難いという点である。特定の

業界団体にしか影響が及ばない分野に係る税制改正であればそれでもよいだろうが、例え

ば、 終消費者が負担することとなる消費税の議論において、 国民一般の声が立法過程にお

いてほとんど反映しないというのは問題であろう。

租税法の立法過程の透明化は、民主党政権下で政治家主導の政府税調の運営といった方

法等により模索されたが、年を追うごとにその性格があいまいとなり、自民党の政権復帰に

より元に戻った。議論すべき分野が広く利害調整が複雑化しかっ内容が専門的になりがち

な租税法については、その立法過程の透明化は、言うに易く行うに難し、分野の典型と考えら

れる。 しかし、 一度できた法律を後から修正するよりも、できる前に直すべき点を直す方が

につき現実化困難な、過度に理想的なあり方を求める(憲法学においては優勢な) r抵抗
の憲法学Jではなく、権力を国民がコン トローノレで、きるものと捉え、国民の権利が保障さ

れるような制度の設計と運用に関する現実的な可能性のある理論を提示し、妥協をも厭わ

ない「制度の憲法学」である としている。このような視点、すなわち制度設計や制度運用

に関しその現実化の可能性を念頭において議論を進める姿勢や、実施した結果制度設計の

失敗が明らかになった場合には批判を甘受するという緊張感ないし覚悟は、租税法学にお

いてもそのままあてはまるものと考えられる。高橋和之 rw戦後憲法学』雑感J成田頼
明・園部逸夫 ・ 塩野宏 ・ 松本英明編『行政の変容と公法の展望~ (行政の変容と公法の展

望刊行会 ・1999 年) 258 -265 頁参照。

12社会科学の世界では、理論的整合性を過度に求めるあまり、 世間一般の賛同者が少数に

とどまる議論を殊更に尊重する傾向がみられないわけでもないが、 制度の設計と運用に関

する法律学的研究においては、現実に直面している法的課題を解決するため、可能な限り

多数の賛同が得られる案を模索し、 制度改正を実現する姿勢こそを尊重することとなる。

13実定法の制度設計であるため、それにかかわる法律家(租税法であれば弁護士や税理

士、国税職員をも含む)の思考様式に適合した 概念、を提示すること、すなわち実務に即 し

た制度設計を行うことは必須の条件となる。平井前掲注9書 12- 13頁参照。

14 このような事例につき、高齢者マル優の限度額引き上げをめぐる自民党郵政族の動きを

記したものと して、 加藤寛 ・横山彰『税制と税政~ (読売新聞社・ 1994 年) 93-95頁参
日召。
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効率的なのは言うまでもない。租税法の法案が国会に提出される前に、あらゆる機会をとら

えてよりよい立法を目指して国民各層が意見表明を行うことが、租税法の立法過程の透明

化につながるものと考えられる。その具体的な発信の方法としては、①研究者や実務家によ

る論文の発表や報告、②税制改正を要求する業界団体の主催する研究会等への参加、③税理

士会等15による税制改正事項の提言の発表、といったものが考えられる。その意味で、利害

関係から一歩離れた、 利益誘導的ではない、理論的かつ専門的な立場からあるべき租税法規

の提案を行う研究の重要性と役割は、今後大きくなることが期待され、また租税法学はそれ

に応えていく 16必要があると考える。

このような視点を本論文に即してみていくと、次項でみるように医療機関における控除

対象外消費税について争われた神戸地裁平成 24年 11 月 27 日判決(裁判所 HP行政事件裁

判例集)17 を検討した結果、現行消費税法の解釈論によっては医療機関における控除対象外

消費税の問題を解決するこ とは非常に困難であるという問題意識の下、その解決には基本

的に立法によるほかなく、そのために国民各層の合意形成が可能となるよ うな道筋を示す

ことが本研究の目的となるということになる。すなわち、本論文は解釈論というよりは政策

論ないし立法論の色彩が強いということになるが、その研究姿勢としては、付加価値税であ

る消費税という経済理論に全面的に依拠して形成された税体系としづ特徴18を踏まえ、経済

学の成果や知見を十分に導入しつつ、租税法及び税務会計を中心にした租税領域の実務家

である税理士としての経験を生かし、新たに立法化される制度の運用面(租税立法において

は執行可能性)にも配慮した設計及び分析 19を行っていくこととする200

15税理士法第49の 11 条では「税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権

限ある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。Jと規定されている。

16 税制改正論議において利害関係者が参照可能な分析や提案を租税法の研究者ないし租税

実務家がタイムリーに行うということも重要である。勿論、一旦制度化された租税法の評

価(立法趣旨 ・意図が適切に反映しているか、その後の経済社会の変化に対応できている

のか等)も租税法の研究者等の重要な役割であろう 。

17 本件訴訟を平井教授が提示する訴訟の類型である 「政策志向]型訴訟 Jと捉え、現行制度

の矛盾点をあぶり出し国民及び政策当局の注意を喚起するものと評価することが可能であ

ろう。平井前掲注9書6頁参照。

18 課税所得の計算において会計学の知見(税務会計)を全面的に取り入れている法人税法

とは、その点で大きく異なるといえる。

19 租税法の研究においてこのような姿勢の重要性を説くものとして、中里実「租税法の位

置づけJ 中里実・弘中聡浩 ・ 糊圭吾 ・ 伊藤剛志 ・ 吉村政穂編 『租税法概説~ (有斐閣 ・

2011 年) 3頁参照。

20 租税法学における立法学の重要性は、租税法学繁明期 の昭和26年に既に中川一郎氏に

より「税法の解釈学だけが税法学ではなく、税法の立法学も税法学である。Jと説かれて
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また、本論文のテーマは租税政策の社会保障制度への接近という側面もあるが、従来この

ような視角からの理論的分析が必ずしも積極的になされてきたとは言えないところである

21。しかし、国家支出の大部分を占める社会保障制度とそれを賄う租税制度とを一体で考え

るというのが民主党政権時に提唱され自民党政権においても継承されている「社会保障と

税一体改革」の基本的なコンセプトであり、そのような思考こそが今後益々重要となってい

くことは間違いないであろう。本論文は、租税政策の医療制度への接近と機能分化(ないし

役割分担)に係る理論的分析を行うものである 。

(2) 控除対象外消費税の負担をめぐる裁判例の検討

次章でみるように、わが国の消費税は多段階の一般消費税であり、前段階税額控除型の付

加価値税であるとされる。その 大の特徴は前段階に課された税額を控除する仕入税額控

除の仕組みを持つということであり、それにより課税の累積を防止し経済活動に中立的22で

ある消費税制が実現するわけであるが、その仕入税額控除は非課税売上に対応する課税仕

入れについては認められていない。このような売上に係る税率構造と仕入税額控除との「対

応関係Jこそが医療機関における控除対象外消費税問題を生み出す淵源となっている。すな

わち、社会保険診療や助産といった医療の提供については社会政策的配慮から消費税が非

課税とされているが(消法 6①、別表第1六八)、それに対応する課税仕入れに係る消費税額

も仕入税額控除の対象から外されているため(消法 30②)、社会保険診療や助産に係る報酬

が収入の大部分を占める医療機関においては、当該税額(控除対象外消費税額)の負担が問

題となる。仮に当該税額が生じてもその負担を 終消費者である患者に転嫁できればよい

が、 社会保険診療は公定価格であるため個々の医療機関が価格を決定することはできず、 事

実上転嫁は困難となる。当該問題点につき争われた裁判例(神戸地裁平成 24年 11 月 27 日

判決23) があるので、以下でみていくこととしたい。

いる。 中川一郎『税法学巻頭言集~ (平成25年 ・清文社、初出は『税法学』第5号(昭和

26年5月)) 5頁。
21年金制度に関するこのような視点からの分析として、小林秀太「租税政策と社会保障制

度」金子宏編『租税法の基本問題~ (有斐閣 ・2007 年) 35-54頁及び同 「法と経済学にお

ける税と保険料J季刊社会保障研究V o1.42No.3(2006 年)260 -270 頁参照。

22 中立性の原則は専ら経済学ないし租税論において重視され、租税法ないし法律学の観点

からは必ずしも十分に議論されているとは言えない概念、である。田中治「租税における中

立の法理J日税研論集 54巻(日本税務研究センター ・平成 16年) 65-85 頁参照。

23 本件の判例評釈としては、村井前掲注6論文部-45 頁がある。
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① 事件の概要

民間病院 (4医療法人)の開設者である原告は、主として社会保険診療を業として行って

いるが、社会保険診療等が消費税法上非課税取引と取り扱われ、また当該取引に対応する課

税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除が認められないため、仮に当該控除不能と

なる消費税額を 終消費者である患者に転嫁できない場合、当該税額の負担を余儀なくさ

れることとなる。実際、健康保険法等の法律の規定により社会保険診療等に係る報酬が公定

価格とされているため、控除不能となる消費税額は転嫁できず、原告が負担しているが、本

件はそのような負担を強いることとなる消費税法の仕組みは憲法 14 条 1項(平等原則)、

22条 1項(職業選択の自由)、 29条 1項 (財産権の保障)及び84条(租税法律主義)に 違

反しているとして、原告が平成 20年度から 22年度の 3年間に負担した控除不能となった

消費税額の一部(各 1，000 万円)につ いて国家賠償法 1条 1項に基づく国家賠償請求を行

ったものである240

原告が挙げた国家賠償法上の違法行為は、第一に、国会議員による消費税法の立法行為及

び国会議員が遅くとも平成 9年に行われた消費税の税率改定時に当該負担を解消する措置

を採らなかったという立法不作為25、第二に平成 20 年度及び平成 22 年度の厚生労働大臣

の告示による診療報酬改定行為である。

② 争点

以下の評釈においては、当該裁判の争点のうち、社会保険診療等について非課税となる一

方で、それに対応する仕入れに係る消費税額について仕入税額控除を認めていない消費税

法の仕組み(以下「本件仕組みJ)は、憲法 14条 1項、 22条 1項、 29条 1項及び84条に違

反するか否か(争点 1)、及び、本件立法行為等に係る国家賠償請求の当否(争点 2)につい

てのみ検討することとする。

③ 判旨

請求棄却。

24 当該裁判の原告の立場からの主張については、雑誌記事(吉田静雄「医療消費税訴訟の

経緯J社会保険旬報No.2527(2013 年4月 1日号)18 -24頁)で確認することができる。な

お、原告によれば、当該訴訟の意義は、「勝敗の中身よりも医療関係者を含め、国や国民

一般の理解を得ることが目的Jとのことである。そのため、原告は控訴せず一審で結審し
ている。

25 国家賠償法 1条の適用要件である公権力の行使には、立法行為及びその不作為すなわち

権限の不行使も含まれると解されている。塩野宏『行政法II (第五版補訂版H(有斐閣・
2013 年) 308頁。
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1) 仕入税額控除の趣旨 ・目的について(争点 1)

消費税法は、消費に広く薄く負担を求めることを目的とするもので、原則としてすべての

財貨 ・サービスの国内における販売、提供などを課税の対象と してその売上げに対して課税

を行う、いわゆる多段階課税方式を採用している間接税であり、その税負担は、 他のコス ト

と共に販売価格に織り込まれることで、 終的には消費者に転嫁されることが予定されて

いるものである(税制改革法 11 条)。このような多段階課税方式を採用すると、取引の各段

階で消費税に対してさらに消費税が課されるという税の二重課税(タックス ・オン・タック

ス)が生じるため、税負担の累積を 防止し、適正な転嫁が行われるようにすることを目的と

して、前段階の取引において生じた税額を控除することとする仕入税額控除制度が設けら

れたものと解される。

原告は事業者が消費者に贈与する場合や輸出取引を行う場合において、税の二重課税が

生 じていないにもかかわらず、仕入税額控除が認められ、仕入税額について還付が行われて

いることを挙げ、それとの比較で非課税取引に関して仕入税額控除が認められないことの

非合理性を主張する。しかし、 贈与取引のような事業者が全く負担を転嫁しないで(あるい

は全く転嫁できずに)課税取引を行うということは 、法制度上、極めて例外的な場面である

といえる(税制改革法 11 条 1項参照)。そのため、税の二重課税が生じないという極めて例

外的な場面に対応する規定が設けられていないことを理由として仕入税額控除の趣旨を導

こうとするものに等しいというべきで、あって、採用し難い。

また、消費税法は消費地課税主義を採用し、輸入貨物に対しては消費税を課税する一方、

輸出免税取引については免税とするとともに売上げに対応する仕入税額の控除を認めてい

るところ、原告は輸出免税の制度趣旨が消費地課税主義の採用にあることを認めながら、そ

のためには仕入税額控除(及びその結果としての還 付)は不要である旨主張するものである

が、そうなると税額が国外消費者に転嫁されることとなり、消費地課税主義を採用した消費

税法の趣旨は没却されてしまうのである。

2) 非課税売上対応の仕入税額控除を認めない消費税法の規定の憲法適合性 (争点 1)

医療法人等の場合、公定価格とされる社会保険診療等を主たる業と していることから、仕

入税額につき仕入税額控除文は価格の引上げによる転嫁のいずれの方法もとることができ

ず、消費税法上、 一般の事業者と異なる取扱いがされているといえる。また、原告はその結

果仕入税額相当額の負担を強いられているとしづ取扱いを受けており 、このような取扱い

の区別が憲法の平等原則に反する旨主張する。
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租税法の定立については、立法府の政策的、技術的な判断に委ねるほかはないところ、本

件各規定が合理的なものといえるかについて、裁判所は、基本的に立法府の裁量的判断を尊

重せざるを得ないというべきである。まず社会診療報酬等を非課税とした立法目的である

が、それは社会政策的な配慮、からの専ら社会保険診療等に係る患者の費用負担の抑制を図

る点にあり、当該消費税法の規定は合理性を有する。また、仕入税額控除制度においては課

税取引に対応する仕入税額についてのみ控除の対象とすることとしているが、これは課税

要件に関わる専門技術的な判断ないし政策的な判断に基づき定められた規定であるといえ

る。さらに、仕入税額控除制度の趣旨に照らすと、非課税取引に対応する仕入税額について

は税負担の累積を考慮する必要がなく、仕入税額控除を行う根拠を欠くことになるから、社

会保険診療等の非課税取引については仕入税額控除ができないとしづ仕組みは、立法目的

との関連で著しく不合理なものであることが明らかであるとはいえない。したがって、仕入

税額控除制度に関する消費税法の規定はいずれも合理性を有するものと認められる。

本件の場合、非課税売上に対応する仕入税額の控除が認められない消費税法の仕組みに

より転嫁方法の区別が生じていることと、この仕組みをこれまで変更していないことが立

法裁量として許容されるかが問われるのであるが、消費税法には事業者が仕入税額相当額

の負担が生じた場合にこれを解消する権利を有していることをうかがわせる規定も見当た

らず、また、医療法人等の負担については消費税法の制定当初から、健康保険法等における

診療報酬の適切な改定によって対応することとされていたことが認められるのであるから、

消費税法が想定する仕入税額相当額の負担を転嫁する方法に代替する手段は、法制度上、確

保されているものと評価できる。したがって、転嫁方法の区別が憲法 14条 1項に違反する

とはいえないというべきである。

3) 本件立法行為等に係る国家賠償請求の当否(争点、 2)

診療報酬の改定は、極めて専門的技術的であり、かっ政策的な要素が大きいことは明らか

である。したがって、原告ら主張の負担、すなわち個別の仕入税額分が診療報酬に機械的に

上乗せされないことをもって、本件改定行為等が違法で、あるとただちに評価することはで

きない。もっとも、消費税法の施行により医療法人等と一般の事業者との聞に転嫁方法の区

別が生じており、転嫁方法の区別に対しては、消費税法施行当初から、代替手段として厚生

労働大臣による診療報酬改定が想定されていたことに照らせば、厚生労働大臣が本件改定

行為等に係る裁量権の行使に当たり、これを全く考慮しないということは、医療法人等の仕

入税額相当額の負担に関する制度の整合性を損なうものであって許されないというべきで
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ある。

しかし、実際の過去の診療報酬の改定においては、医療法人等が負担する仕入税額相当額

の適正な転嫁という点に配慮、した診療報酬改定を行っているものというべきであり、厚生

労働大臣の裁量権の逸脱又は濫用は認められず、本件改定行為等は、いずれも国家賠償法 1

条 1項の規定の適用上、違法とは評価できない。

④  本判決の検討

1) 租税立法に関する違憲審査

本件は課税処分の取消訴訟ではなく 、公定価格である社会保険診療という非課税売上に

対応する課税仕入れ に係 る消費税額が控除できないという消費税法の仕組みそのものの不

当性、憲法適合性26が争われた国家賠償請求訴訟 (公務員による違法な公権力の行使)であ

る。

租税立法の憲法適合性(違憲審査の基準)については、本件ではいわゆる「大島訴訟( 高裁

昭和60年 3月 27 日判決 ・民集39巻 2号247 頁)Jでの判示の通り「租税法の定立につい

ては、(中略)立法 府 の政策的、 技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的 に

はその裁量的判断を尊重せざるを得ないjことが確認された。すなわち、租税立法が経済的

自由権 (本件に即して言えば22条 1項と 29条 1項)に係る積極的 ・政策的規制(積極目的

規制)であることを前提に、当該規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限

って違憲とするとしづ、 いわゆる「明白の原則27J が適用されることを裁判所が明らかにし

たものであり、原告が租税立法による規制措置が著しく不合理であることの明白であるこ

とを立証することは、実際には極めて困難である280 本件においても原告は、医療機関に集

中的に発生し負担を余儀なくされる控除対象外消費税の問題は、 一般事業者との取扱いの

差異が顕著であるとして、特に憲法 14条 1項に違反するとしたが、 租税立法のような経済

的自由の積極目的規制について平等原則違反が問題となるときの判断基準は、立法目的が

正当なものであり 、 目的 と手段との間に合理的関連性があれば国会の裁量権の範囲内であ

26 原告の訴訟代理人に憲法学が専門の高橋和之教授が加わっていることもあり、本件訴訟

は憲法上の論点を精鍛に分析しているものと評価できるだろう。

27 芦部信喜(高橋和之補訂) W憲法(第五 版U (岩波書庖 ・2011年) 218頁参照。
28 違憲 (適用違憲)と された事例と しては、第三者の所有物を没収する場合には、予めそ

の第三者に告知し、弁解 ・防御の機会を与えられなければならず、それを欠く 関税法の規

定が違憲であると した 高裁昭和 37年 11 月28 日・刑集 16巻 11号 1577 頁が挙げられ

る。金子前掲注7書 961 頁 、声部前掲注27書 378 頁参照。
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るという「合理的根拠の基準29J でよいとされるため、原告は裁判所を説得するに足る立証

を行うことができなかったところである。

この点については、裁判所は違憲の判断につき過度に抑制的ないし司法消極主義30である

と批判することも可能であろうが、筆者はむしろ、後述⑤のように裁判所は、厚生労働大臣

が「仕入税額相当額の適正な転嫁という点に配慮、した診療報酬改定をすべき義務を負う」と

いう判断を下しており、診療報酬の改定が不適切ないし不十分である場合には適用違憲と

なる可能性があることを示唆した、かなり踏み込んだものであると評価することができる

ものと考えている。

2) 非課税取引と仕入税額控除との対応関係について

裁判所は、非課税取引に対応する課税仕入れに係る仕入税額控除が認められないことに

より発生する控除対象外消費税の負担の問題につき、医療を非課税取引とした立法目的と

仕入税額控除の立法目的とは異なるのであるから、非課税取引とその対応する仕入税額控

除との聞に関連性がないのは当然であるとしている。すなわち、消費税の非課税取引に関し

控除対象外消費税が生じるとしても、それは基本的に「転嫁Jにより対応することが可能で

あり、そのようにすべきというのが裁判所の考え方といえる。このような考え方は、消費税

が非課税となる多くの取引については控除不能分の税額の転嫁が可能であるため妥当し、

医療の提供の中でも自由診療である助産(消費税法別表第一第八号により非課税)について

は妥当する。

一方、公定価格である社会保険診療報酬については、各医療機関に価格の決定権はないか

ら、控除不能分を転嫁しようと しても医療機関の自助努力では原理的に不可能である。した

がって、社会保険診療については、庫生労働大臣が中央社会保険協議会(中医協)の議論を

踏まえ決定する診療報酬の改定(厚生労働大臣告示)に控除不能分が的確に反映されている

ことが必要不可欠となる。ところが、医療機関側は過去の診療報酬改定ではそれが不適切な

いし不十分であったと考えていることから、控除対象外消費税の負担を生じさせる消費税

法そのものを問題視しているのであり、原告もそう考えて提訴したわけであるが、裁判所は

29 芦部前掲注27書 130-131 頁参照。

30 違憲の判断に関し、経済的自由の制約や社会経済的立法については、裁判所は立法者の

判断を尊重し、緩やかな審査を行う一方、人種差別や表現の自由の制約などについては、

厳格審査を適用するというような基準を使い分けのことを一般に「二重の基準(double

standa 吋s)論」というが、これはアメリカの違憲審査の理論から導入されたものである。松

井茂記『アメリカ憲法入門(第 7版U(有斐閣・ 2012 年) 93-96頁参照。
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国側の主張を認め、診療報酬の改定により適切に配慮されていると判断した。

そもそも診療報酬の仕組みは極めて複雑かつ技術的で、その決定には多種多様な政策的

な要素が考慮される上、改定も通常 2年ごとに行われることから、ある年度に行われた消

費税の導入や引上げを考慮、した改定の効果が、本来であればそれ以後継続すべきであるに

もかかわらず、その後の改定により引上げ効果がどのように引き継がれていったかを検証

することは極めて困難である310原告は本件において過去の診療報酬の改定では転嫁分の織

り込みがなかったか、もしくは極めて不十分で、あったことを立証する必要があったが、「な

かったこと」の立証は極めて困難であり、実際成功せず請求は棄却された。

ただし一点、「仕入税額控除制度の趣旨に照らすと、非課税取引に対応する仕入税額につ

いては税負担の累積を考慮する必要がなくJとしづ裁判所の判断には疑問が残る。確かに仕

入税額控除の対象となる仕入税額を課税売上に対応するものに限定するかどうかは「課税

要件に関わる専門技術的な判断ないし政策的な判断jといえるが、これは消費税のような付

加価値税の仕組みから当然に導き出される理論的帰結32ではなく、単なる政策的判断ではな

いかという疑問を筆者は持っている。すなわち、非課税売上に係る控除対象外消費税の負担

は生じても大半は(少なくとも理論 的には)転嫁可能であるということが前提となっており、

その例外となる公定価格である社会保険診療でも仕入税額控除を認めないのは、筆者の考

えでは、専ら税収目的、すなわち( 終消費者に負担を求めないという点では非課税と同じ

である)ゼロ税率のような対応により税収の大幅な減少につながるということは避けたい

という、財政当局の意向が反映しているということになるのではないだろうか叱実際、い

3 1厚生労働省中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織(医療機関等における消費税

負担に関する分科会)の第 3回(平成24年8月 初 日)会議資 料 (税- 1 )で改定項目の

追跡調査を行っているが、算定方法が変更されたものや包括評価されたものが多く、改定

効果の持続性の検証は極めて困難である。なお、原告は診療報酬に消費税分を一律に 5%
(すなわち診療報酬の単価を現行の 1点10円から 10.5 円に)引き上げることが必要と主

張しているが、控除不能分の転嫁であれば5%は「引上げ過ぎ(過大転嫁) Jということに

なる。吉田前掲注 24論文2頁参照。

32 経済学者の中には、非課税とは売上税額の納税義務の免除であり、「売上税額の納税義

務を免除しつつ仕入税額の控除を認、めるとし、う両要素の分離された仕組みは本質的にはあ

りえないJとする見解もある。宮島洋 「消費課税の理論と課題」宮島洋編著『改訂版消費

課税の理論と課題~ (税務経理協会 ・平成 12年) 7頁参照。ただし、仮にこれを制度設計

の原則とするとしても、医療機関の控除対象外消費税負担問題のようにそれにより 明白な

不合理が生じるのであれば、是正するのは当然で、あるというのが筆者の立場である。

33 消費税導入時に当時の大蔵省が課税ベースを狭めることとなるゼロ税率の導入に極めて

消極的で、あったことについては、加藤淳子『税制改革と官僚制~ (東京大学出版会 ・1997
年)96 -97頁参照。
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わゆる現行消費税法における 95% ルールの適用による全額控除(旧消法 30①、新消法 30

①②34) や第5章で検討するオーストラリアの部分控除制度のように、非課税売上対応の仕

入れに係る税額控除が認められるケースもないわけではない。

すなわち、諸外国では一般にわが国と同様に非課税取引に対応する課税仕入に係る税額

控除は認められていないが、カナダのように一定の非課税団体に対する還イ寸(re bate) により

実質的な控除を認めるケース35や、オーストラリアのように一定の金融取引につき部分的な

控除を認めるケース36もある。したがって、医療機関における控除対象外消費税の問題を考

えるにあたって解明すべきは、現行消費税法における売上に係る税率構造と仕入税額控除

との「対応関係jが付加価値税制における本質的な構造であるのか、それとも政策的な措置

に過ぎず可変的なものなのか、についてである。本論文は、カナダFやオース トラリアの付加

価値税制を検討することによりこの点を解明することを一つのテーマとするものである。

ところで、医療を含む非課税措置と転嫁の問題を欧州における隠れた付加価値税(hidd en

VAT 、非課税売上に対応する課税仕入れに係る控除不能税額をいう)の議論から分析し解決

策を検討すべしとする論文37もみられるが、公定価格である診療報酬の場合とそれ以外のケ

ース(自由診療である助産を含む)とでは控除不能額の転嫁の意味合いが全く異なるため 、

欧州の議論を参考にするときはその点に十分留意する必要があるだろう。この点について

は第2章第8節でさらに論じることとする。

⑤ 本判決の意義と展望

本判決において原告の主張は基本的に認められなかったが、 一方で、争点 2に関し裁判

所は、 「厚生労働大臣は、診療報酬改定に際し、(中略)医療法人等の仕入税額相当額の負担

に関する制度の整合性の見地に照らし、(中略)医療法人等が負担する仕入税額相当額の適

正な転嫁という点に配慮した診療報酬改定をすべき義務を負うものと解するのが相当であ

り、このような配慮、が適切に行われていない場合には、当該診療報酬改定は、裁量権を逸脱

文は濫用するものと評価することができる。Jと判示しており、今後の消費税引上げ時にお

34 平成23年度の税制改正により、平成24年4月 1日以降に開始する課税期聞から、 進

行年度の課税売上高が 5億円を超える事業者については、仕入税額の全額控除が認められ
ず、一括比例配分方式又は個別対応方式の選択適用が強制されることとなった(ただし簡

易課税の適用事業者を除く)。

35 詳細については、第5章第4節参照。

36 金融機関の一定の仕入項目に係る税額の 75%相当額の控除を認めようという減額仕入

税額控除制度(reduced input tax credit， RIT C) を指す。その詳細は第5章第7節参照。

37 西山由美「消費課税システムにおける『税額転嫁~J 税理 2014 年 1 月号 105- 112 頁。
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ける診療報酬の改定に際し厚生労働大臣が果たすべき義務に踏み込んでいる。また、裁判所

は、診療報酬の改定が審議される中医協が各方面からバランスよく選任された委員により

構成されていることから、過去のそこでの審議内容が医療法人等における消費税の負担を

も考慮した適正なものとなっていると推認している。これらの裁判所 の判断から、今後政府

は、従来のようなその引上げ効果の検証が極めて困難な診療報酬の改定という手法を採る

ことは、特に診療側 (医療機関) が問題視するため同意を得ることは難しくなったといえよ

う38。すなわち当該判決は、控除対象外消費税の問題の解決は、基本的に診療報酬の改定(転

嫁)によるべきであるが、仮にそれが何らかの 理由によ り困難な場合には、税制上の措置(消

費税法の改正)により対応すべきことを示唆しているものと考えられる。

控除対象外消費税問題の今後について、消費税8%引上げ時(平成 26年4月)には診療

報酬により対応することが決定しているが、 10%引上げ時(平成 27 年 10 月の予定39) に

は診療報酬引上げではなく税制上の措置を導入すべきとし、う議論が医療界から出されてい

る。筆者も基本的にそうすべきと考えており 、具体的な対応策(案)も 終第 6章にて提示

してみたい。

(3) 本研究の基本的なアプローチ

本研究が扱う医療機関における控除対象外消費税の問題の解決方法は、大きく分けて、①

診療報酬の改定による方法と、②消費税法の改正による方法(立法による解決)の二つがある。

いずれがより妥当な方法であるかについての具体的な議論は第 2章以下で詳細に検討する

こととなるが、この問題に対する本論文の問題意識の焦点は、現行消費税法の課税システム

に基因する医療機関iこおける控除対象外消費税の負担について、診療報酬改定という医療

制度ないし医療政策にその解決を委ねることの妥当性にある。

第 2章第 3節でみるように、公的医療保険制度を採用するわが国において、「望ましし、」

医療政策実現のため公定価格である診療報酬の果たす役割は非常に大きく、その報酬改定

に注がれる労力も甚大であるが、利害関係者の種々の意図を反映させることが求められて

38 例えば、 日本医師会は当該判決を受けた中医協の意義について、「中医協における診療

側の『同意』は、 現行制度の政策的合理性を認めたものではなく、その時々の諸事情を勘

案した政治的判断に過ぎなしリと評している。 日本医師会「医業税制検討委員会答申」

(平成26年 3月) 30頁参照。
39 2014(平成 26)年 7 月 ~9 月期の GDP 伸び率の速報値がマイナスで、あったことなどを受

け、景気条項(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律第 18条第3項)に基づき 2014 年 11月に安倍政権は 10%引

上げを 1年半延期することを表明した。
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いることから、その決定メカニズムは極めて複雑怪奇である。しかも原則として 2年ごと

に改定される診療報酬は、その時々の経済情勢や財政事情を反映した、必ずしも継続性を重

視しているとはいえないような改定がなされる傾向にある。そのような診療報酬改定によ

って、医療機関にとっての法的安定性や予測可能性 ・透明性の確保40が要請される消費税の

問題の解決を図ることが果たして妥当といえるのであろうか。非課税に伴う負担は転嫁に

より解決するのが消費税の「原則jであるとして、租税法内部による解決を放棄し医療政策

に丸投げすることが果たして妥当な政策的判断と言えるのか。もっともこれは、医療政策と

租税政策とのいずれが優位であるかとしづ議論ではなく、両政策の機能に応じた役割分担

の問題であると考えられる。ここでの判断基準は、国民がし、かなる「価値Jに重きを置いて

選択するのかということになるであろう。

仮に後者の②による場合には、解決策を検討する際の手順と基準が問題となるだろう。す

なわち、平成元年の消費税導入時及び平成 9年の消費税率引き上げ時には上記①の方法に

よったわけであるが、今回の消費税率の引上げ時41の対応として①の方法は果たして適切と

いえるのかどうかがまず検討され、その結果それによる対応では不適切であることが言え

なければ、②を検討する意義は乏しいということになる。そのような判断を下すための前提

条件として、わが国の医療機関の経営状況についてのデータによる把握及び診療報酬制度

の基本的な理解が必要となることから、本論文で、はその点についても必要に応じて触れる

こととする420

次に、控除対象外消費税問題に対処するため消費税法の改正を行うとして、どのような改

正を行うのか検討する際には、まず現行税制を前提に適切な措置を講じるという手法によ

らざるを得ないということを念頭に置くということである。税制改正の議論をする際、やや

40 医療機関の経済的な意思決定におけるこれらの法的価値の保障は、憲法制条に規定さ

れる租税法律主義の重要な機能であるといえる。金子宏「租税法における学説と実務j

『租税法理論の形成と解明上巻~ (有斐閣 ・2010 年) 129 頁参照。

41 平成 24年8月に可決 ・成立した改正消費税法(社会保障の安定財源の確保等を図る税
制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)によれば、平成 26
年4月から 8%、平成27年 10月から 10% (いずれも地方消費税を含む)に引き上げられ

ることとなっている。

42 現状把握のための統計データ等の分析は法律学的な研究の枠外であるという見方もある

かもしれないが、現状の正確な理解 は制度設計の前提であり、より良い法制度を導入する

ためには必要不可欠な作業であると考えられるため、本研究ではこの点にも配意したい。

同様の問題意識として、渡辺徹也「外因子会社配当益金不算入制度の意義と効果J租税法

研究第40号 (2012年) 106頁参照。
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もすると現行税制の枠組みを無視して、あたかもまっさらな状態で新税制を構築するかの

ごとき議論を展開する例もみられるが、実際にはそのような手法を採ることはできない。現

行の消費税法は、社会保険診療の提供に対する消費税は導入以来非課税とされており、国民

(=患者)は既に 20年余そのような取扱いを前提に社会保険診療を受けている。したがっ

て、仮に社会保険診療の提供に対する消費税の取扱いを非課税から別の取扱いにする場合43

には、何故そうなるのか、そうすべきなのかを国民全般に対して説得力のある説明を果たす

ことが強く求められるということになる。

また、 上記検討の結果仮に立法措置が必要とされる場合、いかなる立法措置が考えられ、

そのいずれが妥当であるのかを比較検討することとなるが、立法的解決によるケースでは

現行税法上存在しない新たな措置の導入が必要となることが多い。その場合には、当該制度

を導入した場合、予想される影響(プラス面及びマイナス面の双方)についても慎重に検討

することが不可欠となるが、その際に参考となるのは既に導入済みの諸外国における立法

趣旨とその運用状況の解明である。したがって、本研究では比較制度論的アプローチを行う

こととしたい。

実際に比較制度論的アプローチを行うにあたって重要なのは、言うまでもなく、どの国の

制度を比較検討対象として取り上げるのかである。消費税は付加価値税制に分類されるが、

付加価値税は世界で初めてフランスにおいて導入されてから未だ60年程と歴史が浅く、所

得課税と比較すると研究の蓄積44は必ずしも十分ではない。また、 EU においては付加価値

税指令による税制の標準化を目指しており、その規定が EU 域内だけでなく域外の諸国に

おける付加価値税制にも影響を及ぼしている。一方で、付加価値税指令は加盟国の実情に合

わせた「逸脱jをも認めているが、それにより付加価値税制が本来持つはずの簡素性や中立

性が阻害されているとして問題になっており、 EU 域外のより中立的な税制(カナダ、オー

ストラリア、ニュージーランドなど)を参照しながら再構築を模索しているところである 。

上記を踏まえ本研究においては、比較制度論的アフ。ローチの対象固として、次の観点から

EU の付加価値税指令を含むイギリス、カナダ及びオーストラリアを取り上げた。第一に、

わが国において 1989 年に消費税を導入するにあたり制度設計の模範としたのが欧州の付

43 消費税における非課税から課税への転換とは、消費税の枠外にいた 終消費者を枠内に

呼び込むことであるととらえることが可能であろう。

44 租税法の研究を質 ・量ともに牽引するアメ リカにおいてが未導入であることも、付加価

値税研究の困難さにつながっている。
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加価値税制であり、医療を非課税としたのも欧州における取扱い(付加価値税指令において

にその基本原則が示されている)に倣ったものであるとされるためである 。第二に、欧州の

中でもイギリスは付加価値税制の税率構造が複雑であり、そのような制度を採用した背景

とその実態(後述するマーリーズ・レビューではそのような税率構造に関して批判的な検討

が加えられている)を解明することはわが国の消費税 制度の設計、中でも仮に非課税から別

の課税形態(軽減税率など)に移行した場合の影響といった事項を検討するにあたり何らか

の示唆を得ることが期待されるためである。第三に、カナダ及びオーストラリアにおける付

加価値税45の導入は 1990 年代以降と OECD 加盟国中後発のグ、/レープに属しており、両国

においては制度設計に当たりイギリスをはじめとする欧州諸国における制度の問題点を検

討しているものと考えられるためである。付加価値税制の発展は単線的なものではなく、先

行する欧州の税制を遅れて導入する国が参照し是正すると、それをまた欧州が参照して是

正を検討するという動きを示している。そのため、カナダやオーストラリアが欧州の付加価

値税のどのような点を問題としどのような改良を加えたのかを解明することは、わが国の

制度設計に有力な示唆を与えるものと考えられる。第四に、カナダ、及びオーストラリアはと

もに英連邦加盟国であり、医療制度についてもイギリスの強い影響を受けているため、医療

に係る付加価値税の取扱いについて比較検討する意義が十分あると考えられるためである。

なお、前述のとおり、控除対象外消費税問題については、消費税率8%引き上げ時には診

療報酬改定により46、10%引き上げ時には何らかの税制上の対応を行うこと47が明らかにさ

れている。そのため、本研究は 10%引上げ時というタイミングで対応可能な税制上の措置

という点にも配意した分析及びそれに基づく提言を行うこととしたい。

45 イギリスに遅れて付加価値税を導入した英連邦諸国の多くにおいては当該税制を

GST(Goods and Services Tax) と称する。

46 中医協医療機関等における消費税負担に関する分科会(以下「中医協消費税分科会 J)

rw医療機関等における消費税負担に関する分科会』における議論の中間整理J(2013 年9

月25日) 2 - 6頁参照。なお、当初は平成24年8月に可決 ・成立した改正消費税法第7

条第1号トにおいて、「医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新た

に一定の基準に該当するものに区分して措置を講ずることを検討しJとあったが、中医協

消費税分科会での検討の結果、投資のタイミングによる医療機関聞の不公平が生じること

や、医療機関独自の判断による投資のみを取り 出して補填することに保険加入者の理解を

得ることが困難といった理由により、 8%引上げ時に高額投資への措置を講ずることは見
送られた。問中間整理1 - 2頁参照。
47 自由民主党 ・公明党「平成 25年度税制改正大綱J90頁及び同「平成26年度税制改正

大綱J117 頁。

16 



2 .論文の構成

本章においてはまず本研究の目的とその分析手法を述べたのち、本研究により解決への

方向性を示したいと考えている医療機関における控除対象外消費税負担の問題が争われた

神戸地裁の裁判例の検討を行ったところであり、そこで抽出された問題点を第 2章以下に

おいてどのようなアプローチで分析し解決への方向性へと導いていくのかについて説明し

た。

第2章においては、本研究のメインテーマである医療機関における控除対象外消費税問

題を取り上げる。すなわち第2章においては、まず医療機関における控除対象外消費税の負

担状況について確認した後、付加価値税としての消費税の基本的な仕組みにつき課税の累

積を排除する仕入税額控除のメカニズFムに焦点を当ててその内容をみていくこととする。

次に、控除対象外消費税が発生するメカニズ、ムとその負担が医療機関の経営に与える影響

を検討し、合わせて当該問題解決のための選択肢及び各選択肢のメリット・デメリッ トを提

示する。

第3章では、付加価値税の税率構造と医療機関における控除対象外消費税問題の比較制

度分析48を行う前提として把握すべき、第4章以下で取り上げるイギリス、カナダ、オース

トラリアとわが国の医療制度の比較分析を行う。

第4章では、付加価値税の税率構造がわが国と比較して相当程度複雑であり、ゼロ税率や

非課税措置が広範に認められているイギリスの付加価値税について、 EUの付加価値税指令

との関係にも触れながら取り上げて、当該税率構造を持つこととなった背景とその複雑さ

ゆえの問題点、マーリーズ・レビューを中心にした見直しの議論の動向について検討する。

第5章では、前半で病院等の公的機関に対し控除不能となった付加価値税の一部を還付

する仕組みを持つカナダの付加価値税を取り上げ、その仕組みが導入された背景とのわが

国への導入可能性について検討する。同章の後半では、医療の提供に関しゼロ税率が適用さ

れるという世界的に見てもユニークな制度を持つオーストラ リアの付加価値税を取り上げ、

その意義を検討する。

後の第 6章では結論として、前章までの付加価値税制の比較法的検討を踏まえ、わが

国の医療機関における控除対象外消費税問題の解決策として、カナダの付加価値税制に範

48 租税法における比較法ないし比較制度分析においても一般にアメリカ法の重要性は高い

が、本研究においては、付加価値税を導入していないアメリカの重要性はEUやカナダ ・
オーストラリアほど高くないものと考える。
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をとった還付制度の導入という方法をまず示し、次いで当該手法の他の非課税措置への応

用可能性にも触れつつ、 後に今後の課題を提示する。
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第2章 医療機関における控除対象外消費税問題

1. はじめに

本章では、医療機関において問題となっている控除対象外消費税の負担について、付加価

値税制度の基本的な仕組み、中でも税率構造と仕入税額控除との対応関係に焦点を当てな

がらその発生メカニズムを解明するとともに、当該負担が医療機関の経営に与える影響、解

決のために考えられる選択肢及び各国の付加価値税制におけるこの問題の現状について分

析する。ただし、この問題を分析する上で重要なのは、付加価値税の転嫁のメカニズムとそ

れが機能しない公定価格と しての社会保険診療報酬を理解することであるため、合わせて

この点についても述べることとしたい。

2. 医療機関の経営状況

(1) わが国における医療の提供体制

医療機関の経営状況についてみていく前に、まずその前提となる医療の提供体制を概観

することが有益であるだろう。厚生労働省によればわが国における病院lの開設主体の内訳

は次頁の図のようになっている。

1 i病院」とは、 1948 年に制定された医療法上、入院可能な病床数20以上の施設をいう

(医療法1の5①)。
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0 図2 - 1 開設者別施設数(平成 23年 10月 1日現在)

国， 274 (3.2 % ) 

社会保険関係

団体， 121

(1. 4%) 

(注) ["公 的医療機関」とは医療法 3 1条に規定される開設者による医療機関で、自治体病

院、 日本赤十字社、済生会、厚生連、 国保連合会などを、 「その他j とは公益法人、私立大

学、社会福祉法人、 医療生協、株式会社などによる医療機関を指す。

(出典) 厚生労働省 「平成 23年医療施設(静態・ 動態) 調査 ・病院報告J

さらに、病院における開設者別の病床数のシェアを見てみると以下の図のよ うになる。

O 図2 - 2 開設者別病床数の、ンェア(平成 23年 10月 1日現在)

(出典) 図2 - 1と同 じ

国 116 .191
(7.3% ) 

8 % ) 

社会保険関係

団体， 35，599

(2.3% ) 

総数 :1，583，0 73床

図2 - 1・2 - 2から明 らかなように、わが国の医療の提供体制は医療法人を中心にした
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民間2が中心で、病院に関しては個人立を加えると施設数では 7割強、病床数でも 5害1J強を

占めている3。これは欧州では国公立病院や宗教系の慈善病院が主流であるのと大きく異な

る傾向を示している。その歴史的な理由については、一般に、 1874 年に文部省が発布した

「医制」以来「自由開業医制Jが採用されていたこと4や、戦前において地方政府に公立病

院への財政支出を行う余裕が乏しかったこと、医師のキャリアパスとして勤務医として全

うするのではなくある程度経験を積んだのち独立開業する(もしくは親の跡を継ぐ)のが 一

般的で、あったこと5、1950 年の医療法人制度や 1960 年の医療金融金庫(現在の独立行政法

人福祉医療機構)の創設など政策的に戦後ほぼ 一貫して民間医療機関の奨励・ 量的拡大に努

めたこと6などが挙げられるところである。

(2) わが国における医療機関の経営状況

次に、わが国における医療機関の経営状況について統計データをもとにみてし、く。 初に

医療機関の中核となっている医療法人に占める黒字法人7の割合を示すと以下のようになる。

O 図2-3 黒字病院比率の推移

95.0% 

90.0 % 

85. 0% 

80.0% 

75.0% 

70.0 % 

65.0% 
2004 年度 2005 年 度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度

(出典) 厚生労働省「平成 22年度病院経営管理指標J

:6% 

ー申E 一般病院

ー唱ーケアミックス病

院

ーーー療養型病院

ー咽ー精神科病院

2本稿では、わが国の「民間j の医療機関を開設主体が医療法人及び個人であるものに限

定する。

3厚生労働省の同じ調査によれば、施設数に関しては病床数 19以下の「診療所(歯 科を除

く、総数99，547 施設 ・129 ，366 床、医療法1の5②)J の場合、医療法人が 37.0%、個人

立が 46.4%と合わせ て83.5%、病床数に関しては医療法人が 67.0%、個人立が 28.0%と

合わせて 95.0%となり、更に高い割合となっている。

4 島崎謙治『日本の医療~ (東京大学出版会 ・2011 年)340 頁。

5 猪飼周平『病院の世紀の理論~ (有斐閣・ 2010 年) 48-49頁参照。

6 島崎前掲注4書 76一78 頁、池上直己 ・ J.C.キャンベル『日本の医療~ (中央公論新社 ・

1996 年)58 頁。

7 当該年度の経常利益が黒字の病院をしづ。
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上記図 2~3 は民間医療機関である医療法人のデータであるが、閉じ調査において 自治

体病院、社会保険関係団体及びその他公的病院(日本赤十字社、済生会、厚生連など)の比率

も公表されており、 2010( 平成 22)年度の一般病院に関しては、自治体病院は 59.3%、社会

保険関係団体が 64.7% 、その他公的病院が 79.6% となっている。これから、法人税法上、

社会医療法人を除き普通法人と取り扱われ医業利益に対して法人税が課される医療法人の

方が概ね経営状況がよく、効率的な経営が行われていることを窺わせる(法法 4①、別表第

病院の形態別にみると、一般病院8が も黒字病院の割合が低く、療養型及び精神科が高

い傾向にある。主として小泉政権時の診療報酬改定(後述第 10節参照)の影響により 2008

年度には一般病院の黒字割合は 70%を割り込む水準 まで、下がったが、その後の診療報酬の

プラス改定により精神科病院を除き概ねどの形態も黒字割合が改善してい る。

次に、医療法人における黒字経営の割合を国税庁の統計9による全法人のデータと比較し

てみると以下の図 2 ~ 4 のようになる。

0 図 2 ~4 黒字法人の割合の推移

100.0% 

90.0% 

80.0 % 

70.0 % 

60.0% 

50.0% 

40.0 % 

30.0 % 

20.0% 

2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008年度 2009 年度 2010 年度

ー申ー一般病院

ー・ーケアミックス病院

ーーー療養型病院

ー軸ー精神科病院

ー軸ー全法人

(出典) 医療法人については図 2 ~3 と同じ、 全法人については国税庁編 「平成 22 年度分

会社標本調査10J

8一般病院は主として急性期の疾患を扱う一般病床が全体の 80%以上の病院、療養型病院

は主として長期にわたる療養を必要とする患者を収容する療養病床が全体の 80%以上の病

院、精神科病院は精神病床が全体の 80%以上の病院、ケアミックス病院はそれらのいずれ
にも該当 しない病院をいう。

9国税庁編 「平成22年度分会社標本調査j

10国税庁の統計の 2004 ・2005 年度は各年の2月 1日~翌年1月 31 日までに終了した事

業年度をいい、 2006 年度以降は各年の4月 1日~翌年3月31日までに終了した事業年度
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全法人(約258 万社)に占める黒字法人11は概ね3割程度で推移しているが、リーマンショ

ック後の景気低迷を反映して 2008 年度以降その割合は 30%を切っており、2010 年度は

27.2 %である。

黒字法人の割合の推移に関し、全法人の状況と医療法人の状況とを比較すると、 概ね以下

のようになるものと考えられる。

① 全法人の黒字割合は景気動向に左右されるが、医療法人は景気動向よりもむしろ公定

価格である診療報酬の改定に左右される傾向にある。

② 全法人の黒字割合と比較すると医療法人の黒字割合は概ね 80%程度と相当程度高い。

これは主として医療法人の収入の大半を占める社会保険診療報酬が公定価格であり、そこ

では出来高払い12を中心にするなど医療機関の経営に配慮した価格設定になっているため

と考えられる。当然のことであるが、価格の決定プロセスが異なる業態の経営状況を単純比

較することには慎重であるべきだが、現状把握という点ではこのような比較にも一定の意

味があるだろう。

さらに病院の利益水準を見ていくこととする。本業の収益力を示す医業利益率13の推移は

次頁の図のようになっている。

をいう。

11 比較する国税庁の統計における表記は f欠損法人以外の法人j となっている。欠損法人

にはその年度が黒字で、あっても繰越欠損金の控除(法法 57) により所得金額がゼロとなった

法人も含まれているため、黒字割合が医療法人におけるそれよりも低くなることに注意が

必要である。

12 一般に、診療行為ごとの標準的な原価を基準に一定の利益を乗せた診療報酬金額が定め

られ、その行為ごとに当該報酬金額を支払われる方式をしづ。診療行為の原価を基準に利

益が乗せられた診療報酬が支払われるため、医療機関は通常一定の利益を確保することが

できるこ ととなる。本章第3節参照。

13民間企業でし、う営業利益率を指す。
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0 図2- 5 医業利益率の推移

7.0% 

6.0 % 
6.2% 

5.0% 

4.0% 
!:鋭 ーー一般病院

ー・ー ケアミ ックス病院
3.3% 

3.0% ー，ー療養型病院

ー軸ー精一神科病院

2.0% 

1.0% 

0.0% 

2004年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008年度 2009 年度 2010 年度

(出典) 図2-3 と同じ

医療法人については全般的に一般病院の利益率が低く 、療養型病院の利益率が高い。療養

型病院は一般病院と比較して医療スタッフの配置基準14が緩和されており、人件費負担が重

くないため利益率が高くなる傾向にある。 しかし一般病院についても 2008 年度の1. 2%を

底にその後改善され、 2010 年度には 3.3%まで上昇している。これは特に 2010 年の診療報

酬がプラス改定されたことの影響と考えられる。とはいえ、医療機関における控除対象外消

費税の負担が平均して 2%強15とされる中で、税率が 10% となった場合には特に一般病院

については現状の利益率ではその負担を吸収することは困難であると言わざるを得ないだ

ろう。

当該指標に関しても、閉じ調査において自治体病院、社会保険関係団体及びその他公的病

院の割合が公表されており 、2010( 平成 22) 年度の一般病院に関しては、 自治体病院はマイ

ナス 13.2 %、社会保険関係団体が 0.1% 、その他公的病院が2.0 %となっている。医療法人

の利益率は他の経営形態のそれを上回っているが、 中でも利益を計上しないと存続が危ぶ

まれる民間病院と、他会計負担金等の補助金により赤字部分が補填される自治体病院との

14一般病院(一般病床)の医師の配置は患者 16人に 1人以上、看護師は患者3人に 1人

以上とされているのに対し、療養型病院(療養病床)の場合医師は患者 48人に 1人以

上、看護師は患者4人に 1人以上とされている(医療法施行規則 19) 。

15 日本医師会 ・日医総研「消費税の実態調査J(平成21年2月 12 日 ・平成24年 7月改)7

頁。
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差は顕著である16。控除対象外消費税の負担についても、赤字に転落してもそれが補填され

ることがない民間病院の方がより深刻な問題となり得るであろう。

3. わが国の診療報酬制度

(1) 公的医療保険の特徴

社会保障制度は一般に大きく、財源調達の観点から社会保険方式と税方式の二つに分け

ることができる。わが国の医療保障制度は基本的にそのうちの社会保険方式、すなわち公的

医療保険制度を採用している17。公的医療保険制度の下では、制度の対象者に一定の拠出(保

険料)を義務付け、当該拠出を財源に(さらに税金などの投入なども含めたところで 18) そ

の対象者に給付を行うとしづ仕組みが採られている。

公的医療保険の特徴は一般に以下の点が挙げられる190

① 拠出に基づく給付(医療の場合原則として現物給付)は、国民の自助努力、自己責任の

考え方と親和的であり、自立した国民によって形成される国家という現代の福祉国家の理

念に合致する。

② 拠出された保険料が基本的にすべて制度の財源に充てられるため、財政面における安

定性が高い。

③ 税方式を採用した場合と比較すると、給付水準が財源による制約を受けにくい。

④ 労働者保険型20の場合、労働者(被保険者)を使用する事業主にも保険料の負担義務が

16 自治体病院の低採算性を正当化する根拠として、自治体病院は地域医療の確保という観

点から政策的医療や不採算医療、すなわち小児、周産期、救急、災害及びへき地医療(玉

事業)といった医療への取り組みが求められているからという主張がよくなされる 。しか

し、このような医療を民間の医療法人が担っている事例は枚挙に暇がなく、低採算性・高

コスト体質を正当化することは困難であるという反論の方が説得力を持つものと考えられ

る。島崎前掲注4書 343 -349 頁参照。

17 その他の医療保障制度は公費医療及び医療扶助である。公費医療は感染症対策などの予

防医療や健康被害に関する医療等をいい、医療扶助は生活保護法に基づいて医療を要する

被保護者に対して行う現物給付である(生活保護法 15、34) 。

18 諸外国における一般的な理解では、財源の一部に税を用いても社会保険制度と定義され

るが、その割合が大きくなれば税方式との境界が暖昧となる。笠木映里「医療 ・年金の運

営方式J 日本社会保障法学会編『これからの医療と年金~ (法律文化社・ 2012 年)1 5頁参
照。また、社会保険といえども税が投入されるのであるから、社会保険を税方式と対比 さ

せるのは適切ではないとして、税方式を社会扶助方式と呼ぶべきとの指摘もある。堀勝洋

『社会保障法総論(第 2版U(東京大学出版会・ 2004 年) 39-40頁参照。

19 笠木前掲注目書 15-17 頁参照。

20 19世紀末のドイツで採用されたビスマルク立法に端を発する社会保険制度で、被保険

者が労働者に限定されるという特徴がある。わが国では健康保険法による医療保険が労働
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あるため、労働者の保険料負担が軽減される。裏を返せば、当該事業主負担が雇用に伴うコ

スト増につながる。

⑤ 拠出できない者が制度から排除される可能性がある。

わが国の公的医療保険は大きく分けて、保険者、被保険者及び医療機関(保険医療機関)

の三者によって成り立っている。保険者は公的医療保険を管理運営する主体であり、例えば

国民健康保険の場合市町村ないし特別区(地域保険)及び国保組合(職域保険)である 。被

保険者とは保険の加入者であり、保険料を(事業主と共に)拠出し医療の現物給付を厚生労

働大臣の指定を受けた保険医療機関21から受ける。

わが国の公的医療保険は 1961 年に、全国民が何らかの公的医療保険の適用を受けること

ができるとしづ意味での「国民皆保険Jを達成し現在に至っている。国民皆保険を達成して

以来、わが国の医療保障制度、中でも公的医療保険制度の基本理念は、所得水準に関わらず

必要かつ十分な医療が受けられるとしづ普遍主義的な「医療の平等消費Jであると考えられ

る。

保険医療機関が被保険者・被扶養者に医療サービスの提供(療養の給付)を行った場合、

その対価として保険者が保険医療機関に支払う金銭を社会保険診療報酬(単に診療報酬と

称することも多し、)という 220

(2) 診療報酬の仕組み

公的医療保険制度において重要な二つの柱は、保険料の徴収(ファイナンス)と医療提供体

制(デリパリー)である 23。保険料は公的医療保険制度を支える主たる資金源であり、被保険

者(及び雇用主)から支払われる当該保険 料の徴収(ファイナンス)機能を担うのは保険者

24である。一方、被保険者及び被扶養者に対する保険医療の給付(デ リパリー)を担うのは

保険医療機関である。これらの二つの柱は、診療報酬を介在して機能する。すなわち、徴収

者保険型である。

21 社会保険診療を行うためには、(保険)医療機関で診療を担当する医師も「保険医 」 と

して登録をする必要があるが、これを二重指定制といい、医師個人についても保険診療に

対する責任を明確化するという趣旨であるとされる(福 岡地裁昭和 36年2月 2日判決・

訟月 7巻 3号 666頁)。

22 西村健一郎『社会保障法~ (有斐閣 ・2003 年) 204 頁。保険薬局が行った療養の給付

(処方薬の提供など)も診療報酬の対象となる。

23 加藤智章「公的医療保険と診療報酬政策」日本社会保障法学会編『これからの医療と年

金~ (法律文化社・ 2012 年)113-114 頁参照。

24 公的医療保険を管理 ・運営する主体で、健保組合や国保組合、全国健康保険協会(協会

けんぽ)、共済組合等を指す 。
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すべき保険料(の 料率)は診療報酬の水準と リンクしており、また、保険医療の給付の内容

は診療報酬の適用範囲により画定されるからである。わが国の公的医療保険は、ファイナン

ス面では国民皆保険制度の下、 伸び続ける国民医療費をどのように賄 うかが近年の重要課

題であり続けている。一方のデリパリ一面では自由開業医制と医療機関へのフリーアクセ

スで特徴づけられるわが国の医療提供体制の下、患者のニーズ‘と医療の提供のミスマッチ25

をし、かに解消するかが課題となっている。

診療報酬は、主として医師・歯科医師の提供する診療に対して支払われる報酬で、大きく

分けて自由診療報酬と社会保険診療報酬とに分けられる。 このうち自由診療報酬は公的医

療保険の適用を受けない自由診療に係る報酬で、医師と患者との交渉によりその価格が決

定される26。一方、公的医療保険の適用を受ける社会保険診療は、健康保険法 70条 1項の

委任に基づき厚生労働省令で、ある療養担当規則 u保険医療機関及び保険医療養担当規則J)
に基づき診療を行うことが求められており 27、その報酬(社会保険診療報酬)は公定 価格が

定められている。すなわち、社会保険診療を提供した医師・ 歯科医師は、原則として「診療

報酬の算定方法28Jに定められた診療報酬点数に基づき患者に報酬を請求することとなる

(点数単価出来高払い方式)。 出来高払い方式は医師の裁量性が尊重され医学の進歩に即応

できるという利点がある29半面、 一般に過剰診療になる傾向にあり、医療費の高騰にもつな

がりかねないことから、わが国においても 2003 年 4月から、大学病院など高度先端医療を

提供する特定機能病院を中心に、医師による診断 Cdiagnosis )と具体的になされた診療行為

(procedure) に基づく診断群分類との組み合わせ(combinatio n)により診療報酬を決定する定額

払い制度(Diagnos isProcedure Combination ， DPC) が導入された。DPC 制度下における診療報

酬は、手術料や麻酔料といった出来高部分と、入院基本料や検査など包括評価部分30とで構

25 首都圏における小児周産期医療の提供不足や歯科医の過剰、東北地方やへき地における

医療過疎、 全国的な救急医不足などがその例である。

26 厚生労働省の統計 u平成24年度国民医療費J) によれば社会保険診療の金額(国民医療

費)は約 39 .2兆 円となっているが、自由診療についてはその規模が分かるような公的統計

が存在しない。

27 ただし、柔道整復師等による施術を受けた場合等のケースでは例外的に、被保険者が治

療費(自 由診療扱い) をいったん全額医療機関に支払い、その後被保険者の申請により保

険者が治療費の 7害IJ相当額を被保険者に対して支払う「療養費」という制度も存在する

(健康保険法8 7、国民健康保険法 54)。

28 原則として 2年に一度改定され、直近のものは平成26年厚生労働省告示第 57号「診
療報酬算定方法の一部を改正する件(告示)J である。

29 島崎前掲注4書 364 頁。

30 出来高払いによる過大診療の弊害を除去するために導入された診療報酬の包括化は、逆
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成され、後者は診断群分類ごとに定められた 1日当たりの点数と入院日数などを掛け合わ

せて算定されることとなる。したがって、現在のわが国の診療報酬は、出来高払いと包括支

払い方式の混合形態であるといえる31。社会保険診療報酬は、患者が医療機関の窓口で支払

う一部負担金と医療機関が保険者に対して支払いを請求する金額(療養の給付に関する費用、

健康保険法 76①)とで構成される 。

わが国の診療報酬は基本的に病院と診療所とで同じ報酬体系で計算される。そのため、診

療所と病院との機能が未分化であり、両者の外来部門で患者の競合がしばしばみられるが、

近年その弊害を是正するための措置(病診連携)が重要視されている 。

自由診療に保険診療を付加して行うことを一般に「混合診療j といい、 1976 年の厚生省

の行政解釈によって禁止されている、と説明される32。混合診療の禁止33により、混合診療

を行うと、保険診療部分も保険給付の対象から外され、被保険者が自由診療部分のみならず

診療全体について全額自己負担せざるを得なくなるとしづ結果を招くこととなる。混合診

療をめぐる 近の裁判例としては、腎臓癌を患っている原告が、保険診療であるインターフ

エロン療法と保険外診療である活性化自己リンパ球移入療法を併用する治療を受けていた

ところ、保険外診療のみならず保険診療も全額自己負担となったことから、これは国の法的

根拠のない誤った見解によるもので、原告は保険診療分につき療養の給付を受ける権利が

あることの確認を求める訴えを提起したものがある。一審の東京地裁(東京地裁平成平成 19

年 11 月 7日 ・判時 1996 号 3頁)は原告の主張を認めたが、控訴審(東京高裁平成 2 1年9

月 29 日 ・判タ 1310 号66頁)では原 判決を取り消し、上告審でも 高裁は本件の保険外診

療が評価療養の要件を満たさないため、保険外併用療養費の支給要件を満たさないことか

ら、保険診療部分も療養の給付を行うことができない旨判示した( 高裁平成 23 年 10 月

25 日 ・民集 65巻 7号2923 頁)。

に過少診療を促しかねないことが指摘されている。稲森公嘉 「公的医療保険の給付J日本
社会保障法学会編『これからの医療と年金~ (法律文化社 ・2012年)98 頁参照。

31 島崎前掲注4書 103頁

32 ただし、保険医療機関及び保険医が遵守すべき療養担当規則は健康保険法を根拠法とし

ており、それに係る違反行為は保険医療機関指定や保険医登録の取消処分となり得ること

も同法(健康保険法 80、81) に規定されているため、少なくとも保険医療機関及び保険医

に対する行為規範としての混合診療禁止には法的根拠はあるとしづ有力な見解も存する。

島崎前掲注4書 239 ー240 頁参照。

33 混合診療(公的医療給付と私的医療給 付の同時提供)の禁止は、公的医療保険制度を持

つ日本のみならず、いわゆる税方式を採用するイギリスやカナダでも議論の的となってい

る。
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ただし、 2006 年に導入された保険外併用療養費制度34 (健康保険法86)により、高度の

医療技術を用いた療養等のうち厚生労働大臣が指定するもの(評価療養、健康保険法 63②

三)及び被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(選定

療養、健康保険法 63②四)を 療養の給付の対象外(自 由診療)とするものの、被 保険者が

保険医療機関からこれらの給付を療養の給付と併せて受けた場合には、療養の給付に相当

する部分が保険外併用療養費として保険者から金銭が支給されることとなった。混合診療

解禁の主張は繰り返しなされているが、今後は保険外併用療養費制度の拡充でどこまで対

応できるのかが議論の焦点、となっていくものと考えられる。

(3) 診療報酬改定のフ。ロセス

自由診療報酬は私的自治の原則に基づき医師と患者間の交渉により自由に価格が決定さ

れるため、通常の財の価格決定メカニズムと特に差異はない。ところが社会保険診療報酬は

公定価格であるため、医師 と患者間の交渉により価格を決定することはできない。代替的に、

診療報酬は健康保険法76条2項の規定に基づき、原則として2年に一回(西暦の偶数年)、

医科、 歯科及び調剤の三種類に関し厚生労働省中央社会保険医療協議会(中医協)に対する

諮問を経て決定されるが、これを診療報酬改定としづ。以下で診療報酬改定のプロセスを簡

単に見ていくこととする。

診療報酬改定において も重要な役割を果たしているのは社会保険医療協議会である。

1950 年に設置された社会保険医療協議会はその根拠法(中央社会保険医療協議会法 )に基

づき、厚生労働省に中央社会保険医療協議会(中医協)が、 地方厚生局に地方社会保険医療協

議会(地医協)が置かれている(社会保険医療協議会法 1)。中医協は支払側委員、診療側委員、

公益代表により構成されており、事実上、支払側と診療側との交渉の場となっている350

診療報酬の改定は、内閣が予算編成過程で決定する診療報酬の改定率を前提36に、厚生労

働省社会保障審議会(医療保険部会及び医療部会)において策定された基本方針に基づ、き 37、

34 この制度の前身となる 1983年に導入された特定療養費制度においては、 一部の特定承

認保険医療機関(大学病院など)での医療行為しか対象で、はなかったが、本 制度は全保険医

療機関での医療行為にその対象が拡大されている。

35 遠藤久夫「診療報酬制度の理論と実際J遠藤久夫 ・池上直己編著『医療保険・診療報酬
制度~ (勤草書房・ 2005 年) 76頁参照。 2013 年6月 24 日現在の中医協のメンバー構成は

支払い側7名、診療側 7名、公益代表6名及び専門委員 10名である(社会保険医療協議

会法3①③)。
36 元々改定率も中医協で審議されていたが、 2004 年に発覚した歯科の診療報酬改定をめ

ぐる贈収賄事件を契機になされた改革により、その決定が内閣に移管された。

37これも上記注36と同様に中医協から移管された。
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中医協においてなされる具体的な診療報酬点数の設定等を経て実施されるというプロセス

をたどるのが通例である。

こうしたプロセスを経て決定される診療報酬であるが、近年はわが国における医療需要

の多様化及び高度化、 疾病構造の変化(慢性疾患や生活習慣病のウエートの増加) とそれら

に対応するための医療供給の高度化・複雑化により、診療報酬制度は精徹化と複雑化が益々

進んでいる。そのため、例えば消費税率の改定を診療報酬改定に反映させるということが、

技術的に非常に困難になっているというのが実態である380

(4) 診療報酬制度の問題点

医療の提供に係る価格については、 市場メカニズムに委ねるという国(アメ リカなど)は

むしろ例外で、多くの国において政府による価格決定への介入がある。これは主として情報

の非対称性、すなわち豊富な専門的知識を有する医師及び医療従事者がそれを持たない患

者に対する医療サービスの価格決定権を握った場合、 価格が不当に吊り上げられかねない

といった現象(資源配分の非効率性)を防止するための措置であるが、別の側面として、医

療政策を実現ないし誘導するための手段としても用いられている39。わが国の医療機関は収

入の大半を社会保険診療に依存しているため、診療報酬の改定に敏感に反応することとな

り、これが有効に作用するといわれる40。ところが、医療政策を実現ないし誘導するための

手段として診療報酬制度を用いることに関し、その有効性が疑問視される事態が生じてい

る。

例えば、現在厚生労働省は在宅医療の推進を図る観点から、訪問診療の報酬を外来よりも

引上げているが、これに目を付けた紹介ビジネス業者が高齢者施設の患者を一括・大量に開

業医に紹介し、診療報酬の一部を医師から徴収するというスキームが横行しているという

べこのスキームの問題点は、営業努力を省いて診療報酬を稼ぎたい開業医と紹介料を稼ぎ

38 具体的には、医療機関が税率引き上げに伴い負担することとなる消費税額を診療報酬に

反映させる場合には、 理論的には診療報酬点数表の全項目につき一律に引き上げる必要が

あるが、わが国において過去にとられた対応はそれとはかけ離れた、極めて不徹底な方法

で、あった。この点については本章第 10節で説明する。

39 例えば、 2006 年の診療報酬の改定で、は全体がマイナス改定となる中、 7対 1看護や在

宅療養支援診療所などに手厚い評価がなされた一方で、療養病棟入院基本料が大幅に引き

下げられるなど、政策的に望ましいものに手厚くそうでないものには薄く、と項目ごとに

メリハリのつけた改定がなされている。

40 島崎前掲注4書 117 頁。

4 1 2013 年8月25 日付朝日新開。翌日の同紙では、業者が錨灸院に患者を集め、医師が診

療を行うことで、訪問診療を行ったものと偽装して診療報酬を不正請求する事案について
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たい業者の利益が一致した結果、不必要ないし過剰な訪問診療がなされ、医療費の高騰につ

ながることが懸念されるという点である。すなわち、診療報酬による政策誘導を行う場合、

意図せざる弊害が生じて当初の政策目的が実現しないケースが少なくないということであ

る。このケースの場合、公的性格が強し、社会保険診療について純粋営利企業が鞘取りを行う

としづ不健全なビジネスモデノレに対し、何ら規制が加えられていないという医療政策上の

問題点が浮き彫りにされたといえる。

したがって、政策目的の実現手段として診療報酬の改定を用いることには一定の限界が

あると言わざるを得ない。むしろ、診療報酬と規制とを組み合わせることによりようやく政

策目的が実現するケースが少なくないものと考えられる。

また、医療技術の高度化に伴い、診療報酬制度の複雑化が進んでいる。それを反映して、

公定価格でありながら、診療報酬の算定と請求技術の巧拙により、閉じ診療科で同じ治療を

行っても実際の収入金額が異なることも珍しくなく、ひいてはそれが医療機関の経営にさ

え影響を及ぼすこととなる。そのため、医療機関においては医療従事者が医療技術の習得に

努めるのみならず診療報酬の細かい仕組みまで理解することが求められるようになってい

る。実際には、多忙な医療従事者にそこまで求めることは酷であるため、診療報酬制度に精

通した専門家である診療情報管理士42にその業務を委ねるという対策を採るところが多い。

ここまで複雑化した診療報酬制度の下で、控除対象外消費税の負担をそこに適切に転嫁す

ることが理論的にも技術的にも果たして可能なのか、大いに疑問である。

4. 付加価値税の転嫁と価格

(1) 付加価値税の転嫁

わが国の消費税を含む付加価値税は、その負担の転嫁により、納税義務者(事業者又は課

税貨物を保税地域から引き取る者)と担税者(実際に租税を負担する者で 終消費者)とが異

なる間接税である。すなわち、付加価値税は租税負担を納税義務者(=事業者)が他者(与

終消費者43) に転嫁することを予定している租税である。このことの意味するところを以

報じている。このような不適切事案に対応する目的で、 201 4年に行われた診療報酬改定で
は、同一建物に入居する患者への訪問診療に係る診療報酬が大幅に引き下げられることと

なったが、これが不適切事案の排除にどの程度効果があるのか、また、訪問診療(在宅診

療)を真に必要とする患者の受診抑制につながらないのかが、今後問われることとなる 。

42 1972 年にできた民間の資格で、現在は四病院団体協議会及び財団法人医療研修推進財

団で、認、定を行っており、認定者は約25，000 人いる。

43 終消費者への転嫁のメカニズムが機能しない典型が本研究で採り上げている医療機関
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下でまず確認してし、く。

基礎的なミクロ経済学の議論を基に、付加価値税の課税とその転嫁を小売業者と消費者

のみ登場する簡単なケースで図式化すると、以下のようになるべ

0 図2 - 6 付加価値税の課税と転嫁

価格 K 

立| ー ァ/----i~

。 Q1 Qo 

，付加価値税課税後の供給曲線82
/ 

供給曲線 81

需要曲線D 1

産出量

上記の図2-6 において、付加価値税の課税前の財の価格 (P) 及び産出量 (Q) は需要

曲線D1 と供給曲線 81 との交点である Aで決まり、それぞれれ及び Qoである。次に財に

対して付加価値税が課され、その税額がすべて消費者に転嫁される場合、納税義務者が小売

業者であるため供給曲線は上方にシフトして 82 となり、課税後の需要曲線と供給曲線との

交点はBとなるため、財の価格及び産出量はそれぞれ日及び Q1 となる。そのため、当該

財に関しては、消費者の支払い OQ1 BPlで示される面積から小売業者の売上(税抜=手取

り) OQ1 DPo で示される面積の差額である P oDBP1 が国庫に納められる付加価値税額とな

る。Poが税抜価格、 P1が税込価格、付加価値税率が (PI-PO) /PO であることを踏まえる

と、付加価値税額は以下の算式でも示すことができる。

付加価値税額=小売業者の売上(税抜) O QIDPoX 付加価値税率

課税前の小売業者の売上(手取り)は OQoAPoで、あったので、付加価値税の課税により小

が提供する社会保険診療である。

44 以下の議論は、 N .グレゴリー ・マンキュー(足立英之他訳) Wマンキュー経済学Iミク
ロ編(第 3版U(東洋経済新報社・ 2013年)183-1 88頁に基づいている。議論の単純化の
ために前段階の仕入れがないこと、及び、ここでなされている分析は他の市場等の状況や

影響を無視する部分均衡分析(pa rti alequilibrium anal ysis)で、あることに留意すべきである。

また、スティグリッツ(薮下史郎訳) W公共経済学(下 U(東洋経済新報社・ 1996 年)

381 -385 頁も参照。
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売業者の手取りは QIQ OAD だけ減少している。また財の産出量ないし取引量も Qoから Ql

へと減少することとなり、付加価値税はその税額を 100 %消費者に転嫁できたとしても経済

活動の水準(すなわち産出量)を 抑制する効果がある。

(2) 付加価値に対する課税の意義

消費税のような付加価値税は、製品の製造から小売までの生産・流通過程の各段階におい

て生じる付加価値を課税標準として課される税目であるとされる45。付加価値税の課税標準

で、ある付加価値をマクロ経済学的に見ていくと以下のようになるべ

0 図2 - 7 生産 ・流通過程と付加価値

原材料供給業者 製造業者 卸売業者 小売業者

図2-7はある製品の製造から小売までの生産 ・流通過程の各段階において生じる付加

価値を示したものである。上記は個別の取引における付加価値を示したものであるが、これ

を一国の国内で行われる取引全体に拡張しその付加価値の総和を求めると、国内総生産

(GDP )となる。これはGDP を 終財 ・サービスの生産額、すなわち付加価値として測定

する方法である。

GDP の算出方法はほかに二つあり、その一つが国内で、生産された 終財 ・サービスへの

総支出額を求めるという方法がある47。これは消費支出、投資支出、財 ・サービスの政府購

入の合計に、「輸出一輸入」を加えた金額である。投資支出は民間企業投資と民間住宅投資

45 金子宏『租税法(第十九版 U(弘文堂 ・2014 年) 650 頁。ただし、本章第5節でみる

ように、事業者が原価を下回る価格で売却する(要するに 付加価値がゼロないしマイナス

の)場合で、あっても、その対価で課税されることから、厳密な意味での付 加価値を課税標

準とするとは言えないとしづ指摘もある。西山由美「付加価値税のEU域内協調J租税法
研究第26号45頁参照。ただし、これもマクロ経済学的にみれば無視できる点であろう。
46 ポーノレ ・ クルーグマンニロビン ・ ウェルス『クノレーグマンマクロ経済学~ (東洋経済新

報社 ・2009 年) 190 -194 頁参照。

47 以下の議論は立石雅俊 fGDP より推計した消費税額と納税申告額との黍離」自治総研

2010 年8月号 19-20頁に負っている。
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に分けられるので、消費支出を C、民間企業投資をIe、民間住宅投資をh、財・ サービスの

政府購入を G、輸出をX、輸入をMとすると、GDP は以下の算式で示される。

GDP =C+ (le+ h )十G +  (X -M) .. . . .. ( 1 - 1 ) 

上記 (1 - 1) の右辺のうちIeとXを左辺に移項する と、

GDP - Ie-X = C+ h +G-M 

GDP は圏内総産出から中間材料投入を控除した残額でもあるため、圏内総産出をP、中

間材料投入をUとすると、上記算式は、

P-U- Ie-X= C + h十G - M

両辺に付加価値税(税率t) を乗じて整理すると、

t{(p -X)- U -Ie} = t C十th+tG-tM…… ( 1 - 2 ) 

上記 (1- 2) の意味するところであるが、左辺の(P-X)は園内総産出から輸出額を控除

したもので、付加価値税の課税標準に該当する。Uは中間材料投入、Ieは民間企業投資であ

るため、両者の合計が仕入税額控除の対象となる課税仕入額の合計額となる。したがって左

辺は、 理論的には、 課税標準に税率を乗じた付加価値税額から、課税仕入額に税率を乗じて

求められる仕入控除税額を差し引し、た、一国の付加価値税額の総額を意味する。

一方の ( 1 - 2 )の右辺であるが、 付加価値税を負担している部門の内訳を示しており、

Cは家計部門、hは家計部門による住宅購入、 Gは政府部門48でありそれぞれ付加価値税を

負担し、tMは輸入貨物に課された付加価値税であるため国内消費に係る付加価値税額から

控除される。すなわち、付加価値税はその転嫁が完全になされていれば、家計部門と政府部

門が負担していることを意味する。

勿論、 上記計算は実際の各国の付加価値税法の規定を忠実に反映したものではないため、

48 政府支出である公共事業(公 共投資) は民間投資のように中間財扱いはされず、原則 と

して付加価値税が課される。
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上記算式に基づいて計算した付加価値税額と実際の付加価値税収には差異が生じる。例え

ば、 Cには帰属家賃や帰属保険、 付加価値税の非課税項目(国によって異なるが、その代表

的なものは医療、教育、住宅家賃など)が含まれているため、除く必要がある。

GDP の算出に係るもう一つの方法は、要素所得ないし分配所得の合計額を GDP とする

ものである。すなわち、生産要素である労働、土地、他人資本及び自己資本の投入により稼

得された収益が各要素に報酬として分配されると考え、各要素に対する分配所得をそれぞ

れ賃金、 地代、利子及び利潤ととらえてその合計額を GDP とするものである。

医療機関の控除対象外消費税問題を検討していると、とかく個別の医療機関におけるミ

クロ的な議論に終始しがちであるが、付加価値税としての消費税を上記のようにマクロ的

にとらえ、税制の本来あるべき姿を理解しそこから現行税制を分析することで、 個別具体的

な問題の解決を図る際の手掛かりがつかめる可能性があるのではなし、かと考えられるとこ

ろである。

5. 消費課税の意義と納税義務

わが国の消費税49については一般に、多段階の一般消費税であり、前段階税額控除型の付

加価値税である、とされる。ここではまず、わが国の消費税の基礎的な理解を得るために、

消費課税の意義について整理してみる。

(1) 消費課税の意義

広義の消費税(消費課税)は、 一般に、物品やサービスの消費(consumption 50)に担税力な

いし負担能力を認めて課税する租税と定義される51。したがって、消費課税は 終消費者に

負担を求めることを前提としている租税であるといえる。

消費税は、原則としてすべての物品及びサービスの消費に対して課税される一般消費税

49 消費税法(昭和 63年 12月 30 日法律第 108号)、消費税法施行令(昭和 63年 12月30日

政令第360号)、消費税法施行規則(昭和63年 12月 30 日大蔵省令第53号)、租税特別措

置法(昭和 32年3月31 日法律第26号)などを法源とする 。

50 租税論では「消費jは 「所得」に対比されることが多いが、「所得Jは将来の「消費」

を行う力を示すものであり、「消費」は物品やサービスを実際に消費した力(消費支 出)

そのものを指す、とすることにより、両者の差異は相対的なものであると理解することが

可能である。 See Alan Schenk and Oliver Oldman ， Value Added Tax : A Comparative Approach ， 
Cambridge University Press (2007 )， at 8. 
51 金子前掲注 45 書 646 頁、 水野忠恒『租税法(第 5版)~ (有斐閣 ・2011 年)726 頁。
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であり52、かつ間接消費税53で、ある。

一般消費税で、あっても、取引の段階のうち一回のみ課税されるのか、それとも複数の取引

段階で課税されるのか、という違いが生じる。取引のある特定の段階においてのみ課税され

るものを単段階消費税といい、酒税やたばこ税、カナダで 1989 年まで連邦税として施行さ

れていた製造者売上税54(manufacturer 'ssales tax) 、アメリカの州税である小売売上税55 (re tail 

sales tax) などがそれに該当する。付加価値税と比較すると一般消費税としての 「一般性Jに

やや欠けるといえる560

52 金子前掲注45書646 頁。無論、実際の一般消費税には課税除外品目(ネガティブリスト

ともいう)が 存在する。

53 終消費行為よりも前に物品やサービスの提供を行った段階で課税するもので、当該物

品やサーヒ、、スの提供を行った者を納税義務者とするものをいい、消費税、たばこ税、酒

税、揮発油税などがその例である。消費課税の多くが間接消費税であるのは、 終消費の

段階で課税し徴収するのは困難であることが多いとし、う徴税技術上の問題であると解され

ている。金子前掲注45書 646頁。消費税について裁判例で、は、 岡山地裁平成2年 12月4

日判決・判時 1424 号47頁(広島高裁岡山支部平成 3年 12月5日判決・税資 187 号236
頁も同地裁判決を引用)によると、「消費 税は、物品やサービスの消費に担税力を認めて

課される租税であるが、 終消費の段階では租税の徴収を行うことが困難であるという徴

収技術上の理由から、 終的な消費行為そのものを課税対象とするものではなく、その前

段階の物品やサービスに対して課税が行われ、税負担が物品やサービスの価格に含められ

て 終的には消費者に転嫁されることが予定されているj とされている。

54 カナダにおける付加価値税 (GST) 導入前の消費課税については、第5章第2節参照。

55 例えば、ニューヨーク州の Sales and Use Tax においては、 電話、不動産管理、内装工

事、リムジンサービス、アミューズメン ト施設への入場、ジムの会費といった、法律に列

挙されたサービスのみが課税対象となっている(New York Tax Law sec. 11 0 1 and 11 05( c)) 。

56 事業者に対する法律サービスや会計サービス(し、わゆる BtoB 取引)など、サービスの提

供は小売段階以外においても提供されるため、一般に小売売上税の課税対象には適さない

と理解されている。製造者売上税ではさらにサービスへの課税が困難となる。水野前掲注

目 書 728 頁、金子前掲注45書 648 頁。
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0 図2-8 :小売売上税、取引高税及び付加価値税の納付税額の比較(税率 10%とする)

取引段階 税抜販売価格 小売売上税 取引高税 付加価値税

材料生産者57 10，000 円x10%= 10，000 円x10%  = 

~ 10，000 円
1，000 円 1，000 円

製造業者 21，000 円x10%= 20，000 円x10 %一

~ 20，000 円
2，100 円 1，000 円= 1，000 円

卸売業者 32，100 円x10%= 30，000 円x10%一

~30，000 円
3，210 円 2，000 円= 1，000 円

小売業者 40，000 円X10% 43，210 円X10%= 40，000 円x10 %一

~40，000 円
=4，000 円 4，321円 3，000 円=1，000 円

消費者 納付額総額: 4，000 円 納付額総額・ 10，631円 納付額総額: 4，000 円

一方、製造段階、 卸売段階、小売段階など取引のあらゆる段階において課税されるものを

多段階消費税といい、わが国の消費税や欧州においてかつて VA T (Valu e Added Tax、付加価

値税)が導入されるまで広く採用されていた取引高税関 (turnover tax) などが該当する。

取引高税は各段階において売上高を課税標準に課税するが、前段階の税額を控除しない

ため、税の累積が生じる(上記図 2-8 参照)。これを一般にカスケード、効果(casc adeeffec t)と

いい、企業間取引を企業内取引に取り込むこと(垂直的統合)でこのデメリットを回避すると

いう企業行動を引き起こしたため、税制が企業行動に影響を及ぼすことから中立性

(neu甘ality )の観点、から問題視59されていた。また、国際的な商取引において、輸出に係る国

境税調整により税額の還付を行うとしても、前段階取引の数をどれだけ経ているかにより

還付すべき金額が異なることから、執行が困難であるという問題を抱えており、欧州統合に

向けての障害のーっとなったため、その欠点を解消すべく付加価値税が取って代わってい

ったという経緯がある。

(2) わが国における消費税の位置づけ

わが国の税収に占める消費税の割合は次頁の表のとおりである。

57 材料生産者の生み出した付加価値は 10，000 円であるとする。後掲図 2- 14においても

同じであるとする。
58 わが国においても昭和23年に採用されたが、税の累積に対する批判が強く、翌年廃止

されている。
59 欧州における批判については、例えば、ジョルジュ・エグレ(荒木和夫訳) W付加価値

税~ (白水社・ 1985年)16 -17頁参照。
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0 図2 - 9 わが国の国税 ・地方税収の内訳(平成24年度予算)

自動車

税，

(15 ，677 イ主円)1.99% 

(84 司635 億円)

<総税収 :789 ，376 億円>

7億円)

(152，177 億円)

(注) 上記は国税・地方税を合わせて金額であり、例えば個人所得税には国税の所得税のみ

ならず地方税の個人住民税が含まれ、消費税には地方消費税が含まれる。また、カッコ内は

各税目の税収額を示す。

(出典) 総務省「国税 ・地方税の税収内訳(平成 24年度予算・地方財政計画額)J

平成 26年 4月の改正法施行前の税率5%で総税収の 16% 強を占める消費税・地方消費税

は、 既に法人所得税(法人税及び地方法人住民税 ・法人事業税を含む)と同等の 地位を占めて

おり、基幹税として位置づけられようが、今後予定通り税率が引上げられれば60、法人所得

税を抜いてその割合は個人所得税に迫ることが想定されるところである。

なお、消費税の税収 は地方交付税法に定めるところによるほか、年金、医療及び介護の社

会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てることが法律上61明記

されている(消法1②)。

(3) 消費税は「付加価値」税なのか

付加価値税は各取引段階の付加価値を課税標準62として課税する一般消費税である、と一

般に解されている。ここでしづ付加価値とは、経済学上、国民経済計算の分配と生産の側面

60 後述第6章の試算では、税率 10% 時は約26.8 兆円と現在の個人所得税を上回る規模と

なる見込みである。

61平成 24年 8月 10 日に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な

改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案J第2条第 1項に基づく。
62 一方、消費税法によれば、消費税の課税標準は(個々の)課税資産の譲渡等の対価の額

である(消法 28①)。
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から捉えることが可能である。まず分配の側面からは、生産要素である労働、土地、資本(他

人資本及び自己資本)における付加価値、すなわち賃金、 地代、支払利子及び企業利潤の合

計額を指す(加算法 )。もう一つの生産の側面からは、付加価値は、事業の総売上高から土地・

建物、機械設備、原材料等に対する支出を控除した残額を指すこととなる(控除法 )。付加価

値税の場合、前段階の税額につき仕入税額控除制度により控除することで税の累積を回避

している(図 2- 8参照)。このような取引段階ごとの連鎖的な税額控除の仕組みを一般に付

加価値税のチェーンという63。

日本の消費税は付加価値税の類型に属すると一般に解されているが、諸外国の付加価値

税とは異なった特徴がある。例えばある付加価値税の国際比較制度研究では、日本の消費税

をインボイスなしの仕入税額控除型付加価値税(Credit-Sub 仕actio nVKI with out Invoices)と位

置付けている64ように、仕入先が発行するインボイス(税額票)によってではなく事業者自

らが保存する帳簿書類651こよって仕入控除税額を算定するとし、う変則的な(atypicaO 付加価

値税制を採っている66。また、インボイス制度67を採用していないこととの関連で、免税事

業者からの仕入れで、あっても仕入税額控除が認められるという点も他の国の付加価値税制

にないわが国の消費税法特有の仕組みとなっている68。

また、消費税は、第4節で説明したように経済学的には付加価値に対する課税と捉えるべ

きであるが、 一方で法的に捉えると、「付加価値J税とは必ずしも言えないという評価がな

されることがある。その意味するところは、事業者が製品をその原価を下回る価格で販売す

る場合のような、 付加価値がゼロないしマイナスのケースで、あっても、その受領した対価で

消費税が課税されることから、厳密な意味で付加価値を課税標準とした租税ではないとい

63 Institut e for Fiscal Studie s， Tax by Design : The Mirrlee s Revie w (2011 )， at 168・170.
64 Sche nk: and Oldm an， sup ra note 50， at 67. 

65 帳簿及び請求書等の保存を仕入税額控除の要件としている(消法 30⑦)。平成9年4月

1日から施行された改正消費税法で以前の「帳簿文は請求書等Jの保存から改められた。
66 このような帳簿方式(アカウント方式)が採用された理 由としては、消費税の導入にあ

たり、わが国の商習慣上インボイスを発行することが一般的ではなく、事業者に余計な負

担や費用をかけるのは好ましくないという政策的配慮、があったためと一般に解されてい

る 。 金子前掲注 4 5 書 6 58 頁及び占部裕典 『租税法の解釈と立法政策 n ~ (信山社 ・2002
年) 518頁参照。
67 E U型の付加価値税を一般にインボイス控除型付加価値税(EU-sザlecredit-in voice VAT)と
いう。Sche nk: and Oldman ， supr a not 巴50，at 68. 
68 インボイス制度を採用しインボイスが仕入税額控除の要件となっている諸国において

は、 一般に登録事業者のみにインボイスの発行が認められているため、登録不要の免税事

業者は通常インボイスを発行することができない。Sch enkand Oldman ， sup ra note 50， at 138. 
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うものである。これは欧州の「付加価値税Jにおいても同様のことが言える69。そうであれ

ばむしろ、消費税は消費者の個人消費を課税ベースとする租税70、ないし、消費者の「消費

支出Jを担税力に課税する租税であると解する71のが法的には妥当といえるだろう。

(4) 消費税の納税義務と課税標準

間接消費税である「消費税Jの納税義務者は、国内において課税資産の譲渡を行う 72個人

事業者及び法人であり(消法 5①、 2①三四、両者を合わせて「事業者」という)、消費者は

その実質的な負担者であるに過ぎなし、(東京地裁平成2年 3月 26日判決・判時 1344 号 115

頁)。ここでいう「法人Jには、営利法人のほか、人格のない社団等や慈善団体等の非営利

事業、国及び地方公共団体も含まれる(消法 3・60) 73。消費税は一般に物税74( impersonal

tax)に分類されるため、納税義務者の人的事情に関わりなく課税すべきとなり、特定の納税

義務者に対する非課税措置(人的非課 税)や優遇措置は原則として否定されることとなる75。

わが国の消費税はこの原則に比較的忠実で、免税事業者(事業者免税点)制度(消法 9) を

除き、納税義務者の人的事情に即した非課税制度や優遇措置は存在しない760 これは第 5章

69 西山由美「付加価値税のEU域内協調J租税法研究第26号 45 頁。
70 岡村忠生「消費課税とヒューマン・キャピタノレj 日本租税研究協会第65回研究大会記
録(日本租税研究協会 ・2013年) 66- 67頁参照。
71 金子前掲注45書 664 頁及び吉村典久「消費税の課税要件としての対価性についての一

考察J 金子宏編『租税法の発展~ (有斐閣 ・2010年) 398 頁参照。富山地裁平成 15年 5月
21日判決 ・税資 253 号順号9349 (控訴審名古屋高裁金沢支部平成 15年 11 月26 日判決 ・

税資 253 号順号9473も同地裁判決を引用)によれば「消費税とは、 一般的に、物品やサ

ービスの消費支出に担税力を認めて課される租税をいうもので・あって、国民に対し、消費

支出に現れる経済的な負担能力に応じた負担を求めるものである。」とされる。これを事

業者の側から見れば、消費税の担税力は事業者の販売能力であると解することもできる。

田中治「納税義務者 ・ 課税取引と非課税取引」金子宏編『租税法の基本問題~ (有斐閣・

2008 年) 708-709 頁参照;

72 外国貨物を保税地域から引き取る者も、課税貨物につき消費税の納税義務者となる(消

法5②)。

73 EU の付加価値税指令を参照して公法人(bodi esgovemed by public law) の消費税の納税義

務を論じるものとして、西山由美「消費課税における公法人の事業者適格j税大ジャーナ

ノレ 13号 (2010 年) 55頁参照。
74 対となる概念が、人的側面に着目して課される人税(pers onal tax)である。金子前掲注45
書 13頁。
75 西山由美「公益活動に対する消費課税J租税法研究第 35号 (20 07年) 90-91頁。
76 むしろ特定収入に係る規定(消法 60④、別表第三)により、適用対象となる事業者
(その多くは収益事業にのみ法人税が課される公益法人であり、多くの場合経理体制は貧

弱である)に仕入税額控除の制限(特定収入対応の課税仕入れに係る仕入税額控除の否

認、)及び制度の複雑 化に基づくコンブライアンスコストとしづ負担が強し、られているとも

考えられる。この問題を克服するため、小規模の公益法人に関する仕入税額控除の簡素化

を提言するものとして、西山前掲注75論文 101 -102頁参照。
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でみるように、人的非課税措ー置に係る控除対象外付加価値税の問題に対処するため、還付制

度を導入しているカナダとは大きく異なるといえる。

また、消費税の納税義務の成立時点、は国税通則法上、所得税及び法人税とは異なるものと

して規定されてい る(通法 15②)。すなわち、所得税は暦年終了時、法人税は事業年度終了時

に成立するというように期関税であるが、消費税は課税資産の譲渡の都度77成立することか

ら一般に随時税に分類できる78。消費税が随時税であるとした場合、納税義務の成立に関し

問題となり得るのは、事業者が免税事業者に該当するケースである。随時税の場合、事業者

は取引を行う時点において自らが納税義務者であるかどうかを把握している必要があるた

め、消費税法においては、基準期間79とし、う概念、を設定し、当該期間の諜税売上高が 1，000

万円以下である事業者については納税義務を免除するとしづ規定を置くことにおり、取引

時点、において自らが課税事業者か否かとし、う判断ができるようにしている。

さらに消費税法上、消費税の税額算定の基礎となる課税標準は課税資産の譲渡等の対価

の額であり(消法 28①)、その金額の合計額が課税標準額であると規定されている(消法 45

①ー)。これは、国内取引に関しては各課税期間の聞に行われた課税資産の識渡等に対して

消費税が課されることをいうもので、課税期間を単位とした租税である期関税としての性

77 役務提供と対価の額の確定 ・支払いのタイミングがずれており、役務提供時に対価の額

が具体的に認識できない場合、随時税としての納税義務の成立が問題となり得るが、京都

地裁平成23年 4月28 日判決・税資 261号順号 11679 (控訴審大阪高裁平成24年3月 16

日判決 ・訟月 58巻 12号4163頁も同旨)では、弁護士会法律相談センター受任事件負担

金に関し、弁護士会が徴収する受任事件負担金は、弁護士会の事務処理によって会員弁護

士が受任の機会を得ることに基づき、それにより得られる利益の一部を拠出するという性

格のものであるから、「役務の提供に対して受ける反対給付であり、いずれも対価性があ

って、その役務の提供は対価を得て行われたものということができるJ旨判示し、役務提

供(受任機会の斡旋)と対 価 (負担金)の金額の確定及び支払いのタイミングがずれてい

ても両者に対応関係があれば対価性ありとしている。三木教授はこのような場合、国税通

則法の規定から納税義務が成立していないとして判旨に反対している。三木義一「消費税

法の基本構造と対価J税理2014 年3月号 145- 154頁参照。一方、本件は事業として対価

(収受すべき金銭)を得て行われる資産の譲渡等という消費税の課税要件を満たしている

ため、納税義務の成立のタイミングは決定的な要件とはならないとみることも可能であろ

うし、それが裁判所の立場であると考えられる。

78 金子前掲注45書 722 -723頁。ただし、同書676 頁では、外国貨物の引取り(輸入取

引)は随時税であるが国内取引に係る消費税は期関税であるとしている 。これは、圏内取

引に係る消費税は、課税期間を単位に、課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合

計額を集計して申告する仕組みとなっていることを根拠としているものと考えられる(消

法45①)。

79 個人事業者の場合は前々年、法人事業者の場合は原則と して前々事業年度をいう(消法

2①十四)。なお、消費税を随時税ではなく期間税と解した場合で、あっても、基準期間は2

期前であるため、実務上納税義務者の判定に何ら支障はない。
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格を有する80ことを意味するものと考えられる81。そのため、圏内取引に関しては課税資産

の譲渡等及びその対価に係る期間帰属82が問題となるが、所得課税の場合と同様に原則 とし

て、資産の譲渡等が行われた課税期間にその対価(収 受し又は収受すべき一切の金銭)が発

生したものと解する権利確定主義83が妥当することとなる(消法 28①)。

6. 仕入税額控除制度の意義と機能

(1) 仕入税額控除の法的性格

消費税における税額算定の方法は、 基本的に、課税期間中の課税資産の譲渡等の対価の額

の合計額(消費税の課 税標準)に税率を乗じた金額(売 上税額)から、課税仕入れに含まれ

ている税額(仕入税額)を控除することとなる 。この課税仕入れに含まれている税額、すな

わち前段階における税額を控除する仕組みのことを一般に仕入税額控除としづ。仕入税額

控除は、経済に対する課税の中立性を確保する観点から税負担の累積を防止する84という付

加価値税の基本理念を保障するために、必要欠くべからざる仕組みないし基本要素85である。

わが国の消費税法における仕入税額控除制度については、第30条にその定めがある。そ

80 金子前掲注45書676 頁。

81 このように解すると、国税通則法の納税義務の成立時期の規定との整合性が問題となり

得る。金子教授は、消費税に関して、課税期間の 後の資産の譲渡等に係る納税義務は、

国税通則法の規定に忠実に従えば、その課税期間における 後の資産を含むすべての譲渡

等の価額の合計額から 後を除くすべての資産の譲渡等の価額の合計額を差し引し、た金額

について成立すると解するよりほかないものとする。金子前掲注45書 724 頁参照(贈与税

についても同様に解している)。国税 通則法がこのように規定されているのは、所得課税と

異なり、暦年の収入金額と必要経費とを対応させる必要は原則としてないという考え方に

基づくものであろう。品川芳宣「国税通則法の実務解説(第 2回)納税義務の成立・税額
の確定手続」租税研究2013 年 10月号 160 頁参照。私見では、消費税の期間帰属が所得

課税の年度帰属に準拠し権利確定主義を採用していることからみても、このような現行国

税通則法の規定そのものが消費税法における税額算定の基本構造に即していないと考えら

れることから、同法 15条2項7号につき、消費税は外国貨物の引取り(輸入取引)を除

き期間税であると規定し直す必要があるものと考える。

82 所得課税の場合は年度帰属が問題となる。金子前掲注45書270 -273、677 頁。

83 権利確定主義については、金子前掲注45書270 ・272 、677 頁参照。

84 税制改革法第 10条第2項でも消費税は「課税の累積を排除する方法によるもの」とさ

れている。仕入税額控除の意義について、横浜地裁平成 11年6月9日判決・税資 243 号

221頁でも「経済に対する中立性を確保する趣旨から、前段階の取引に係る税額を控除す

るとし、う、いわゆる課税の累積を排除するとしづ方式を採用したことによるものと解され

る。Jとしている。
85 金子前掲注45書678 頁及び占部前掲注66書513 頁参照。「前段階控除が消費税の生

命j とし、う見解もある。大島隆夫 ・木村剛志 『消費税法の考え方 ・読み方(二訂版 uc税

務経理協会・平成9年) 224 頁。
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れによれば、課税期間中に圏内において行った課税仕入れに係る消費税額等を控除するこ

ととされている(消法 30①)。それでは、当該規定に基づく仕入税額控除は法的にはどのよう

なものと位置付けられるのか。この点については学説上、 EUにおける議論86から租税債権

者である国に対する払戻請求権と捉えられるとしづ見解87が示されているが、消費税法の文

理解釈からそれを導き出すことは困難である。消費税の仕入税額控除を巡る裁判例はその

ほとんどが帳簿書類の保存の意義ないし記載要件の不備、すなわち専ら消費税法第 30条第

7項について争われたものであるが、仕入税額控除の法的性格について明確にしたものは見

受けられない。しかし、仕入税額控除が付加価値税としての消費税を成り立たせるために課

税の累積を排除する方法として必要不可欠な要素であるという立法趣旨88を踏まえれば、そ

れが事業者に与えられた特典であると理解するのは無理があるだろう89。

日本法の観点、から仕入税額控除の法的性格を理解するにあたっては、例えば繰越欠損金

の性格をめぐる 高裁判決90 ( 高裁平成25年 3月21 日判決 ・判タ 1391 号 113 頁)が参

考になると思われる。当該判決で 高裁は、法人税(法法57①⑨(現⑩))及び法人事業税の所

得害IJ(地法72 の23①)における欠損金の繰越控除規定は強 行規定であり、それを認めない神

奈川県臨時特例企業税条例は法人事業税の課税標準規定と矛盾するため違法である旨判示

している。すなわち 高裁は、欠損金の繰越控除規定の趣旨として、歴史的な変遷をたどっ

てはいるものの、法人の事業年度が人為的に設定された期間に過ぎないことから、当該規定

は各事業年度間の所得金額と欠損金額の平準化を図ることで法人の税負担をできるだけ均

一化しその結果公平な課税の実現に貢献しているのであり、いわば法人課税所得計算の基

86 例えば、付加価値税指令(Co uncil Directive VAT 2006 /112 厄Cof28 November 2006 on the 

common system of value added tax.) 第 167 条で、は仕入税額控除は控除する権利(aright of 

deductio n)であることが明記されている。

87 西山由美「仕入税額控除」金子宏編『租税法の基本問題j] (有斐閣 ・2007 年) 731 頁。

88 第 1章で採り上げた、神戸地裁平成24年 11月27日判決によれば、「仕入税額控除制

度は、付加価値税と しての消費税の性質上、本質的に必要とされる制度」とされている。

89 r権利Jと理解するものとして、 田中治「消費税における仕入税額控除の存在理由と判

例動向」金子宏編『租税法の発展j] (有斐閣 ・2010 年)293 頁参照。また、占部前掲注66

書 530頁においても、 「消費税法30条 1項において、納税義務者は仕入税額控除の権利を

付与されており」とあり、 同じ立場と考えられる。

90 代理人弁護士という立場からの本判決の解説として、藤枝純「神奈川県臨時特例企業税

高裁判決と課税自主権J租税研究2013 年8月号 186-199 頁参照。一審横浜地裁平成

20年3月 19 日判決 ・判時2020 号29頁の評釈としては、斎藤誠「臨時特例企業税条例が

法人事業税に関する地方税法の規定の趣旨に反するとされた事例」ジュ リスト No.13 98

46・47頁、控訴審東京高裁平成22年2月25 日判決・判時2074 号 32頁の評釈としては、

吉村政穂「法定外税の限界Jジュ リス トNo.140474 -75頁参照。
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本構造をなすものととらえているわけで‘ある。同様に、仕入税額控除が付加価値税としての

消費税を成り立たせるため課税の累積を排除する方法として必要不可欠な要素であること

を踏まえると、仕入税額控除制度は消費税の税額計算における基本構造をなすものととら

えるのが妥当と考えられる。

(2) 仕入税額控除の方法

仕入税額控除の方法は大きく分けて、実額による方法と概算による方法とがある。実額に

よる方法においては、仕入税額控除の対象となる消費税額は、その課税期間中に国内におい

て行った課税仕入れに係る消費税額及びその課税期間中における保税地域からの引き取り

に係る課税貨物について課された(又は課されるべき) 消費税額の合計額である。ここでい

う課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又

は役務の提供を受けることをいう(消法2①十二)。ただし、役務の提供のうち給与を対価と

するものは課税仕入れから除かれる(消法2①十二カッコ書)。

実額による仕入税額控除の具体的な計算方法は以下の区分により行う。

① 課税資産の譲渡等のみを行っている(課税売上割合が 100% の)事業者

② 課税売上割合が 95% 以上でその課税期間における課税売上高が 5億円以下91の事業者

③ 課税売上割合が 95%以上でその課税期間における課税売上高が 5億円超の事業者

④ 課税売上割合が 95%未満の事業者

上記における「課税売上割合」とは、課税期間中の国内における資産の譲渡等の対価の額

の合計額に占めるその課税期間中の圏内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の

割合をいう(消法30⑥、消令 48①)。 これを算式で示すと以下の通りとなる。

課税売上割合ニ

課税期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額

(売上に係る対価の返還等の金額控除後)

課税期間中の圏内における資産の譲渡等の対価の額の合計額(売上

に係る対価の返還等の金額控除後)

上記①から④の区分により仕入税額控除の計算方法を示すと、次頁の表のよ うになる。

9 1②③の 「課税売上高 5億円Jは進行年度の課税売上高で判定するのであり、「基準期間

(消法9②)J の課税売上高で判定するわけではないことに留意すべきである。
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0 図2-10 課税仕入れ等に係る仕入税額控除の計算方法

課税売上割合等 計算方法

① 課税資産の譲渡等のみを行っている(課税売上割合が 全額控除

100 %の)事業者

② 課税売上割合が 95%以上でその課税期間の課税売上 全額控除

高が5億円以下の事業者

③ 課税売上割合が 95%以上でその課税期間の課税売上 個別対応方式文は一括比例

高が5億円超の事業者 配分方式(選択適用)

④ 課税売上割合が 95%未満の事業者 個別対応方式文は一括比例

配分方式(選択適用)

上記図 2 -10で示された計算方法のうち、「個別対応方式Jとは、課税仕入れ等に係る消

費税額について以下の三つの区分(用途区分)に分類し、アの金額に、ウに課税売上割合 92

を乗じた金額を加 えて仕入控除税額を計算する方法である(消法30②一)。

ア. 課税資産の譲渡等にのみ要するもの

イ.その他の資産(非課税資産)の譲渡等にのみ要するもの

ケ両方に共通して要するもの

もう一つの「一括比例配分方式Jとは、課税仕入れ等に係る消費税額について課税売上割

合で按分計算した金額を仕入控除税額とする方法である(消法 30②二)。上記②文は③に該

当する事業者は個別対応方式文は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額

を計算することが求められるが、消費税法上両者の選択は事業者の任意である93。ただし、

一括比例配分方式を選択した事業者は、 2年間以上継続して適用 した後でなければ個別対応

方式への変更はできなし湖 (f2年縛りJの規定、消法 30⑤)。

92 所轄税務署長に申請し承認を受ければ、課税売上割合に代えてその他の合理的な割合で

ある「課税売上割合に準ずる割合Jにより計算することも可能である(消法30③)。
93 いずれが原則 ・例外というものではなく f並列Jと考えるべきとされている。大島 ・木
村前掲注85書246 頁。文理解釈上もそうなるであろう。

94 大島 ・木村前掲注85書 246 頁によれば、 f非経常的な設備投資や商品の例外的な大量

購入があった場合に、個別対応方式と、簡便法である一括比例配分方式とを巧妙に使い分

けて恋意的な仕入税額控除をすることは防止しなければなりませんが」というのがその趣

旨とされるが、両者を巧みに使い分ける租税回避行為なるものが具体的にどういうものを

指すのかイメージし難いところであり、また、そもそも両者は消費税法上「並列Jである
ことを勘案すれば(簡易課税は 「例外Jなので簡易課税選択における f2年縛りJは一応正

当化され得る)、 f2年縛りjの存在意義は薄弱であると言わざるを得ない。恐らく当該 f2
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仕入税額控除のもう一つの方法である概算による方法とは、簡易課税制度を指す。簡易課

税制度とは、基準期間における課税売上高が 5，000 万 円以下の課税期間について、事業者の

選択により、課税売上税額の一定割合(みなし 仕入率)を 仕入控除税額とみなして計算する

方法である(消法 37)。みなし仕入率は第一種事業 (卸売業)が 90%、第二種事業(小売

業)が 80%、第三種事業(農林 水産業や製造業等)は 70%、第四種事業(飲食庖等)は 60%、

第五種事業(サービス業等)は 50 %となっている。

簡易課税制度は課税売上高のみ把握すれば控除額が計算できる簡易な納付税額の計算方

法であるが、これは消費税法を実施するに当たり、納税者の混乱を避け、中でも中小事業者

の協力を得るために採用されたとされる95。その一方で、みなし仕入率と実際の仕入率との

ギャップ、すなわち一般にみなし仕入率が実際の仕入率よりも相当程度高いため、控除水準

が過大となっており、その結果いわゆる「益税Jが発生しているということもかねてから指

摘されており、会計検査院の指摘96に基づき改正消費税法97でも 「消費税の簡易課税制度の

仕入れに係る概算的な控除率については、今後、更なる実態調査を行い、その結果を踏まえ

た上で、その水準について必要な見直しを行う。Jとされていた。そのため、平成26年度の

税制改正でみなし仕入率の区分の見直しが行われ、従来第四種事業であった金融保険業は

第五種事業(みなし仕入率 50%)、第五種事業であった不動産業は新たに設けられた第六種

事業(みなし仕入率 40%) とされた(新消令57①)98。なお、仮に還付制度を導入した場合の

簡易課税の取扱いについては、第6章で触れることとする。

7. 税率構造と仕入税額控除との対応関係

(1) 消費税の課税対象

消費税の課税対象(課税物件)は 取引99であり、国内取引と輸入取引とに分類できる。国

年縛り」の規定はつまみ食い的に一括比例配分方式の適用を受けることを防止しようとい

うものと想定されるが、仮にイギリス と同様に (理論的にはより正確な仕入控除税額の計

算がなされる) 個別対応方式が本来原則であるとすれば、例外である一括比例配分方式か

ら原則方式にはいつでも移行できないとおかしいとも考えられる。イギリスの仕入税額控

除については第4章第3節参照。
95 水野前掲注目書768 頁。

96 会計検査院平成 24年 10月 rw消費税の簡易課税制度について』に関する会計検査院法
第 30条の2の規定に基づく報告書(要旨) J参照。
97 平成2 4年附則第 7条第一号ニ。

98 平成27年4月 1日以後に開始する課税期聞から適用される。

99 消費税の本来の課税対象は 「消費」であり(税制改革法 10①)、消費とは経済学的には消
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内取引とは圏内において事業者が行った資産の譲渡等、すなわち事業として対価を得て行

われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供である(消法 2①八、 4①)。

国内取引文は輸入取引に該当するもののうち、資産の譲渡等には該当するものの一定の

範囲の取引ないし外国貨物は課税の対象から除かれているが、これを非課税取引(外国貨物

については非課税貨物)という(消法 6)。

また、消費税の課税対象から外れる取引として、課税対象外取引(out of scope ，不課税取引

ともいう)がある。課税対象外取引には、圏内取引ではあるが事業外の取引など資産の譲渡

等に該当しない取引や、国外で行われた取引(国外取引)がある。消費税の課税対象取引は事

業として行われる取引であり(消法2①八)、個人が家財道具を知人に譲渡する取引などは、

個人が消費者として行う取引100 であり事業外の取引であるため、課税対象外取引となる。ま

た、保険金や配当、損害賠償金の受領は対価性がないため課税対象外取引となる(消法 2①

八)。

さらに、国内取引に該当するものであっても、物品が海外に輸出される場合や、サービス

の提供が国外で行われる場合には、それに対する消費税は免除されるが、これを免税ないし

輸出免税という(消法 7)。ここでいう免税とは、単に対象取引を課税の対象から除外する

(これは非課税である)というよりはむしろ、ゼロパーセントの税率で課税することである

ことから、課税取引101のー形態(税率がゼロパーセントであるため 終消費者に負 担を求め

ないという意味では非課税と同じである)と理解すべきであり、諸外国では「ゼロ税率 (zero-

rated) による課税」と整理することも多し、102。免税と非課税の違いは、事業者にとって対応

する課税仕入れに係る消費税額が仕入税額控除の対象となる(免税)か、ならなし、(非課税)

かであるといえる。

消費税の課税対象を図で示すと次頁の通りとなる。

費支出を指すが、消費支出そのものを課税ベースとすることの技術的な困難性から、代替

的に、事業者による商品の販売、役務の提供等に着目して課税する仕組みとなっている(税

制改革法 10②)。
100 一方、個人が事業者として棚卸資産又は事業用資産を家事使用したり消費したりする

ときは、対価を得て資産の譲渡が行われたものとみなして消費税が課税される(みなし譲

渡、消法4④一)。

101狭義の「課税取引」は標準税率での課税をいうが、広義の「課税取引Jには軽減税率

及び免税(ゼロ税率)も含まれる 。

102 Schenk and Oldman ， supra note 50， at 263-268 及び渡辺智之「付加価値税 (VAT) におけ

るゼロ税率J論究ジュ リスト 2012 年春号223 -226 頁参照。
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0 図 2-11 消費税の課税対象取引と課税対象外取引

圏内取引

課税取引 免税取引 非課税取

(2) 輸出免税の意義と問題点

① 輸出免税と仕向地主義

ヲ|

輸入取引

課税対象 課税貨物 非課税貨

タト取引 物

国外取引

課税対象

外取引

輸出される物品や国外で提供されるサービスを輸出免税(ゼ、ロ税率)とするわが国の消費

税法の取扱いは、諸外国における付加価値税の国境税調整(border tax adjus 回 ent) の取扱いに

準拠している。付加価値税に関する国際的二重課税の排除を目的とした国境税調整の背景

にある考え方は、いわゆる仕向地主義(des 凶 ation principle) といわれるものである103。仕向地

主義とは、物品やサービスの輸出先国(仕向地国)に付加価値税の課税権があるという考え

方である(消費地課税主義) 。そのため、物品やサービスの輸出元国においては、輸出時にお

いて免税としてそれらを課税対象から除外し、同時に対応する課税仕入れに係る税額を通

常の仕入税額控除のメカニズ、ムの下控除し、控除しきれない部分の金額を還付することと

しているのである。仕向地主義の下では、輸出先固において、輸入品と国産品とが付加価値

税の負担に関し同一の水準(輸入先国の税率)で競争することとなり、中立性の観点、から望

ましい課税方法であると同時に、 WTO の自由貿易体制と公正な競争条件の確保を志向する

通商政策とも整合性があるといえる104 。なお、 付加価値税に関する仕向地主義に基づく輸出

免税は、 G A'IT小 委員会により付加価値税が間接税105であることから輸出補助金106 に該当

せずGATT に違反しないものとされた107。

103 金子前掲注45書668 頁。

104中川淳司 ・清水章雄 ・平覚 ・間宮勇 『国際経済法(第 2版U(有斐閣 ・2012年) 8頁

参照。

105 このような GA'IT のノレーノレは直接税中心の園、端的に言えばアメリカに不利である、

という問題提起がアメリカからなされていた。 占部裕典 『国際的企業課税法の研究~ (信

山社・ 1998 年) 245-246 頁参照。

106 GA'IT においては、貿易歪曲効果の高い輸出補助金について、供与禁止(鉱工業 品)ない

し供与を避ける努力(農産品)が求められた。根岸哲「産業補助金 ・融資と法J碓井光明 ・

来生新編『現代の法8 政府と企業~ (岩波書庖・ 1997 年)137 頁参照。

107 増井良啓「租税政策と通商政策J小早川光郎・宇賀克也編『行政法の発展と変革下

巻~ (有斐閣・平成 13年)530-53 1頁。 WTO の補助金規定においても、交付が禁止され

る租税関連の補助金(レッド補助金)は、①輸 出に関連する直接税の免除及び②輸出に関連

し園内消費向けに販売される場合に課される間接税の額を超える税の免除文は軽減であ
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輸出される物品や国外で提供されるサービスに関する課税に係るもう一つの考え方は、

物品やサービスの輸出元国(源泉 地国)に 付加価値税の課税権があるという源泉地主義

(origin principle 、原産地主義ともいう)である。源泉地主義の下では、物品やサービスの輸出

元国においては、 輸出時において付加価値税が(標準税率で)課税され、 一方で輸出先国に

おいては輸入時において付加価値税が課されないこととなる。その結果、輸出先国において

輸入品は輸入元国の付加価値税を(輸入元国の税率で)負担することとなり、輸入品と国産

品との聞の価格競争力は輸入元国と輸出先国の税率次第となることから、中立性の観点か

ら問題があるといえる1080

わが国の消費税法において輸出される物品や国外で提供されるサービス(無形資産を含

む)を免税(ゼロ税率の適用)とするのは、いうまでもなく仕 向地主義の考え方に準拠した

ものである。しかし、 E Uにおいては付加価値税指令に基づく輸出される物品やクロスボー

ダーサービス取引の取扱いはもう少し複雑である10九すなわち、 物品の輸出については原則

として仕向地主義に基づき免税となるが、 E U域内供給(intra-Community supply) で供給先が

終消費者ないし免税事業者(Bto C取引)の場合には、源泉地主義で課税される110。一方、

クロスボーダーサービス取引については、 E U域外からのものと域内からのものとで変わっ

てくる。すなわち、 EU域外からのサービスの提供は仕向地主義に基づき源泉地では免税と

なるが、 E U域内におけるサービスの提供は、 BtoB 取引の場合仕向地主義に基づき源泉地

では免税となるもののリパースチャージ(reverse charge )方式111により仕向地の仕入事業者

が仕向地において申告 ・納税し、 Bto C取引の場合源泉地主義で課税される。付加価値税

り、輸出免税はその対象外である。根岸前掲注 106 論文 138頁参照。

108 前述神戸地裁平成24年 11 月27 日判決でも輸出免税の意義は「消費地課税主義」にあ

るとしている。

109 E Uにおいては加盟国間の物品の通関手続が 1992 年末で廃止されており、加盟国間の

取引のうち、従来の輸出に相当するものが E U域内供給であり、輸入に相当するものが

EU域内取得(血仕a-Community acquβitio n)で、ある。

110 仕向地主義は税関による国境税調整を必要とするが、域内通関手続を廃止した E Uに

おいては国境税調整を必要としない(あたかも同一国内で取引したかのような)源泉地主義

を志向することとなる。そのため、 E Uは付加価値税の取扱いに関して、域内取引は源泉

地主義、域外取引は仕向地主義によることを目指した(definiti veVAT regime) 。しかし、各

国の付加価値税率が異なり、また貿易の不均衡も存在するため、徴収額の再分配を行うシ

ステム(clear 加ghouse) が必要とされることから、源泉地主義への完全な移行は保留状態であ

る(付加価値税指令 402 条 1項)0Schenk and Oldman ， s叩ranote 50， at 36ト364.

111 B to B取引で採用されるリパースチャージ方式は付加価値税制が前提とする取引のチ
ェーンを切断する結果をもたらす。I姐 Crawford ，Michael Keen ， and Stephen Smith ， Value 
Added Tax and Excises ， Dimensions ofTax Design: the Mirrlees Review (2010) ， at 345 . 

49 



の課税につき、 EU域内の物品の取引やクロスボーダーサービス取引に関し Bto C取引を

源泉地課税とするのは、それらの BtoC 取引も仕向地主義によることとすると、源泉地(輸

出免税)でも仕向地(税関がないため捕捉不可)でも課税できない課税の空白が生じてしま

うためである1120

② 輸出免税の問題点

輸出取引に関する免税に関する 大の問題点は、輸出取引に係る仕入税額控除を利用し

た租税回避行為ないし遁脱行為を誘発しかねないということである。これはカノレセール・ス

キームの横行など既に欧州において問題となっており、各国でそれへの対抗立法がなされ

ている113。しかし、欧州においては 「輸出免税措置が諸悪の根源jというような短絡的な議

論はなされておらず、無論埴脱行為には厳正に対処するものの、課税事業者が独立して物の

供給を行っている限り仕入税額控除を行う権利は認められるべきという立場を崩していな

し、114 。輸出免税に伴う還付は事業者に対する恩典措置ではなく、仕入税額控除制度が適正に

機能していることを意味するにすぎないと捉えるのが正当な理解であろう。したがって、消

費税の還付と遁脱行為を殊更に結びつけて、還付の適用可能性を狭めようとすることは、立

法上も執行上も妥当とは言えないと考えられる。この点は、還付制度導入の検討の際にも考

慮、すべきである。

(3) 非課税の意義と特徴

園内取引として行われる資産の譲渡等のうち、次頁の表に掲げるような、社会政策的配慮

112ただし、この考え方では近年重要性が高まっている国境を越えたデジタノレ財(音楽、電

子書籍など)の取引に対応できないとして、 OECD は報告書を出している。OECD ，

Implementation of the Ottawa Taxation Framework Conditions ， The 2003 Report ， at 14. わが国に
おいても、現行消費税法上、同じデ、ジタル財の取引で、あっても、国内事業者から購入した

場合園内取引として消費税が課税される一方で、海外事業者から購入した場合国外取引と

して課税対象外となり、事業者間の競争中立性を歪めるとして、政府税調で OECD やEU

の議論を基にした是正策を検討中である。2013 年 11 月 14 日政府税調第2回国際課税デ
イスカッショングループ。各資料参照。また、佐藤英明「電子的配信サービスと消費課税J

ジュリスト 2012 年 11 月号 14-20 頁も参照。

113 ドイツの対応については、西山由美「消費課税における『事業者』の法的地位J税法

学 557 号 (2007 年) 209-219 頁参照。

114 イギリスの事業者が PCのチップをEU域内の他国に輸出した取引に関し、輸出免税
の基づき還付を申請したところ、当該取引がカルセーノレ・スキームのチェーンの中に組み

込まれていることをもって課税庁がそれを認めなかった事案につき、欧州司法裁判所は、

事業者がVATの不正取引にチェーンに組み込まれていることを知らなかった(善意の事業

者である)場合には、その取引の中に事業者が組み込まれていても、仕入税額控除を行う

権利が認められる旨判示した。C-354/03 ，C-355/03 ， and C-484/03 (Optigen et al.)， 12 Jan uary 
2006 . 
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から課税すべきでないとされるもの(図 2- 12の①~③ )や、消費税の課税にその性質上なじ

まないもの(図 2- 12の@"-'⑬)については、課税の対象から除かれている (消法6①、 別表

1)11 5。これを非課税取引116という。

0 図2-12 消費税の非課税取引の類型

社会政 ① 公的な医療保障制度に基づく療養 ・医療等

策的配 ② 社会福祉・更正保護事業

慮に基 ③ 助産

づくも ④ 埋葬料・火葬料

の ⑤ 身体障害者用物品の議渡等

⑥ 一定の学校の授業料-入学金等

⑦ 教科用図書

⑧ 住宅の貸付

その性 ⑨ 土地の譲渡 ・貸付

質上消 ⑩ 有価証券・支払手段等の譲渡

費税に ⑪ 金融 ・保険取引

なじま ⑫ 郵便局株式会社等が行う郵便切手・印紙 ・証紙等の譲渡

ないも ⑬ 物品切手(商品券 ・プリベイ ドカード等)の譲渡

の ⑭ 国 ・地方公共団体等が法令に基づき行なう役務等の手数料

⑮ 外国為替業務等に係る役務の提供等

このうち、「社会政策的配慮から課税すべきでないとされるもの」を非課税とすることの

意義は、 社会保険診療や福祉サービス等を受ける者に消費税を負担させないという、社会的

弱者への配慮ないし再分配政策(逆進性対策)を意味すると考えられる 。

非課税取引の 大の特徴は、対応する課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除

115輸入取引についても、保税地域から引き取られる外国貨物のうち一定のものは、 国内

における非課税取引とのバランスを図るため、非課税とされている(非課税貨物、消法6

②、 別表 2)。金子前掲注45書667 頁参照。

116 非課税取引が表に掲げられている項目に限定される理由として、消費税の前に導入が

検討された「売上税」は非課税項目が社会保険診療や正常分娩を含め 51もありその項目

の選定が必ずしも理論的で、はなかったこと、また、帳簿方式の場合課税 ・非課税が複雑だ

と帳簿での整理が困難であること、を挙げる見解もある。大島 ・木村前掲注85書 34頁参
日召
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の対象から除外されることである(exempt without credit l17
)。消費税の税率構造と仕入税額控

除との対応関係を示すと、以下のようになる。

O 図2 -13 消費税の税率構造と仕入税額控除との対応関係

課税(標準税率) 対応する課税仕入れに係る仕入税額控除は全額可

課税(軽減税率 118)

免税(ゼロ税率)

非課税 対応する課税仕入れに係る仕入税額控除は全額不可

そのため、非課税取引を行う事業者は、 当該取引に対応する課税仕入れに係る税額をその

売上先に価格の調整によって転嫁できなければ、自らがその税額を負担することとなる。ま

た、非課税取引が事業者間(Bto B )取引の場合、非課税取引の財 ・サービスを仕入れた事業

者はそれに係る仕入税額控除ができないため、以下の図 2 -14 でみるように税の累積が生

じることとなる。

0 図 2 - 14 非課税取引が介在した場合の税の累積

取引段階 税抜販売価格 Aすべて課税取引の場合 B卸売=今小売が非課税の場合

材料生産者
~ 10，000 円

10，000 円x10%=1，000 円 10，000 円x10%=1，000 円

製造業者 20，000 円x10%-1，000 円 20，000 円X10%-1，000 円

~ 20，000 円

= 1，000 円 = 1，000 円

卸売業者 30，000 円X10%ー2，000 円 30，000 円X O%-O円

~ 30，000 
= 1，000 円 = 0円

小売業者 40，000 円X10%-3 ，000 円 40，000 円XlO% - O円

~ 40，000 円
= 1，000 円 = 4，000 円

消費者 納付額総額: 4，000 円 納付額総額: 6，000 円

上記図.2 - 14は、取引の各段階で生み出される付加価値が 10，000 円であるとき、 A rす

117 ブラジノレやポルトガノレでは非課税取引についてその性格を的確に表した当該用語を用

いているという。 Ritade 1a Feria and Richard Krever ， Ending VAT Exemptions: Towards a Post-

Modem VAT ， Oxford 白山ers ityCentr e for Busin ess Taxation "fJiア J2/28 (2012)， at 7. 
118 現行の消費税法には軽減税率の規定はない。ただし、「平成26年度税制改正大綱」で

「消費税の軽減税率制度については、『社会保障と税の一体改革』の原点に立って必要な

財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率 10%時に導入する。J

とされ、また、平成26年末の総選挙で自民 ・公明両党は平成29年4月の税率 10%引き
上げと同時に軽減税率の導入を目指すことを共通公約とするなど、導入の可能性は高まっ

ている。
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べての段階が課税取引の場合JとBr卸売業者から小売業者への段階のみ非課税とした場

合Jの、各段階の税額及び納付税額総額の比較表である。Aよりも Bの方が納付税額総額

が2，000 円多くなるが、これは卸売業者から小売業者への売上が非課税取引とされたため、

小売業者が卸売業者からの仕入れに係る税額控除ができず、また、卸売業者も製造業者から

の仕入れに係る税額控除ができないことと、卸売業者の非課税措置に伴う納付税額が減少

した分とのネットの税額上昇(3，000 円+2.000 円-3.000 円ニ2.000 円)ないし税の累積を意

味する。当該税額上昇分は、仕入税額控除の機能不全により卸売業者が控除不能税額 2，000

円を丸ごと負担しているということである119。要するに、取引の中間段階で非課税取引が介

在すると、各段階で生じた付加価値と税額との対応関係が切断されることとなる。

一方、非課税取引が消費者向け(Bto C)取引の場合、非課税取引が次の段階の事業者の仕

入税額控除に影響を及ぼすことがないため、正当化されるという議論がある120。しかし、こ

の場合も本研究で焦点を当てている医療機関の控除対象外消費税の問題、すなわち事業者

が前段階の仕入税額を控除できずその負担を強し、られているとし、う問題が生じているため、

説得力には乏しいといえる。

したがって、非課税取引が介在すると、事業者間(Bto B)はもちろんのこと、消費者向け

(B to C)の場合も取引に歪みが生じることとなる。これは偏に非課税取引に対応する課税仕

入れに係る消費税額が控除できないという 「対応関係Jに起因する問題である。この点に関

し前述のとおりある経済学者は、付加価値税における「課税」と仕入税額控除の「権利J と

は一体であり、売上税額の納税義務を免除しつつ仕入税額控除を認めるということは本質

的にあり得ないとする121。裁判例においても賃貸マンションの補修費の仕入税額控除が争

われた事案では、仕入税額控除制度は「税の累積を避けるために仕入れに含まれている消費

税額を控除する制度であるから、(中略)その仕入れに対応する売上げが非課税売上げであ

る以上、税の累積排除を考慮する必要がなく、仕入税額控除の根拠を欠く 122Jとしており、

119 卸売業者が当該税額を価格に転嫁しない場合。もちろん卸売業者が当該負担を回避す

るため転嫁することも考えられるが、その場合は小売価格の上昇を通じて 終的に消費者

が負担することとなる。
120 例えば、大島・木村前掲注85書 34頁では、「それから社会政策的配慮からする非課税

項目の多くは、いわば終末消費に対する販売で、あって、 これが非課税であることが取引の

次の段階に影響するものではないことを注意しておきましょう。Jとされている。
121 宮島洋「消費課税の理論と課題j 宮島洋編著『改訂版消費課税の理論と課題~ (税務経

理協会 ・平成 12年) 7頁。

122神戸地裁平成 14年 7月 1日判決・税資252 号順号9154 (控訴審大阪高裁平成 14年

12月20 日判決・税資252 号順号9252 も同旨)。ただし、当該判決は事業者が負うことと
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現行税制の仕組みを肯定している。ただし、 この点については、法的には必ずしも明確では

ない123。

また、課税対象取引であるゼロ税率・軽減税率の適用取引と課税対象外取引である非課税

取引とは性質が全く異なるため、同列に議論すべきでないとしづ主張もみられる124 。仮にそ

の通りであれば、 医療に関し非課税を維持したままでは控除対象外消費税問題は解決し得

ないこととなるが、果たしてそうなのか、次節以下で検討することと したい。

8. 医療非課税と控除対象外消費税

(1) 付加価値税における非課税の意義

通常の付加価値税制においては、課税売上に対応する課税仕入に係る税額が控除の対象

となる125 。ここでいう「課税売上」にはゼロ税率(zero-rating) が適用される売上が含まれる

ため、ゼロ税率が適用される売上に対応する仕入れに係る税額は全額控除が認められる

126。一方、非課税取引(exemptions) については仕入税額控除が認められていないため127、税

の累積が生じる128 。 終消費者に付加価値税を負担させないという点では同じ経済的効果

を持つゼ、ロ税率による課税と非課税の違いは仕入税額控除の可否であり、諸外国において

も非課税売上の割合が高い業種については、わが国の医療機関のケースと同様に、控除不

能となる仕入税額(日本でいう控除対象外消費税額)の負担 129の問題が生じ得ることとな

なる非課税売上げに対応する控除不能仕入税額の負担について、消費税法はどのように対

処することを予定しているのかについて論じておらず、その点につき、法は転嫁により対

処することを予定していることを示した前述神戸地裁平成 24年 11月 27 日判決は理論的

にもよ り明確な判示といえる。

123 田中治 「納税義務者 ・ 課税取引と非課税取引J 金子宏編『租税法の基本問題~ (有斐

閣・ 2008 年) 715-716 頁。

124 渡辺前掲注 102 論文 223 頁。

125 日本の消費税法については、消法 30②参照。

126 See  Schenk  and Oldman ， supra note 50， at 263 . 

127 See Schenk and Oldman ， supra note 50， at 268. EUの付加価値税指令 168 条でも仕入税額

控除が可能なのは課税取引のみとされている。See Artic1 e 168 ofCouncil Directive VAT 
2006 /1 12AC of28 November 2006. 

128 これを付加価値税の「原罪(origmal sm) Jとし、うこ とがある。Joachim Englisch ， EU 
Perspective on VAT Exemptions ， Oxford University Centrefor Business 白川!on WP 11/11 (2011) ， 
at49. また、付加価値税の生みの親とされるフランス大蔵省の役人だ、ったモーリス ・ロー

レは非課税措置を「付加価値税制の癌である」といったという。See European Commission ， 
Commission StaffWorking Document ， Accompanymg document to the Green Paper on血efuture of 
VAT ， Towards a simpler ， more robust and e伍cient VAT syste m， COM(2010) 695 final ， at 28. 
129 例えば、 オーストラリアにおいてはこのような負担を“hidden GST cost"( 隠れた GST コ

スト)という ことがある。See Peter Hill ， Australian GST Handbook 2011-12 ， at 348. なお、こ
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る。ただし、非課税の場合対応する仕入れに係る税額を 終消費者に転嫁することが可能

なケース130もあるが、その場合には 終消費者に付加価値税を負担させないという「命

題」は一部崩れることとなり、転嫁すべき税額がないゼロ税率とは大きな違いとなり得

る。

非課税取引に係るもう一つの重要な問題点は、事業者が負担するコンブライアンスコス

トである13 1。これは、事業者は仕入税額控除の計算に際し、原則として謀税仕入れを①課

税売上対応、②非課税売上対応及び③共通売上対応の三種類(用途区分という)に分類、

仕分けることが求められることを意味する132( 消法30②一)。当該分類作業は非課税売上の

割合が高い業種にとっては実務上決して容易ではなく、控除できない税額の確定のために

事業者に相当の事務負担が強し、られるとし、う、ある種「悲劇的なJ事態に陥っているのが

現状である。欧州においても同様な問題意識がある133 とともに、仕入控除税額の 大化を

目指したタックスプランニングをめくーって納税者と課税庁とが争う事態も頻発している

134 。

付加価値税はそれまでの基幹税である個人 ・法人レベノレの所得税を補完する税制として

登場した。すなわち、 所得課税はその課税ベースである所得そのものの(課税庁側から見

の問題は 196 2年に公表されたEEC( 欧州経済共同体、 EU及びECの前身)における取引高

税(ぬmover tax) の調和が議論されたいわゆる「ノイマルクレポー ト(Neumark Report) J 

で"residual tax "として既に指摘されている。See Commission of the European Economic 
Community ， The Report ofThe Fiscal and Financia l Committee  and The Reports ofThe Sub-Groups 

A， B and C， (An uno 伍cial 回 nslation prepared by Dr. H. Thurston) ， at 58. 隠れた付加価値税

(hid den VAT)に ついては、本節第3項参照。

130 わが国の消費税法においては、自由診療である正常分娩(助産)がその典型である (消

法別表第 1八)。
131 合わせて、課税庁が申告内容の適法性をチェックするコスト(行政コスト)も増加する 。

132 このような仕入税額控除の計算方法を個別対応方式というが、分類せず諜税仕入税額

に課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する一括比例配分方式も選択できる(消法 30

②二)。なおEUでは売上の中に非課税売上を含む事業者の仕入税額控除制度を比例控除制
度(proportional deduction ， Arti cle 135 -13 7 of Council Directive VAT 2006 /112 厄Cof  28 November 

2006) というが、これは基本的にわが国の消費税法における個別対応方式と同様の制度と考

えられる。 EUの比例控除制度については、第4章第5節参照。
133 See Institute for Fiscal Studies ， Dirnensions ofTax Design， at 305. 当該報告書は21世紀の税
制の方向性を示したいわゆる「マーリーズ ・レビュー仏4町lees Review) Jとして著名であ

る。当該報告書を邦文で紹介したものとして、西山由美 fEU付加価値税の現状と課題ー
マーリーズ ・レビューを踏まえてー」フィナンシヤノレ ・レビ‘ュー2011 年 1月号 146 -165

頁がある。なお、マーリーズ ・レビ‘ューについては、第4章第6節でも触れている。
134 Joachirn Englisch ， supra note 128， at 54. 
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た) 把握の不完全性135という弱点、が払拭できないのに対し、付加価値税は例外措置を設け

なければ簡素で中立的という強みがある。逆進性を指摘されながらも短期間のうちに欧州

のみならず全世界で付加価値税が導入されていったのは、新たな税源を求める中でその強

みが各国において受け入れられたからであろう。

しかしながら、付加価値税のこのような強みも、非課税や軽減税率、ゼロ税率といった

例外措置を導入することにより容易に失われていることとなる。事業者側lから見れば、非

課税取引は仕入税額控除が認められないという点でも問題を抱えている。にもかかわらず

付加価値税において非課税取引を導入する理由 につ いては、一般に大きく以下の二つがあ

ると解されている。

① 付加価値税を課すのが困難な取引の存在

これは付加価値税の課税標準で、ある付加価値の算定が困難で、あったり、税収に比して執

行に係るコストが大きい(納税義務者 一人あたりの税収が小さし、)といった理由により、

付加価値税を課すのが困難な取引(h ard to tax) があるということである136。前者の典型が金

融取引137であり、後者の典型が住宅の貸付別である。このうち付加価値の算定が困難な取

引につき、金融機関の提供する金融仲介サービス(financial intermediation servi ces， FIS) を例

にとって以下でその内容を検討する139。

135 わが国において、これはいわゆる「九 ・六 ・四 (クロヨン)Jという所得内容による課

税ベースの把握水準の較差の問題としてよく知られる。

136 2006 年付加価値税指令(Council Directive VAT 2006 /112AC of28 November 2006 on the 

common system ofvalue added tax ， OJ L347 /1 of2006 .以下「付加価値税指令J)135 条

で'''ex emptions for other activities "として挙げられている。

137 Artic1 e 135(1 )(b) to (g) ofCouncil Directive VAT 2006 /112A C. なお、金融取引で、あっても

手数料を明示的に徴収している場合には付加価値税の課税は可能であり、実際、オースト

アリアやニュージーランドでは生命保険以外の保険について課税されている。See Schenk 

and Oldman ， supra note 50， at 348 ・356.

138 Arti cle 135(1)(1) ofCounc i1 Directive VAT 2006 /112 厄C .欧リ十同法裁判所は不動産の貸付

は受動的な活動であり大きな付加価値を生み出すものではないが、貸主の数が多いため、

執行コス トに比して税収が小さいとしている。See ECJ 4 October 2001 ， Case C-326 /99， 
Stichting “Goed Wonen" v Staatss ecret aris van Financie n， ECR 1・6831 ，para 52. ECJ 19 November 

2004 ， Case C・284 /03，Temco Europe SA v Belgian Stat e， ECR 1-11237 ， para 20. も同旨。

139 EUにおける金融仲介サービスに対する付加価値税課税に関す るこつの方法、すなわち
修正リパースチャージ法(modifi edreverse -charging ， MRC) 及びキャッシュフロー法(c部 h-

f10w approacW に関する議論ついては、see Howell H . Zee ， Further Thoughts on Reforming the 
VAT: Treatment ofFinancial Intermediation Services ， Edited by Rita de la Feria ， VAT Exemptions ， 
(2013 ， Wolters Kluwer) at 345-355 .また、邦文の先行研究としては、中里実「金融取引 (銀

行取引 ・保険取引) ・不動産取引に対する消費税の課税」 日税研論集第30号 249 -265 頁

がある。
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金融機関の提供するサービスである金融仲介サービスは、資金の出し手である預金者と

資金の受け手である借受人とをつなぐサービスである。すなわち、金融機関は預金者に対

しては自分で貸付先を見つける手聞を引き受けるというサービスを提供し、借受人に対し

ては自分の資金需要と借受期間に見合った資金供給者を見つけるというサービスを提供す

るのである。そのため、金融機関はこのような金融仲介サービスを提供する対価として、

預金者および借受人の双方から何らかの手数料収入を得ている。しかしながらこの手数料

は明示的には示されておらず、実際には金融機関は貸付利子と預金利子との差額(スプレ

ッド部分) 相当額を徴収している。この状況については、以下の図のように示すことがで

きょう。

0 図2一15 金融仲介サービスと付加価値税

預金者 金融機関

金融仲介機能

借受人

仮に、金融機関に対する付加価値税の課税のために、金融機関が金融仲介サービスの対

価として預金者 ・借受人双方から、あたかも不動産の仲介のように手数料を受けているこ

とをあえて示そうとするのであれば、例えば、市場金利を 10%、預金利子を 8%、貸付利

子を 12%とすると、金融機関は預金者から預金額の 2% (=10%-8%) 相当額、借受人

から貸付額の2% (=12% -10%) 相当額の手数料収入を(暗黙の対 価として140) 得てい

るということができるだろう。しかし、実際の取引においては、どれだけが預金者からの

手数料相当額で、どれだけが借受人からの手数料相当額であるのか、実際に得ているスプ

レッド部分の「配分Jを把握することは非常に困難である。そのため、仮に当該スプレッ

ドに付加価値税を課税したとしても、その額を金融機関が預金者及び借受人に転嫁する場

合、どの程度すべきなのか決定することが事実上不可能である。また、そもそも預金者と

借受人との対応関係も明確ではない。その結果、借受人である事業者が金融機関から受け

る仲介サービスの手数料相当額及びそれに係る仕入税額が把握できないため、借受人は当

該サービスに係る仕入税額控除を受けることができないこととなる。

140 中里前掲注 139 論文251 頁。

57 



上記のような課税技術上の問題から、多くの国の付加価値税制において、金融取引を非

課税とする一方で、そのサービスを受ける事業者における仕入税額控除を認めていない。

EUでは2013 年 l月に金融取引税(The Financial Transaction Tax ， F口)を導入することを決め

たが、 20 12年 10月25 日付の決定14 1でその理由のーっとして、金融取引に係る間接税の適

切な課税とその調和を挙げている。これは現行の付加価値税指令 135条で金融取引が非課

税とされているのに対し、金融取引税がそれを補完する役割を果たすことを EUが期待し

ていることを意味するものと考えられる。ただし、このカテゴリーに属する取引は可能で

あれば課税すべきものであり、ニュージーランドのように原則課税としている国もあれ

ば、特に金融取引について検討中の国も少なくない。

なおわが国では、このカテゴリーに入る取引を「その性質上消費税になじまないため

142 J非課税とされていると説明されることが一般的である。

② 社会政策的配慮(publ icpoli cy) 

もう一つは社会政策的配慮、に基づくものである。例えば、欧州においては付加価値税指

令143132条から 134条(主として 132条)で、医療、福 祉、教育、文化、慈善活動など(merit

goo ds)が社会政策的ないし一定の公益活動(p ublic interest )という理由により非課税とされて

いる。経済的効率性を 大化する立場からいえば、非課税等の標準税率以外の税率構造を

持たず課税ベースが広い付加価値税こそが理想的であるといえる。一方で、教育や文化へ

の平等なアクセスを保障し環境に配慮、した技術革新や知識集約的な経済成長を促進するた

め、健康、文化、環境といった領域への軽減税率 (非課税を含む)の適用も政策的手段と

して正当化されうると考えられる144。社会政策的配慮、から付加価値税の非課税が正当化さ

れるのは、もっぱら比較的低所得者である 終消費者にその便益が及ぶケースか、所得再

分配のため比較的低所得者の方が高所得者よりも非課税とされる財 ・サービスの消費量

141 Europ ean Commis sion ， Proposal for a Council Deci sion auth orising enhan ced cooperation in the 
area of financ ial transa ction tax ， COM(2 0 12) 631 fina V2， at 2. 
142 金子前掲注45書 667 頁。もっとも金子名誉教授も、「性質上消費税になじまなしリと

されている取引のうち、金融取引、保険、土地取引については課税の対象に取り込むこと

が検討されるべきであるとしており、非課税とされるのはむしろ政策上の問題であると考

えられる。金子宏「総論ー消費税制度の基本的な問題点」日税研論集 30号5-8 頁。保険

については、社美枝「保険取引への消費税課税」税法学 565号 151頁も参照。

143 Art icle 132 白rough 134 ofCouncil Directive VAT 2006 /112 厄Cof28 November 2006. 

144 Europ ean Commissio n， Green Paper on the 釦ture ofVAT ， Towards a simpl er， mor e robust and 
efficient VAT system， COM(2010 ) 695， at 14. 
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(所得に占める割合)が顕著に大きいケースということになるだろう 145 。

社会政策的配慮に基づく非課税規定は、①の付加価値税を課すのが困難な取引と比較す

ると、各国の社会的 ・文化的な事情がより反映する傾向にあるものと考えられる。例え

ば、文化・ 芸術活動に対する非課税措置は、その消費が比較的高所得者に偏る傾向がある

ため、公平性の観点からは正当化が困難であるが、文化 ・芸術活動がその国にとって重要

性が高いのであれば、その支援とし、う意味で正当化されうるだろう 146。勿論、社会政策的

配慮に基づく非課税規定の大部分は医療や福祉、教育に対する措置であり、福祉国家にお

ける共通の理念から多くの国で同様な取り扱いを行っている。

当該措置は 終消費者への負担を求めないことが導入目的であることから、事業者にお

いて控除不能分の税額を 終消費者に転嫁することが困難であり、また望ましくないとい

える。

わが国においても欧州においてと同様の理由で消費税法上、医療、福祉、助産、身体障

害者用物品、教育用図書などが非課税とされている(消法6①、別表第一)。

(2) 物的非課税と人的非課税

付加価値税の非課税について検討するに当たり留意すべき概念に、物的非課税(物的課税

除外、 仕組問ction or item exempti on)と人的非課税(人的課税除外、 entity exe mptio n)とがある147 。

物的非課税とは特定の取引に関し付加価値税を非課税とすることであるのに対し、人的非

課税とは特定の事業者が行う取引に関し付加価値税を非課税とすることである。すなわち、

物的非課税は取引に着目して非課税の範囲を規定しているのに対し、人的非課税は事業者

に着目してそれを規定しているという違いがある。

人的非課税は更に、 小規模事業者に対する非課税(免税)措置と公的機関に対する非課税

措置とに分けられる。付加価値税における人的非課税の例としては、前者としてわが国の事

業者免税点制度148 があり、後者としてはE Uにおいては、付加価値税指令 13条で園、地方

145 Joa chim Englisch ， sup ra note 128， at 33-34. 
146 非課税ではなく軽減税率ではあるが、フランスの場合演劇、コンサート、 バレエ等の

公演について標準税率 (20%) より相当低い税率 (2 .1%)での課税となっている 。

147 Scbenk and Oldman ， supra note 50， at 48・54. 谷口勢津夫『税法基本講義(第 3版U(弘文
堂 ・平成24年) 89 -90頁。同様の概念として、わが国の固定資産税における人的課税除

外(国及び地方公共団体の所有する固定資産には固定資産税が課されない、地法 348 ①)と

物的課税除外(公益性の強し、固定資産等には固定資産税が課されない、地法348 ②④)があ

る。

148 基準期間の課税売上高が 1，000 万円以下の事業者の納税義務が原則として免除される

制度をいう(消法 9①)。金子前掲注45書671・674頁参照。
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公共団体や公的機関等(bodies govemed by public law) の行う取引については非課税とするも

のなどがある。

わが国の消費税法においては、物的非課税は社会保険診療をはじめ別表第一にその項目

が列挙されているが、人的非課税については、諸外国で非課税とされることが多い園、 地方

公共団体、公共法人、公益法人等も資産の譲渡等を行った場合には消費税の納税義務者とな

るため、適用対象が事業者免税点制度の適用事業者に限定されることがその特徴となって

いる。

(3) 非課税における税額転嫁と隠れた付加価値税

付加価値税である消費税の根幹となる仕組みは仕入税額控除と税額転嫁のメカニズムで、

ある。このうち後者の税額転嫁については消費税法上特に規定はないが、税制改革法 11条

1項で「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を

円滑かつ適正に転嫁するものとするJと規定されており、消費税額が資産の譲渡等の相手方

に転嫁されることが予定されているといえる。

ところが、非課税取引についてはわが国を始め多くの国において対応する仕入税額の控

除が全く認められていないため、控除不能税額が生じることとなる。このような控除不能税

額を欧州で、は隠れた付加価値税(hi dden VAT) と呼んでいる149。仮にそれを売上価格に転嫁で

きない場合には、事業者が控除不能税額について負担することを余儀なくされる。欧州では

隠れた付加価値税問題への対応策として、オプション制度(第4章第6節参照)や付加 価値税

グ、ノレープ制度、コストシェアリング措置といった方策150が導入されているが、いずれも事業

者間(BtoB) 取引について有効な措置であり、わが国における社会保険診療のような BtoC

取引には有効ではないと考えられる。

もっとも、 Bto C取引について隠、れた付加価値税が生じた場合で、あっても、それが 終

消費者に転嫁できれば、事業者はその負担を免れることができる。例えば、住宅の貸付や自

由診療の助産は消費税が非課税であるが、対応する仕入税額を賃貸価格や診療報酬に反映

させることで転嫁することは可能であり、また実際に行われているケースが多い。そのため、

隠れた付加価値税が深刻な問題となり得るのは、社会保険診療のように、公定価格であるた

め事業者に価格決定権がなく控除不能額の転嫁ができないケースである。仮に、診療報酬改

149隠、れた付加価値税(hidden VAT) については、西山由美「消費課税システムにおける『税

額転嫁』税理 2014 年 1月号 105 -106 頁参照。

150 これらの方策については、西山前掲注 149 論文108 -111 頁参照。
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定において控除不能額の転嫁がなされていないか、なされていてもそれが不十分である場

合には、事業者である医療機関は控除も転嫁もできない金額に関し過重な負担を強し、られ

ることとなる。そのため、医療機関側からこの問題の解決の必要性が強く叫ばれるわけであ

る。

ところで、隠れた付加価値税に関し、金融セクターにおける当該負担について、欧州にお

ける議論に基づき完全に除去されるべきとする主張が提起されている1510 その理由として

は、付加価値税の非課税措置により対応する仕入税額の控除を否認することは、完全な仕入

税額控除こそが付加価値税の基本原則であるとする立場からは中立原則に反するというこ

とである。この立場からは、先に挙げた神戸地裁平成24年 11月 27日判決の「非課税措置

に伴う控除不能税額は 終消費者への転嫁により対応すベし」という発想は中立原則に反

するため受け入れがたいということになるであろう。この議論をわが国の消費税法に照ら

してみれば以下のように考えられるであろう。

この議論は金融セクターを対象としているが、それにとどまらず、付加価値税における非

課税措置全般についていえるものと考えられる。そのため、中立性原則から非課税措置全般

について完全な仕入税額控除が機能すべきであるということを主張しているものと考えら

れるが、そうなると、仕入税額控除に関し、非課税とゼロ税率(免税)との差異が全くなく

なることとなる。そう考えると、消費税法が課税(ゼロ税率を含む)と非課税とを区別して

いることとの法的整合性が問われることになりそうである。

先にみたとおり、消費税法における仕入税額控除制度は税額計算における基本構造をな

すものである。そのため、非課税売上げに対応する仕入税額の控除がどのような場合にも全

く認められないというのは、仕入税額控除制度の機能を否定するものであり不合理といえ

る。しかし、だからと言って、中立性原則から非課税措置全般について完全な仕入税額控除

が機能すべきであるという ことが直ちに導かれるものでもない。

わが国の消費税法においては一般に、欧州諸国のそれと比較すると非課税とされる取引

の範囲が狭く 152 、非課税は例外的な措置として扱われている。そのため、例外的な非課税売

上げに対応する仕入税額の控除を原則として否定し、代わりに控除不能額を転嫁で対応す

151 西山由美「金融セクターに対する消費課税J金子宏 ・中里実 ・] .マーク ・ラムザイヤ

ー編『租税法と市場~ (有斐閣・ 2014年) 317- 318頁参照。
152 平成3年度の税制改正で逆進性対策から社会政策的配慮に基づくものとして助産、埋
葬料 ・火葬料、身体障害者物品の譲渡等、教科用図書、住宅の貸付が新たに非課税項目と

して加わったが、 それまでは更に限定されていた。
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るという割り切った方法によっても弊害が比較的限定されるといえる。したがって、わが国

の消費税法においては、控除対象外消費税問題については転嫁による対応を原則とし、仮に

それによることが不合理な結果をもたらすケースのみ別途対処するという割り切った立法

政策をとったと理解するのが妥当と考えられる。すなわち、非課税売上げに対応する仕入税

額の控除は決して否定されてはし、ないのである。

なお、隠れた付加価値税は、「その性質上消費税になじまないもの」よりも 終消費者へ

の負担を求めないことが導入目的である「社会政策的配慮に基づくもの」の方が深刻であり、

その対応が優先されるべきと考えられる。「その性質上消費税になじまないものjは原則と

して課税化を目指すべきであり、中立性の確保を強調するあまりそれに対しても手当を講

ずることは、不合理な制度の存続を助長しかねず、妥当な租税政策とは言い難いであろう。

(必 医療非課税と控除対象外消費税

わが国において医療の提供に関し消費税が非課税とされるのは、以下の項目である(消法

6①、別表第1六八)。

① 健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済

組合法又は私立学校教職員共済法の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院

時生活療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家

族看護療養費の支給に係る指定訪問看護

② 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、

入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問

看護療養費の支給に係る指定訪問看護

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に

基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾

被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療

費の支給に係る医療並びに障害者自立支援法の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医

療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

④ 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係

る療養

⑤ 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並

びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費

用の支給に係る医療

62 



⑥ 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払を受けるべき被害者に対する当

該支払に係る療養

⑦ ①~⑥に掲げる療養又は医療に類するものとして政令 (消令 14) で定めるもの

③ 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等

上記のうち特に重要性が高いのは、①及び②の公的医療保険(社会保険)による診療と③の

助産である。 しかし、 両者の聞には大きな違いがある。それは、本節第3項でも論じたとお

り、前者が公定価格の社会保険診療であるため控除対象外消費税を価格に転嫁することが

事業者(医療機関)の自助努力では原理的になし得ないのに対し、後者は自由診療であり医

療機関に価格決定権があるため、控除対象外消費税を価格に転嫁することも可能である点

である。

社会保険診療について消費税が非課税とされた立法趣旨・目的は、第 1章で取り上げた神

戸地裁平成24年 11 月 27 日判決によれば、「専ら社会保険診療等に係る患者の費用負担の

抑制を図る点にある」と解されるところである。すなわち、本節第 1項で触れたとおり、消

費税法は消費に対して負担を求めるとしづ税制としての性格から課税の対象としてなじま

ない取引や、 社会政策的な配慮から課税することが適当ではない取引について、非課税取引

として消費税を課税しないことと しているが、社会保険診療は後者に該当する。さらに、次

の第 5項で見る通り、消費税導入時に日本医師会は社会保険診療が国民の生命と生活に関

わるものであることを理由にそれを非課税取引とすることを積極的に要求していたという

事情も、その立法趣旨を裏付けるものと考えられる。

(5) 消費税導入時の議論

わが国においては医療(社会保険診療15 3)及び福祉サービスの提供に係る消費税について

は、導入時から非課税とされている。これは一般に社会政策的な配慮、154 とされるが、わが

国において現行の消費税導入前に検討された付加価値税の類型である一般消費税155 及び売

153 助産(正常分娩)は消費税導入時自由診療であるため課税とされていたが、逆進性緩和の

一環として平成3年度の税制改正で非課税に改められている(別表第一第八号)。大蔵省編

『平成 3 年改正税法のすべて~ 375 頁参照。
154 金子前掲注45書667 頁。

155 大平内閣時に導入が検討され、その後撤回に追い込まれた一般消費税においては、国

民皆保険の実情及び逆進的との批判を避ける意味で、社会保険診療は非課税と されていた。

昭和田年 12月27 日政府税制調査会「昭和 54年度の税制改正に関する答申J別紙「一般
消費税大綱J 3 (2)⑤参照。 また、木下和夫『税制調査会~ (税務経理協会 ・平成4年)148

頁も参照。
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上税156 においても、同様の取扱いとなっている。

また、医療に対するこのような取扱いについては、立法過程において日本医師会等の業

界団体の主張を採り入れたためとも考えられる。例えば日本医師会は消費税導入前の昭和

62年 10月、「税制全般にわたる抜本的な見直しが行われるにあたり、 一般的な消費に対す

る課税が行われる場合には、国民の生命 ・健康を守る上で、必要不可欠な医療・医薬品等

については、課税対象から除外することを希望します。高齢化社会に対応する税制改革

が、国民の理解と信頼に裏付けられて確立されねばなりませんが、国民生活にも大きな影

響が及ばざるを得ません。そのため保健 ・医療・福祉等は、特別に政策的配慮、がされるべ

きであり、医療・医療用医薬品 ・医療用具等を非課税とするよう強く要望します157 0j と

主張している。また、日本医師会は昭和 63年5月に自民党社会部会への要望で、新型間

接税(消費税)において医療は非課税とすべきであると主張する中でその理由として、「欧米

諸国でも医療に間接税を課している国はなし、158 0j を挙げている。

また、当時の政権与党で、あった自民党は医療を課税とした場合の問題点として、①医療

は所得の大小にかかわらず選択の余地なく支出せざるを得ないものである、②医療は低所

得者でも生きていくために支出せざるを得ないものであり、逆進的である、③一定の所得

階層の者には所得減税の効果も財政支出の恩恵、も及ばず、間接税負担だけが増加すること

となる、④医療に課税すると保険料が上がって医者に行かない人にも税負担が転嫁される

が、受益と負担の関係でいかがなものか、⑤所得税を減税して国民の負担感を軽減して

も、医療への課税で保険料や患者負担が増えると負担感は軽減しない、が挙げられていた

159 
0 

要するに、所得の大小にかかわらず必要となる医療(社会保険診療)や比較的低所得者が

必要とする福祉サービスについては、患者や福祉サービス利用者(身体障害者や高齢者など)

156 中曽根内閣時に導入が検討され、法案が提出されたものの廃案に追い込まれた売上税

は諸外国で採用されているインボイス(invoice) に似た税額票により仕入税額控除を行うこ

とがその基本的な仕組みとなっていたが、一方で、社会保険医療、公費負担医療、予防接

種、正常分娩、高度先進医療、医薬品等が非課税とされており、現行の消費税よりも非課

税の範囲が広く、また、 一般消費税で、批判の強かった「網羅性j を薄めるため事業者免税

点が 1億円とかなり高いことがその特徴となっている。昭和61年 12月23 日自由民主党

「税制の抜本改革と昭和62年度税制改正大綱(抄) j 3 (四)2 (1)及び 3(1) 参照。

157 日本医師会昭和 62年 10月9日「医療に関する税制に関する意見」

158 日本医師会昭和 63年5月30 日「日本医師会の主な見解(於.自民党社会部会への要
望)j 

159 昭和63年6月 「自民党社会部会の見解J
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の負担が生じないことが望ましいという理由で消費税が非課税とされたものと考えられる。

(6) 控除対象外消費税の所得課税上の取扱い

医療機関における控除対象外消費税問題を論じる際提起される論点の一つに、当該負担

によ り一方で所得税 ・法人税の負担が軽減されているというものがある。すなわち、税額

控除計算の結果生じた控除対象外消費税は、所得税ないし法人税の課税所得の計算上、必

要経費ないし損金に算入されるため160、単なる負担ではないという主張である。

控除対象外消費税は医療機関にとってのまぎれもない負担であり、損益計算上も費用(医

業費用)であることから、所得計算においても当然必要経費ないし損金とされるべき項目で

ある。したがって、医療機関に控除対象外消費税の負担が生じれば、その負担が所得税・

法人税に反映するのは理論的に当然のことであり、税制上の恩典や優遇措置ではない16 1。

逆に言えば、仮に医療機関における控除対象外消費税の負担が解消されれば、理論的に

はその金額だけ当該医療機関の所得が増加するこ ととなり、繰越欠損金の控除を無視すれ

ば、 所得税 ・法人税の税収も増加することとなる。所得税 ・法人税が課される医療機関に

とっては、控除対象外消費税負担と所得税 ・法人税負担とは裏腹の関係にあるが、その負

担の影響の得失を勘案すれば、たとえ所得税 ・法人税負担が上昇しでも合理的な医療機関

は控除対象外消費税問題の解決を望むであろう。

(7) 導入時に医療非課税以外の選択肢は取り得たのか

わが国において控除対象外消費税問題がここまでこじれたのは、導入時の議論に問題が

あった、すなわち医療界が非課税とゼロ税率の違いを深く考えずに、当時付加価値税制の

先進国で、あった欧州がそうで、あったからという単純な理由で非課税としたからである、と

いう指摘がなされることがある162 。それでは導入時にどうすればよかったのか、恐らく以

160 厳密にいえば、経費に係る控除対象外消費税と資産に係る控除対象外消費税とは取扱

いが異なり、前者は即時に費用となるが、後者は原則として繰延消費税額等として資産計

上し、 個人の場合は6年間で償却、法人の場合は5年以上の期間で損金算入することとな

る(所令 182 の2①~④、法令 139 の4①~③) 。

16 1もっとも医療機関のうち国立病院や学校法人、社会福祉法人等の公益法人等といった

形態で医療が提供される場合には、収益事業にのみ法人税が課されるが、医療の提供は収

益事業から除外されているため、基本的に控除対象外消費税の負担解消が法人税の増収に

はつながらない。

162 中医協の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」の第 1回(2012 年6月 20
日開催)において今村委員(日本医師会副会長)は「消費税の 仕組みがどういうものかよく

わからない中で、先ほど御指摘があったように、ゼロ税率か非課税かという違いもよくわ

からない中で、 患者さんの医療に税の負担を負わせないのだということに強く配慮、して、

そのように主張したと私は理解しています」と発言している。
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下の選択肢があったであろう。

① ゼロ税率(オーストラリア型)

② 非課税十還付(カナダ、型)

③ 課税 ・軽減税率(独自案)

上記①②はそれぞれ付加価値税導入時のオーストラリア(後述第 5章第8節)及びカナダ

(後述第5章第4節)の対応であり、日本との比較で 両国はこの問題に巧みに対処したこ

とが分かる。

これに対し③であるが、導入時は標準税率での課税とし、税率が一定水準以上になってか

ら軽減税率を適用するというものである。消費税課税の中立性(neu 回 lity) を重視する理論的

な立場からは、標準税率で課税するというのが「あるべき姿j で、あったのであろう。

日本の消費税は導入時の税率が 3%と低く、導入時から軽減税率を適用するということは

実際問題として不可能で、あったと考えられる。そのため、税率が二けたとなる予定の 201 5

年 10月が軽減税率導入を検討するタイミングということになる163 0 となると、導入時には

取りあえず標準税率による課税とし、頃合を見計らって軽減税率とするということになる

だろう。標準税率で課税されているものをその後の税率引き上げ時に逆進性等に配慮して

軽減税率で課税するとしづ道筋は、何をその対象とするかはともかくとして、 一般の国民で

も理解しやすい164 。しかし、医療界は導入時に患者に負担を求めるとしづ選択肢を採ること

はなかった。そうなると、結局①又は②によるしかなかったのではないのかと考えられる。

それでは、オーストラリアのように①を採用することは可能で、あっただろうか。これにつ

いては、仮に、日本医師会が 「ゼロ税率か非課税かという違し、」をよく理解し、仕入税額控

除を可能とするため非課税ではなくゼロ税率の導入を強く要求した場合であっても、現実

には困難であったものと推測されるところである。何故なら、税制(国税)の企画立案を担

当する大蔵省主税局(当時)が、一般消費税(1 979 年)、売上税 (1987 年)の二度の導入断念

を経て、消費税法の立法に係る基本方針として、政治家や利益集団からの要求に対し課税ベ

ースを狭めるような譲歩を徹底的に避け、中でも課税ベースの大幅な浸食を招くゼ、ロ税率

163 金子宏「消費税制度の基本的問題点JW租税法理論の形成と解明下巻~ (有斐閣 ・20 10

年)384 頁参照。なお、 10%引上げは201 7年4月に延期されている。

164 例えば、新開業界は現在標準税率で課税の購読料につき軽減税率の適用を主張してい

る。社団法人日本新聞販売協会『新聞の軽減税率はこの国の明日へのともしび~ (平成24

年2月)参照 。
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の採用に極めて慎重であったと考えられるからである165。仮にこの推測が正しいとすれば、

当時より財政状況が大幅に悪化している現時点において、課税ベースを狭めるような議論

によ り一層慎重になっているとみられる財務省や与党政治家(特 に自民党税調幹部)が、 ゼ

ロ税率の議論に理解を示す可能性は極めて低いと言わざるを得ないであろう 166 。

9.控除対象外消費税負担が医療機関に与える影響

(1) 負担の状況

控除対象外消費税の負担が医療機関の経営に及ぼす影響は多岐にわたるが、ここでは手

始めに医療機関が負担している控除対象外消費税の状況を見ていくこととする。

まず、多少古い資料ではあるが、日本医師会の行った調査167 によれば以下の通りである。

O 図2 - 16 一施設当たりの控除対象外消費税の金額168 及び負担割合169

無床診療所 有床診療所 病院

平成 18年度 2，650 千円(2.1% ) 5，960 千円(2.1 % ) 96，455 千円(2.2 % )

平成 19年度 2，600 千円(2.2 % ) 5，617 千円(2.0 % ) 100 ，703千円(2.2%)

(出典) 平成21年 2月 12 日(平成 24年 7月改定)日本医師会日医総研「消費税の実態

調査J5 - 6頁

一施設当たりの控除対象外消費税の金額は規模の小さい無床診療所が も少なく、次い

で有床診療所、 も多いのは病院と、規模170 に比例する形で多くなっている。一方負担割合

165 加藤淳子『税制改革と官僚制~ (東京大学出版会 ・1997 年)96-97頁参照。財務省(大

蔵省)は税制論議の際 、政治的な妥協を余儀なくされる事項につき、自らの核心的な利義

(消費税に関して言えば「課税ベースの確保J )を死守することを 優先とし、その周辺部

分での多少の妥協であれば応じるとしづ戦略(r重心陣地を敷け」又は「さらとりJとい
う)を採るのが通例であるという。加藤同書91-92頁参照。

166 医療界(特に病院団体)が控除対象外消費税問題の解決策として、従来はゼロ税率の導入

を強く主張していたが、 近は軽減税率の導入に軸足を移しつつあるのは、これまでの財

務省や与党政治家との交渉を反映したものと推察されるところである。これを踏まえて、

その他の選択肢として、非課税で導入しその後軽減税率に移行するというものも考えられ

るが、その問題点については本章第 10節でさらに検討する。
167 平成2 1年2月 12 日(平成 24年7月改定)日本医師会日医総研「消費税の実態調

査J。本節におけるデータの出所はすべて当該調査結果である。
lω 社会保険診療報酬以外の非課税売上(利子収入など)に係る控除対象外消費税の金額

は除外されている。

169 社会保険診療報酬に占める控除対象外消費税の金額の割合をいう。

170 調査対象の医療機関のうち、総収入金額が 5.000 万円 (仮に当該収入が全額課税売上

とした場合、消費税の簡易課税制度(消 法 37)の適用が可能な水準)以下の割合は、診療

所は 15%程度、病院はゼロである。
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は規模にかかわらず概ね2%程度である。ただし、この負担割合を病院の規模(病床数)別に

さらに詳しく見てみると、以下の表のように、規模が大きくなるほどその割合も徐々に増加

する傾向にあることが分かる。

0 図2 -17 病院の規模別控除対象外消費税の負担割合

20~100床 101~300 床 301~500 床 50 1~700 床 701床~

平成 18年度 1.9% 2.0 %  2.1% 2.2 % 3.0 % 

平成 19年度 1.9% 2.0 % 2.2 %  2.4% 2.6 % 

(出典) 図2-16 と同一調査7頁

医療機関における控除対象外消費税は、課税売上割合とと もに総収入に占める課税仕入

れの割合にも影響される。原理的には、総収入に占める課税仕入れの割合が高いほど控除対

象外消費税の負担も増加することとなる。それを反映して、過去の消費税導入時 (平成元年)

及び引上げ時(平成 9年)においては、 診療報酬引上げにより控除対象外消費税の補填がな

されているが、その際医療機関の総収入に占める課税仕入れの割合を導入時は 38.1 % (う

ち補填対象分は 30.4%)、引上 げ時は 44.8 %とし、う試算171 を前提としていた。仮に今回の税

率引上げ時においても診療報酬の改定により控除対象外消費税の補填がなされる場合、当

該割合をどの程度とみるのかが改定による引上げ率を大きく左右することとなる。そこで

次に、医療機関数で見た総収入に占める課税仕入れの割合の分布をみてし、く。

0 図2- 18 医療機関の総収入に占める課税仕入れの割合の分布(医療機関数 172)

10%よ満 10%以上 20%以上 30%以上 40%以上 50%以上 60%以上 70% 以上 80%以上 90%以上 100 %以上

20%未満 30%点満 40%，1毛 織 50%点滅 60%，1号満 70%~長満 80%未満 90%ぷ満 Iω%点満

平成 18 2  64 258 3 19 336 132 44 18  9  6 

年度

平成 19 3  58 255 318 284 137 37 14  7 5 

年度

(出典) 図2 -16 と同一調査 10頁

平成 18年度・19年度ともほぼ同様の医療機関数の分布状況となっており、平均は両年度

とも 44.3 %である。 しかし、60%以上の医療機関も 8.0% (平成 18年度) ・7.3 % (平成 19

17 1平成24年 7月 27日中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織(医療機関等にお
ける消費税負担に関する分科会)第 2回資料(税 -2-1) 5頁。

172 調査対象医療機関総数は平成 18年度が 1，207、平成 19年度が 1，138 である。
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年度)を占めるなど、平均 値から上方に事離し控除対象外消費税負担がより重い医療機関も

相当数存在する。こうした医療機関の実態を反映したきめ細かな診療報酬の改定が果たし

て可能なのか、疑問である。

なお、 サンフ。ノレ数は少ないが、 近のデータ(第19回医療経済実態調査 (保険者調査)報

告)に基づく控除対象外消費税の負担の状況は以下の図のようになっており、 一般病院にお

けるその割合が2 .0%と過去の調査結果との有意な差は見られない。

0 図2-19 損金算入されている控除対象外消費税の医業・介護収益に占める割合(平成

24年度)

病院 一般診療所 歯科診療所

一般病院 精神科病院 こども病院 入院収益有 入院収益無 全体 全体

比率 2.0 % 1.1% 1.7% 2.7 % 1.3% 1.7% 1.3% 

施設数 272 33 10 9 43 52 10 

(出典) 平成 25年 11月 14 日中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織 (医療機関等

における消費税負担に関する分科会)第 9回資料(税- 1 ) 11頁

(2) 控除対象外消費税の発生要因

控除対象外消費税の発生要因を解明するため、その負担割合の内訳を設備投資から生じ

る部分、医薬品・材料から生じる部分、その他の支出から生じる部分の三つに分けてみると、

次頁の表のようになっている。
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0 図2-20 負担割合の内訳分析(病院及び診療所)

京±2.0 %以下 2.0 %超 4.0%超 6.0 %超 合計

4.0%以下 6.0 %以下

平成 18年度 設備投資 0.12 % 0.27 % 2.34 %  5.30% 0.3 5% 

医薬品・材 0.76 % 1.33% 1.51% 1.38% 1.13% 

料

その他 0 .74%  0.75% 0.71 % 0.69 % 0.74 % 

平成 19年度 設備投資 0.11 % 0.24%  2.48% 8.67 %  0.35% 

医薬品・材 0.83 % 1.34% 1.22% 1.36% 1.12% 

料

その他 0.69 % 0.77 % 0.84 %  0.80%  0.74% 

(出典) 図2 -16 と同一調査7頁

医療の提供において定常的に発生する費用の項目である医薬品 ・材料から生じる控除対

象外消費税については、その負担割合にかかわらず比較的一定であるが、非定常的費用の項

目である設備投資から生じる控除対象外消費税については、その負担割合が高くなるほど

増加する傾向にある。病棟の建設や高額の医療機器の導入といった設備投資により、一時的

に控除対象外消費税の負担割合が増加するとし、う状況にあることが窺える。

また、病院における控除対象外消費税の負担は両年度とも平均で 2.2 %であり、その内訳

は医薬品・材料から生じるもの 1.1%で、それ以外が 1.1%で、あった。過去の消費税導入時

(平成元年)及び引上げ時(平成 9年)における診療報 酬の改定では、控除対象外消費税の

補填のため薬価がそれぞれ0.65% 及び0.45%プラスされている173 ということなので、その

合計額 1.1%は医薬品 ・材料から生じる控除対象外消費税の負担割合1. 1%と一致する。一

方、診療報酬本体部分の改定は消費税導入時(平成元年)及び引上げ時(平成 9年)にそれ

ぞれ0.11 %及び0.32 %プラスされている174 が、その合計額0.43%は対応する医薬品・材料

以外から生じる控除対象外消費税の負担割合1. 1%より低い水準にとどまっている。

(3) 医療機関の設備投資の状況

上記図2-20 から、医療機関の控除対象外消費税の発生要因のうち、その負担が重い医

療機関ほど設備投資からもたらされる影響が大きいことが分かつた。そのため、控除対象外

173 前掲注 171 資料4頁。
174 前掲注 171 資料4頁。
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消費税の負担が医療機関の設備投資を抑制する効果をもたらすことも考えられ、これは税

率が現在より引き上げられればより深刻な問題となることも想定されるところである。 す

なわち、税制が医療機関の設備投資に係る意思決定を歪めることとなり、中立性の観点から

問題視されることになる。実際、消費税率が 8%に引上げられた 2014 年度については、控

除対象外消費税額の負担のため設備投資を見送るという意，思決定を行った千葉県の大手医

療法人(医療法人鉄蕉会)も出てきていると報道されている 1750

そのため、控除対象外消費税への対処方法として、その歪みを正すため、特に高額の設備

投資について別枠で措置すべきであるという議論がなされている。例えば、改正消費税法176

第 7条第一号トでは、 f医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに

一定の基準に該当するものに対し区分して措置を講ずることを検討し」と明記されており、

これを受けて日本医師会は平成25年度の税制改正要望177において、控除対象外消費税問題

の解決までの緊急措置として、医療機器、病院用建物等の消費税課税仕入対象資産の仕入れ

に係る消費税額についてはその全額の仕入税額控除を認める特例措置の創設を要望してい

る。

平成24年2月 17 日に閣議決定された社会保障・税一体改革大綱において、 「医療機関等

の消費税の負担について、厚生労働省において定期的に検証する場を設けることとする。J

とされたことを踏まえて中医協に設置された診療報酬調査専門組織(医療機関等における

消費税負担に関する分科会)では、主として診療報酬による高額な投資部分 への対応策を検

討するため、医療機関等の行う高額投資に係る消費税負担の状況把握に関する調査専門チ

ームにより実態調査が行われ、当分科会において報告されている1780

ところが一方で、わが国の医療機関における高額投資、中でも高額医療機器への投資の実

態を見てみると、このような対処方法が果たして妥当といえるのか疑問である。なぜなら、

次頁の統計資料から明らかなように、わが国における MRI(Magnetic Resonance Imaging 、核

磁気共鳴画像法)やCT(Computed Tomography 、コンヒ。ュータ断層撮影法)とし、った高額医療

機器の普及度(人口百万人当たりの台数)が OECD 加盟国の中で突出して高し、からである。

175 2014 年6月23 日付CBnews management 参照。

176 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一

部を改正する等の法律(平成 24年8月22 日公布)。

177 平成24年8月24 日付日本医師会「平成25年度医療に関する税制改正要望につい

てJ2頁。
178 2013 年8月28 日付中医協医療機関等における消費税負担に関する分科会第8回資料

「医療機関等の設備投資に関する調査結果報告書J参照。
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0 図2 -21 高額医療機器の設置状況の国際比較(MRI.2011 年179)

日本

アメリカ

アイスランド

ギリシア

イタリア

韓国

フィンランド

オースト リア

デンマーク

ノレクセンブノレク

アイノレランド

オランダ

。 10 20 

(出典) OECD. StatExtracts より筆者作成
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0 図2 -22 高額医療機器の設置状況の国際比較(CT.2011 年l叫

日本

オーストラリア

アイスランド
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韓国
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イタリア

オーストリア
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(出典) OECD. StatExtracts より筆者作成
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この背景については、一般に次のような説明がなされる1810第一に、わが国の診療報酬体

系が医療機器の利用のような「有形の技術Jを偏重する傾向にあることである。その結果、

医療機関は収入を増やすため先進・高額の医療機器を導入することとなる。第二に、医療機

179 日本は2008 年、アメリカ ・ギリシア ・イタリア ・オーストリ ア・ オランダは 2010

年、デンマークは 2009 年である。

180 日本・ポノレトガノレは 2008 年、ギリシア ・イタリア・オーストリアは2010 年である。

181 田村誠「医療技術と人聞社会J 山崎喜比古編『健康と医療の社会学~ (東京大学出版

会・ 2001 年) 141 頁。
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関の機能分化が進んでおらず、民間病院が多いため、病院聞の競争から患者を呼び込むため

先進・高額の医療機器を導入することとなる。第三に、医療機器の導入に何ら規制182がない

ためである。規制がない中で、高額の医療機器を導入しても医療機関側にそれを十分活用す

るだけの専門家(放射線科専門医や放射線技師など)が不足して いることから、稼働率が低

いという指摘が医療機関の経営者からもなされているところである183。

また、前記中医協の分科会においても、高額投資に対し必要な財源、を診療報酬からプール

して基金を創設しそこから補填するという仕組みの導入に関しては、その金額を見積もる

ことが困難であるばかりでなく、高額投資を行った医療機関とそうでない医療機関との聞

の不公平が生じることや、医療機関の独自の経営判断で行う設備投資に対し事後的に患者

や保険者が補填する方法は患者 ・保険者双方の理解を得ることが困難といった理由により

否定されている184。

以上から、控除対象外消費税問題への対処方法として、医療機関の高額の設備投資から生

じた控除不能分の消費税額について控除を認める措置を導入する場合、現在の設備投資に

関する歪みをむしろ増幅すらしかねないことも懸念されるところであり、慎重な対応が望

まれると言えよう。

10.問題解決のための選択肢

(1) 考えられる選択肢

それでは、医療機関における控除対象外消費税の負担の問題を解決するためには、 具体的

にどのような方法が考えられるのであろうか。以下でその選択肢を提示し検討してみたい。

① 診療報酬の改定

まず、税制上の措置を採る前に、消費税率の引き上げによる医療機関の負担分を補填する

ため、診療報酬を改定し消費税分を上乗せするとしづ方法が考えられる。これは過去に実際

182 MRIや C Tは医療機器に係る国際分類で不具合が生じても人体への影響が比較的小さ
いとみられる「クラス IIJに該当し、薬事法上管理医療機器に分類され(薬事法 2条6
項)、主として安全性確保の観点、から市販前に原則として第三者認証が必要とされるが

(薬事法23条の2第 1項)、市販後の台数規制は行われていない 。医療機器の導入規制は

公的医療機関の割合が高い欧州では勿論のこと、民間病院の割合が高いアメリカですらな

されている。

183 亀田隆明「病院経営が抱える諸問題J員塚啓明 ・財務省財務総合政策研究所編『医療

制度改革の研究~ (中央経済社 ・2010 年) 66-67頁参照。
184 201 3年 9月 25 日付 中医協医療機関等における消費税負担に関する分科会「中間整

理J1ー 2頁参照。
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に行われた対応策であり、消費税導入時の平成元年には0.76% (うち診療報酬本体0.11 %)、

税率が 3%から 5%に引き上げられた平成 9年には 0.77 % (うち診療報酬本体 0.32 %) の

改定がなされている1850

② ゼロ税率化

次に、控除対象外消費税の負担の問題を税制上の措置により解決する選択肢を検討して

みる。その際には、まず適用税率の違いによる事業者 ・ 終消費者の税負担、税収の関係

を見ておく必要があるだろう。これを以下の簡単な事例により明らかにしてみよう。

0 図2-23 ゼロ税率等の場合の取引フロー

前頁の図において、医療機関の仕入は製薬会社186 からの医薬品のみで仕入額は 50(税

抜・標準税率で課税)、医療機関は仕入れた医薬品を用いて保険診療 (100) を行う。標準税

率が 10%、軽減税率が 5%文は 3%とすると、保険診療(医療機関における控除対象外消費

税負担分を診療報酬に反映させないものとする)が非課税の場合と軽減税率、ゼロ税率によ

る課税の場合とで医療機関と患者の負担、税収は以下の図2-24 のように変化する。

0 図2-24 税率構造と医療機関及び患者の負担、税収との関係

非課税 軽減税率 5% 軽減税率 3% ゼロ税率

医療機関の負担 5 。 G 。
患者の負担 。 5 3 。
税収 5 ら 3 。

医療機関は軽減税率が導入されればその税率が何パーセントであろうと控除対象外消費

税の負担が消滅する。患者は非課税の場合負担はないが、軽減税率になれば負担が生じ、

税率が高いほど負担額も増加する。税率5%の場合、医療機関の負担(控除対象外消費税)は

全額患者に移転ないし転嫁され、税率3%の場合、医療機関の負担は患者に 3、国民全体

に(税収減として )2移転ないし転嫁される。すなわち、仕入税額控除のメカニズ予ムを通じ

て医療機関の負担が全額患者ないし国民全体に移転したということである。なお、上記の

185 日本医師会「医療をめぐる控除対象外消費税問題J(平成2 1年 12月3日第 11 回社会

保障審議会医療部会資料) 6頁参照。
186 問題の単純化のため、製薬会社の仕入額はゼロとする。
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事例で非課税の場合の比較で税収中立的な軽減税率 5%( 標準税率 10% )が望ましいとした

場合、標準税率が今後上昇するとそれに合わせて軽減税率も上昇させる必要が出てくる(標

準税率が 15%であれば軽減税率は 7.5 %とするなど)1 87。 後に、ゼ‘ロ税率(zero-ratin g)の

場合、患者負担も医療機関の負担もなくなるが、税収も全く 上がらない。

このように、ゼロ税率化とは、消費税の患者負担を求めず、かつ対応する課税仕入れに

係る税額控除を全額認める措置である。

③ 軽減税率の導入

軽減税率の導入は、標準税率よりも低い税率の消費税の負担を患者に求めつつ、対応する

課税仕入れに係る税額控除を全額認める措置である。

④標準税率による課税

標準税率による課税とは、現行の自由診療(助産を除く)の場合と同様に消費税の負担を

患者に求めつつ、対応する課税仕入れに係る税額控除を全額認める措置である。

⑤ 非課税の維持 ・還付制度の導入

これは現行の医療非課税を維持しつつ、医療機関において発生する控除対象外消費税の

一部ないし全部を還付するとし、う仕組みを導入するというものである。

⑥ 非課税の維持 ・部分控除制度の導入

これは現行の医療非課税を維持しつつ、対応する課税仕入れに係る税額控除を一部認め

るとし、う措置である。

⑦ 課税化 ・公的医療保険への補助

これは標準税率ないし軽減税率で課税し、対応する課税仕入れに係る税額控除を全額認

めつつ、税収を公的医療保険への補助に充て、患者負担の軽減を図ろうという措置である。

(2) 各選択肢の検討

① 診療報酬の改定

診療報酬の改定は過去に実際に採られた選択肢であり、 10%への引き上げとなる今回も

有力な選択肢となり得る。何故なら、仮に医療機関において控除対象外消費税の負担が生じ

ても、その分が転嫁されるのであればその負担は解消されるからである。この考え方に基づ

いてなされたのが過去における対応、すなわち平成元(1989) 年4月及び平成9(1997) 年4月

になされた診療報酬の増額改定であった。導入時の平成元年には消費税の分の上乗せとし

187 このような複雑なメカエズムを組み込むことに国民の理解を得られるのか疑問であ

る。
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て診療報酬プラス 0.11%、薬価改定プラス 0.65 %の合計プラス 0.76%を、税率引き上げ時

の平成9年には消費税の分の上乗せとして診療報酬プラス 0 .32% 、薬価改定プラス 0.45%

の合計プラス 0.77 %の増額改定をそれぞ、れ行っている1880 ただし、 この方法による対応に

ついては医療界のみならず保険者(支払 側)からの反発が強い。その理由は以下の通りまとめ

られよう。

第一に、次頁のグラフで示されるように、診療報酬(全体)が平成 10(1998) 年以降ほぼ一

貫して引き下げられているためである189。医療機関における消費税の負担は導入以後持続

しているのであるから、診療報酬も維持されなければならないはずであるが、実際はその

ようにはなっていない。本章第3節でみたように、診療報酬の改定はまず(プラスマイナ

スX%というように)全体の増減枠が内閣により決められ、その枠内に収まるように各診

療項目の増減が中医協等の議論により割り振られているというプロセスを経る。税率引き

上げ時にはそれに配慮した改定が一応行われる190 といえるが、以降はそれが配慮される保

証はなし、191 0

188 平成24年 7月 27日厚生労働省中医協診療報酬調査専門組織(医療機関等における消費

税負担に関する分科会)第 2回資料(税- 2 -1)4 頁。

189 2002~2006 年は小泉政権時で、社会保障費の伸びの抑制及び規制改革と市場原理導入

による効率化とし、う旗印を反映して診療報酬がマイナス改定となっている。

印税率 8%引き上げ時もその方針であることが中医協等で議論され、 2014年の診療報酬

改定でその旨が決定している。2014 年における実際の診療報酬(本体)の引上げ割合

0.73 %のうち、消費税率引上げにともなう対応分は0.63%(約2.600 億円)とされている。

厚生労働省「平成26年度診療報酬改定の概要J4頁参照。

191 医療費の伸びを極力抑えたい財政当局としては引上げの固定化は避けたいであろう。

裏を返せば、診療報酬による対応というのは、その時点、での財政事情を反映させることが

できるので、予算措置の裁量権を握っていたい財務省には好都合である。また厚生労働省

にとっても、医療政策を反映させ医療界をコントロールすることが可能という意味では、

裁量行政のー形態として診療報酬による対応を好むといえる。
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0 図2-25 消費税導入後の診療報酬(全体)改定の推移

(% 
4321

012

34 

2 .9 

o 0.1 

(出典) 日本医師会「診療報酬点数(本体)の改定経緯」等より筆者作成

第二に、診療報酬点数192表に掲げられた医療行為は約 1万件あるが、平成元年の改定時

にはそのうちの 12項目、平成9年は24項目とごく一部の医療行為が引き上げの対象とな

ったに過ぎないためである。 しかも、平成元年に引き上げられた 12項目について平成24

年の診療報酬点数表をみてみると、 5項目は点数が引き下げられ、 1項目は算定方法が変

更、 1項目は項目そのものが廃止、残りの 5項目は包括化印されている194。消費税の負担

は導入以後持続しているにもかかわらず、消費税の上乗せ分とされた診療報酬の改定効果

は持続しているとは言い難く 195 、対応が不徹底であることが窺える。

第三に、わが国の厳しい財政事情から、今後も消費税増税分をカバーするだけの診療報

酬の引き上げが望めないということが挙げられる。すなわち、税率引き上げ時の増額幅が

十分かもさることながら、 一旦増額改定されても、それが持続する可能性は極めて望み薄

ということである。

第四に、診療報酬改定のメカニズ、ムは複雑で、あり、そのメカニズムの中に消費税率引き

上げを矛盾なく組み入れることは事実上不可能であると考えられる。限られた財源でその

時々の医療政策を実現すべくそれを誘導するためになされる診療報酬の改定に、異質な政

策目的である消費税問題の解決を盛り込むのは、診療報酬改定により意図していた純粋な

192 1点 10 円で換算して医療機関が支払基金等に報酬額を請求する。

193出来高払いではなく、 一回の入院や疾病について定額を支払う方式をしづ。

194 日本医師会「今こそ考えよう 医療における消費税問題(パンフレッ ト第2版)J 16 

頁参照。

195 診療報酬の算定要件等が短期間で改廃されることが珍しくないことも、 診療報酬によ

る対応の困難性の要因となっている。島崎前掲注4書 366 頁参照。
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医療政策に基づく本来の経済誘導効果を減殺することにもなりかねず、避けるべきと考え

られる。

第五に、診療報酬の増額改定は公的医療保険の保険料率引上げ196につながり、患者(国

民)及び事業者(企業) 負担の増加を導くため、診療報酬改定の審議の際特に保険者の厳し

い反発を招くことが想定される。結局のところ、診療報酬改定による控除不能相当分の補

填は、患者が医療行為を受けることで消費税を含む税金や保険料を実際にどの程度負担し

ているのか分かりにくくしているものといえよう。

第六に、過去の診療報酬の改定による対応では、特定の診療項目のみを増額したため、

診療科や医療機関によってその効果が一律で、はないということである。すなわち、控除対

象外消費税の負担状況と診療報酬の増額改定との対応関係が切り離されているため、仮に

医療界全体としては改定率が妥当で、あっても、診療科や医療機関によっては改定の思恵を

受けられないところ、逆に負担以上の恩恵を受けるところも出ることとなる。これは、消

費税の仕組み(特に佐入税額控除制度)の理解不足からくる問題であり、また診療報酬に

よる対応の困難性の表れともいえる。

第七に、上記第六とも関連するが、診療報酬は医療サービスの費用や原価との対応関係

が希薄であり、発生原因や金額が明確な控除対象外消費税額への対処手段としては不適切

であるためである。かつてわが国においても診療報酬について発生する費用に基づく原価

計算を試みたことがあったが、うまくし、かず、その後の改定で専ら政策誘導が重視された

ため、費用と報酬との対応関係、は一層希薄化していった197。発生原因や金額が明確な控除

対象外消費税額の負担問題を診療報酬により解決しようとすると、医療機関によるパラつ

きが生じ、公平性が阻害される可能性が高いと考えられる。

以上から、消費税率の引き上げに伴う医療機関の負担増加を診療報酬の改定で対応する

ことは非常に困難であるといえる。むしろ、診療報酬はその時々の医療政策に即した改定

を行うべきであり、消費税の負担問題はそれとはまったく切り離して考えるべきといえそ

うである。つまり、診療報酬による対応が困難であるため、税制上の措置である消費税法

l鉛そもそも、診療報酬がアップすれば患者の窓口負担(原則 3割)もアッ プし、また、

保険料には患者(被保険者)負担分があるのだから、いくら医療非課税は消費税を患者に

負担させない仕組みであるといっても、それにより患者の窓口負担のみならず診療報酬が

引上げられ保険料率もアップするのであれば、説得力を持たないとし、う指摘にも十分な論

拠があると考えられる。

197 島崎前掲注4書 363 貰。
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の枠組内での解決とし、う対応を目指すべきということになる。

税制上の措置を講ずることは法の支配及び透明性の確保の観点からも妥当である。診療

報酬の改定による対応は内閣が決定する改定率の枠の中でなされるものであることから、

その時の経済状況及び財政状況を色濃く反映するもののとなる一方、控除対象外消賞'税は

マクロ的な経済状況及び財政状況とはかかわりなく消費税法の枠組みの中で診療報酬と課

税仕入れとの関係で発生するものである。したがって、医療機関の控除対象外消費税負担

に対処する金額を財政事情により裁量的に増減させることとなる診療報酬の改定による対

応は、不透明感が強く、論理的ではない。それよりも、消費税法に対処方法を明文化し

て、裁量の入り込む余地なく執行される方が、法の支配及び透明性の確保の観点、から妥当

である。

ただし、仮に診療報酬による対応を行う場合には、理論的には、全診療項目につき転嫁

分の一律引上げを行う以外に方法はないだろう。そのためには、 1点単価を 10 円から上昇

させるとし、う方法を採るのが も効率的かつ実効性があると考えられる。診療報酬の 1点

単価制 (1点=10 円)は昭和 33年の新医療費体系移行後変わっていないが、これを維持

すべき理論的根拠はないものと考えられる。引上げにより単価に端数が生じるが、医療機

関におけるレセプトコンピューターの普及から実務上それが障害になるとも考えにくい

198。むしろ一律引上げを阻む 大の理由は、診療報酬改定という手段による行政裁量権が

侵害されることとなる厚生労働省及び財務省の抵抗ではないかと推認されるところであ

る。

② ゼロ税率化

医療機関において控除対象外消費税の負担が生じる原因が消費税の非課税措置に伴い対

応する仕入に係る税額控除の適用が認められないことにあるのであれば、税制上の解決策

として 初に考えられるのは、免税化又はゼロ税率化であろう。

ゼロ税率と非課税とは、 終消費者にとっては消費税の負担が求められないという点で

は閉じであるが、事業者にとっては対応する課税仕入れに係る仕入税額控除の有無という

点で大きく異なる。言うまでもなく、非課税の場合仕入税額控除が認められない一方で、ゼ

ロ税率の場合当該控除が全額認められることとなる。したがって、ゼロ税率化を行えば控除

対象外消費税の問題はそもそも発生しなくなるわけである。ゼロ税率化は、患者への負担を

198 島崎前掲注4書 373 頁参照。
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増やさず、かつ医療機関 ・事業者の控除対象外消費税の負担をも解消させる、 一見理想的な

解決方法であり、医療界もかねてから社会保険診療のゼロ税率化199 を主張し続けてきたと

ころである。

しかしながら、ゼロ税率化の実現には大きなハードルが立ちはだかっている。それは、租

税・税金は国家の歳入を上げるための手段であり 、効率性の観点から税収減となる措置は

小限にすべきであるという大原則である。換言すれば、税金を取るための仕組みでありなが

ら、課税減免措置の多用によ り課税ベースが穴だらけであっては、 一体何のための税制であ

るのか、仮に税収減となる措置を大々的に取り入れないと維持できないのであれば、そのよ

うな税制は税源として致命的な欠陥があるということではないのか、ということである。こ

れを消費税について当てはめると、政策的に配慮すべき項目については、仕入税額控除が認

められ更なる税収減につながるゼロ税率によるのではなく 、非課税とすべきということに

なる。しかも、一度社会保険診療に関しゼロ税率を認めると、ほかの項目(例えば食 料品な

ど)につ いても認めるべきという圧力が強まることを課税庁は懸念するであろう200 。このよ

うな現象は、多くの利害関係者間 の調整が必須となる税制の宿命であるから、それを考慮、し

ない税制は実現可能性が危ぶまれることとなるだろう。

ゼロ税率が例外的な措置であることは欧州においても確認されている。すなわち、 EUの

付加価値税指令(Coun cilDir ective 2006/112厄C of 28 Novemb er 2006 on也巴common sys tem of 

value added tax) 第 110 条において、 1991年 1月 1日の時点で、前段階で支払われたVAT の

控除を認める免税措置(exe mpti ons) 201や第 99 条で規定された税率(5% )よりも低い軽減税率

の適用を行っている加盟国は、引き続き当該免税措置または軽減税率を適用することがで

きるとされているが、それ以後の免税措置または軽減税率の新たな導入には消極的である。

また、同条で、このような免税措置及び軽減税率は、E U法に従い、明確に定義された社会

的理由及び 終消費者の利益のために採用されなければならない、としている。当該規定は、

l鈎例えば、直近では日本医師会 ・四病院団体協議会が「平成27年度税制改正要望J(平

成 26年 10月)の r2 消費税jにおいて、「社会保険診療等に対する消費税について、

消費税率 10%時に環境を整備し、速やかに、現行制度から軽減税率等による課税取引に転

換すること等により、医療機関等の消費税負担をめぐる問題の抜本的解決を図ること。J

とゼロ税率を含む課税取引化を要望している。ただし、前年までの要望には「ゼロ税率J

が明記されていたのと比べれば、実現可能性の面からややトーンが落ちているよ うにみえ

る。

200 わが国において過去に導入が検討された付加価値税制である、一般消費税及び売上税

においても、ゼロ税率とされた項目は輸出及び輸出類似取引だけである。

201 非課税ではなく「ゼロ税率」をいうものと考えられる。
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VAT に関し広範なゼロ税率の規定を持つイギリス202 などを念頭に置いたものと解されてい

る203 。

わが国の消費税においてゼロ税率が適用されるのは輸出免税(輸出類似取引を含む)のみ

である(消法7 )。諸外国においては食料品や処方薬などについてゼロ税率が適用されるた

め、わが国でも医療について適用すべきとしづ議論はあり得る204 。しかし、租税のそもそ

もの機能を考えると、ゼロ税率の適用範囲は可能な限り限定すべきとなる。なぜなら、ゼ

ロ税率は理論的には消費税の税収調達機能を無力化する措置だからである。これは前掲図

2 -24の表 「税率構造と医療機関及び患者の負担、税収との関係j を見れば一目瞭然であ

ろう。

ゼロ税率導入の 大の問題点は、各選択肢のうち税収に与える影響すなわち税収減が

も大きいということである。現代のあらゆる政策は財政的な制約のもとで決定されるもの

のであり、公債残高のGDP 比率が先進諸国中 も高いわが国はその制約を常に意識すべ

き状況にある。仮に何らかの突発的な要因により財源、に裏打ちされない政策とそれを実現

する法律が国会を通過したとしても、その政策を長期間にわたり持続させることは不可能

であろう。つまり、 財源に裏打ちされない政策には持続可能性がないのである。一時のカ

ンフノレ剤としての効果を狙った政策であればともかくとして、控除対象外消費税問題のよ

うな中長期的な視野に立った解決策が求められるものについては、多大な税収減をもたら

し持続可能性が大いに危ぶまれるゼロ税率の導入は、妥当な政策的判断とは言い難いであ

ろう。

また、一度医療についてゼロ税率の導入を容認すると、それが他の分野、中でも食料品

への適用拡大につながり、更なる税収減及び税制の効率性の聖堂損へとつながることが容易

に想定されるところである。消費税においてゼロ税率が正当化されるのは、基本的に、ク

ロスボーダー取引のため国際ルーノレ(仕向地主義)に準拠すべき輸出免税のみで、あると考え

202 イギリスでは食料品、水、新聞、雑誌、書籍、医薬品、国内輸送等に対しゼロ税率の

適用がある(Schedule 8 ofValue Added Tax Act 1994) 。なお、イギリスにおいても医療の提供

は非課税である。第4章第4節参照。

203 なお、欧州司法裁判所(European Court of Justice) は当該条項を「圏内法で規定された非

課税措置を廃止することによって生ずる社会的困難を防ぐための現状維持(“stand-sti l1つ条項

になぞらえるものJととらえている。Case C-309 /06 Marks and Spencer plc v Commissioners 

ofCustoms and Excise ， Judgment ofthe Court (Third Chamber) of 10 Apri12008. 参照。
204 オーストラ リアは医療の提供に関しゼロ税率を適用する数少ない国のうちの一つで、あ

るが、その詳細については第5掌第8節参照。
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られる。

③ 軽減税率の導入

ゼロ税率化が困難であるのであれば、次善の策として、軽減税率の導入、すなわち、医

療行為を課税取引とするものの、標準税率より も低い軽減税率により課税するという方策

が考えられる(例えば、税率が 10%に引き上げられたとすると、医療の提供に対し軽減税

率である 5%の課税にとどめる、など)。それにより、医療行為が非課税のままであれば仕

入税額控除が認められないが、課税取引であれば仕入税額控除が認められるため、控除対

象外消費税問題が事実上解消するということである。これは、消費税の標準税率が現行の

5%から将来 10% 超に引き上げられる場合、低所得層に対する逆進性緩和のため、食料品

等の生活必需品に本来税率より低率の軽減税率を導入する動きが強まる205 ことを見込んで

の議論である。

この選択肢は一見現実的な解決策であるように考えられるが、本当にそうであろうか。

患者の側に立てば、残念ながらこの議論には重大な欠陥がある。当該選択肢の意味すると

ころは、もともと 終消費者である患者への負担を求めなかった非課税から、新たに負担

を求める軽減税率に移行するということである。すなわち、現行の消費税制の下では社会

保険診療等の非課税措置により、医療機関側はともかくとして、患者は大部分の医療行為

につき消費税を負担することなく治療等を受けることができているのにもかかわらず、こ

の案では、軽減税率とは言え消費税が課税され患者の負担が増加(純増)するわけである。

そのような新たな負担が生じる理由が、専ら医療機関の控除対象外消費税問題を解消する

ためであると患者側が知ったとしたら、果たしてどれだけ理解を得られるであろうか。恐

らく、医療機関の負担を患者側に押し付けた「業界エゴjの問題であるとして、厳しい批

判にさらされることは必至と考えるところである。患者負担が確実に増加する軽減税率の

導入が正当化されるためには、現行の非課税という措置が社会政策上 ・医療政策上問題な

いし阻酷があり、それを是正するために軽減税率にするという「理念」が重要になると考

えるが、果たしてそれは奈辺にあるのであろうか206 。医療の提供という国民全般に影響を

205 消費税の逆進性対策として他の対策よりも軽減税率導入が多くの国民にとって魅力的

に映るのは、食料品の購入の都度恩恵を実感できるといった「分かりやすさJであり、そ

れが政治的にも強力な推進力となり得るものと考えられる。

206 医療法第7条第5項で病院又は診療所の業務は「非営利Jとされていることとの整合

性も問われるだろう。また、そもそも「分かりやすいJ負担軽減策として食料品等の軽減
税率を選択する国民が、同時に負担増となる医療の軽減税率を容認するというチグ、ハグな

行動をとるという「想定Jに、どれほどの現実性があるのだろうか。
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及ぼす領域を課税化するとし、う政策決定は、十分な検討ときめ細かな広報によることなし

には、 f絵に描いた餅Jとなる可能性が高い。

欧州の議論を見ても、軽減税率は付加価値税の効率性を高めるため縮減すべきとされて

おり207 、非課税のものを軽減税率にすることを正当化するような議論も見られないところ

である。

さらに、執行の複雑化等の観点から、税率引き上げに伴う逆進性の緩和には、軽減税率

の導入とし、う複数税率化ではなく番号制の導入による給付っき税額控除の方が望ましいと

いう考え方が有力であり、軽減税率(及びゼロ税率)の導入そのものが困難視されている 。

それは軽減税率そのものの問題として、その導入により税収が相当程度落ち込むにもかか

わらず、その犠牲を払ってまでも逆進性対策として導入されるはずの軽減税率がその対策

としてはほとんど有効ではない208 という点が挙げられる209 。これについては多くの実証分

析がなされているが、 近では橋本教授によるわが国の家計調査年報(総務省統計局 ・

2010 年)を基にした次頁のような分析結果 (標準税率 10%で軽減税率5%のケース)が公表

されている2 10。

207 例えば、 Institute for Fisca1 Studie s， Tax by Design : the Mirrlees Re汎ew (2011 )， at 229 ・230.

208 See Ins titute for Fiscal Studie s， Dimens ions ofTax Design: 也eMirr lees Review ， (2010 ) at 277. 

その他に、軽減税率導入に関する針生的な問題点として、税制の複雑化、品目選定・範囲

確定の困難性、品目選定に係るロビー活動の弊害等が挙げられる。

2ω 軽減税率導入への批判としてはほかに、対象の合理的な選定の困難性、政治的な圧力

による対象選定の恋意性等の問題が指摘される。しかし、導入するかどうかを検討する際

には、その政策目的を実現するのに十分な効果があるかの方が重要性が高いため、本文で

指摘した問題点の方がより重要で、あろう。

210 橋本恭之「逆進性対策の再検討J税研2013年 1月号55-58 頁。
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。図2-26 軽減税率 (5%) 及び給付付き税額控除の逆進性緩和効果の比較
「一一一一
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ー←消費税10%負担率

..... 給付付き税額控除負担率

--- 食料品5% (軽減税率)負担率

(出典)橋本恭之「逆進性対策の再検討」税 研 201 3年 1月号56頁の表を一部改変

上記のように、食料品に軽減税率を導入した場合、標準税率の場合よりも各収入分位と

も負担率は下がっているもののほぼ平行であり、軽減税率導入の効果は本来逆進性対策が

向けられるべき低収入層のみならず高収入層にも遍く行き渡っている。 一方、平均よりも

低い収入層(第 I分位~第 N 分位)にのみ税額控除を認める給付付き税額控除の効果は 一

目瞭然であり、逆進性対策という点では軽減税率よりも給付付き税額控除の方がはるかに

効果的211であるということがわかる212 。この点に関しては、 2014 年4月に東京で開催され

た第2固OECD 消費税グ、ローパノレフォーラムの報道発表213 でも、金銭給付と比較すると軽

減税率は低所得者を支援する方策としては極めて高くつく (very expensive way) ことが確認

されている。

したがって、軽減税率の導入により控除対象外消費税問題を解決するというアプローチ

211 もっともこれは軽減税率のみならず非課税措置についても妥当する見解であることか

ら、消費税の逆進性対策については中長期的に税制全般の見直しを進める中で再構築すべ

きであろう。

212 もちろん給付付き税額控除の実施の前提となるのは(特に低所得者の)正確な所得の

捕捉が可能となる納税者番号制度の導入であるが、その機能が期待されるマイナンバー(社

会保障・税番号)制度の法案は 2013 年 5月にようやく成立したものの、その運用開始は

2016 年 1月からと 2015 年 10月に予定されている 10% 引上げ時には間に合わない見込み

である(ただし 10%引上げが延期されたため、一応間に合うこととなった)。そのため、給

付付き税額控除の実施まで、のつなぎの手段として、簡易な給付措置によることも検討すベ

きといえる。

213 OECD ， Govemments endorse new OECD guidelines on applying VAT across borders ， To防018
April2014. 
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は、現実的には採り得ないと考えられる。仮にそれでも現在わが国には存在しない軽減税

率という新たな措置を導入するのであれば、まずその目的を明確にするとともに、当該目

的を達成するのに軽減税率という手段が 適であるのかとし、う検証を行うことが不可欠で

あろう。

なお、軽減税率の導入は税率の設定によっては税収中立的、すなわち仕入税額控除の認

容による減収額と軽減税率による増収額とをほぼ同額にすることが可能であり、財政当局

も容認しやすいのではないかとする見方もある。ただし税収中立性を維持するためには、

標準税率が 10%を超えて引き上げられたときに、医療に係る軽減税率もそれに連動して

10%時に設定された税率から引き上げる必要が出てくるが、そのことに対する国民の理解

を得られるかが大きなハードノレとなり得ることが指摘できょう。

④ 標準税率による課税

これは軽減税率以上に患者負担が目に見える形で表れるもので、今のところこのような

改正を求める動きは見られず、政治的なハー ド‘ルも極めて高いと予想される。しかし、税率

10%引き上げ時はともかくとして、中長期的な課題として、消費税制の中立性の観点から非

課税措置の妥当性を根本から見直し、あるべき逆進性対策を考える上では避けて通れない

選択肢であろう。

⑤ 非課税の維持 ・還付制度の導入

診療報酬改定による対応が困難であり、税制上の対応(立法措置)が必要であるのであれ

ば、まず検討すべきは現行の措置である医療非課税を維持すべきかどうかであろう。本章第

8節でみたとおり、消費税導入時に医療が非課税となったのは、「患者に消費税を負担させ

るべきではなしリという医療界の主張を採り入れたという意味合いが強い。医療界のこのよ

うな主張は、基礎的な医療は社会保険診療により国民全体に平等に提供されるという国民

皆保険の原則やフリーアクセスといった、当時から現在まで維持されてきたわが国の医療

政策の基本理念と整合的であると考えられる。したがって、特別に租税政策上独自の措置が

必要なケースを除けば、租税法はその土台となる政策目的を反映すべきと考えられること

から、医療政策上非課税を変更すべき理由がないのであれば、租税法上もそれを尊重すべき

といえよう。

上記理由により現行の措置である非課税を維持した場合、医療機関における控除対象外

消費税の負担をし、かに解消ないし軽減するかが問題となる。その有力な対応策がカナダで

導入されている還付制度である。すなわち、社会保険診療等の提供に関し消費税が非課税と
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なっているため、対応する課税仕入れに係る税額が控除できず負担を5齢、られている金額

の全部又は一部を還付し、その負担を緩和しようとしづ方法を導入しようというものであ

る2 14。カナダの還付制度については第5章で検討すること とする。

⑤ 非課税の維持 ・部分控除制度の導入

医療非課税 を維持しながら、控除対象外消費税の負担を緩和する措置としては、⑤のほか

に仕入税額控除を部分的に認める部分控除制度の導入が考えられる215。当該制度はオース

トラリアにおいて金融取引に関して導入されていることから、第 5章で検討することとす

る。

⑦ 課税化 ・公的医療保険への補助

仮に消費税の控除対象外消費税問題を税制だけで解決することが難しいとする場合、代

替的に、社会保険制度との組み合わせで解決するということも選択肢としてあり得ると考

えられる。すなわち、医療の提供についても消費税の課税対象とすることで医療機関におけ

る仕入税額控除の適用を可能とし、また、新たに課税となった医療の提供にかかる消費税の

課税額相当分を医療保険(国民健康保険、協会健保 、健康保険組合、共済組合等)への補助

に充てることにより、非課税だ、った医療の提供が課税となることで負担が高まる患者の不

満を和らげることも期待できる、というものである。また、税と社会保障とをトータノレで、考

えるという視点は、民主党政権下で掲げられ現政権でも継承している 「社会保障と税の一体

改革216J の理念とも合致しているものと考えられる。当該アイディアを図示すると次頁の図

2 -27のようになる。

2 14 日本医師会も「非課税還付方式」について、「税制の中での還付とするのか予算制度の

中で還付するのかなどの論点を整理しつつ、カナダのPSB リベートなど諸外国の制度の

検討も併せて行う必要がある。」と している。日本医師会医業税制検討委員会答申 「医業

税制を始めとする医業経営安定化の方策についてJ(平成26年3月)57頁参照。また、直
近の日本医師会 ・四病院団体協議会による「平成27年度税制改正要望J(平成26年 10
月)の r2 消費税Jにおいては、 「消費税率を 10%へ引上げる際には、医療機関等の設

備投資等に係る消費税について、非課税還付等のあらゆる方策を検討し、仕入税額の還付

措置を導入すること。」と還付措置の導入が初めて税制改正要望に謡われることとなっ

た。

2 15仮に部分的にではなく全面的に(全額)認めると 、.ゼロ税率を導入したのと閉じこと

となる。

2 16平成23年 7月1日に「社会保障 ・税一体改革成案jが閣議報告されている。
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0 図2-27 消費税課税と医療保険補助の概念図

国費補助(消費

仕入業者等

このアイディアによりどの程度のインパクトがあるのか、非常に粗っぽいものではある

が、以下で‘簡単な試算を行ってみる。

厚生労働省の「平成 24年度医療費の動向Jによれば、医療保険適用の医療費の合計が平

成 20年度で約 36.4兆円 であるが、消費税率を仮に 10%217とし、社会保険診療についても

当該税率で消費税が課されるとすると、税額は約 3.6兆円となる。医業に係る課税仕入れの

割合を仮に 50%218 とすると、仕入税額控除後の納付税額は約 1.8兆円となる。この全額を

医療保険の国費負担の上乗せに充当するということである219 0

ただ、このアイディアにも問題がある。一つは、患者側から見れば制度の全体像が見えに

くいため、病院の窓口での消費税支払いに伴う負担だけを強く感じてしまい、理解を得るの

に困難を伴う可能性があるという点である。このアイディアは医療の提供に関し消費税は

非課税であるという建前を大胆に打ち壊す方策であるが、対応関係が分かれば必ずしも不

合理な仕組みではないということについて理解が得られるのではないかと考える。これは

周到な広報活動により解決するよりほかないであろう。

二つ目は、税制(財 務省)と社会保障制度(厚生労働省 )を所管する官庁が異なるという点で

ある。つまり、この仕組みを導入してから時か経過するにつれ、医療に対する消費税の課税

と医療保険に対する増税分の補助とがセ ットであるとし、う対応関係がいつの聞にか失われ、

217 地方消費税分は無視することとする。

218簡易課税制度における第 5種事業(医療 ・福祉を含むサービス業等)のみなし仕入 率を参

考にした。

219当該試算は極めて組っぽし、前提に基づいたものであるので、本格的に検討するに当た

っては、税率や補助割合といった前提条件等に関しマクロ経済学的な観点、から更に精査す

る必要があるだろう。
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医療保険に対する補助が縮減されるという事態につながることが懸念されるということで

ある。これについても、 関連法規で対応関係を明記し、 制度導入の理念が失われることのな

いよう配慮することが必要となるであろう。

三つ目は、より本質的な問題として、この仕組みによって、結局医療機関の負担を患者に

回しただけではないかという批判を浴びる可能性があるという ことである。マクロ的にみ

るとこの批判はあながち的外れではないと考えられる。つまり、いずれの解決策を採ろうと、

結局は、控除対象外消費税となるものを一体だれが負担すべきなのかという点に行き着く

ということである。当該税額を医療機関が全額負担すべきものとは考えられないが、果たし

て患者( 終消費者 )が全額負担すべきなのかについても議論があるだろう。あるべき負担割

合を設定することができれば、この仕組みを使って、医療保険への補助割合や仕入税額控除

の割合を調整すること等により、それを実現することもできるであろう。

(3) 税制上の措置を行わない場合の弊害

それでは、仮にこれまで第 2項で検討したような税制上の措置を講じなかった場合、ど

のような弊害が予想されるであろうか。予想されるシナリオについて以下で検討してみる。

① 不完全な診療報酬改定による医療機関の経営悪化

仮に税制上の措置が採られず、過去と同様に診療報酬改定により対応した場合、その改定

の方法により医療機関への影響が異なってくる。したがって、診療報酬の改定方針が定まる

までどのような影響が出るのか不明であるが、不完全な診療報酬改定により税率引上げ分

が適切に反映していない診療項目があれば、その診療科の経営状況にマイナスの影響が出

ることが十分に想定される。今回の税率引上げは二段階で現状の 5%から 10%へと 2倍に

まで上昇するため、不完全な診療報酬改定による医療機関の経営に及ぼす影響は深刻なも

のとなりかねない。

② 自衛措置としての濫用的タックスプランニングの横行

控除対象外消費税負担に耐えかねた医療機関がなりふり構わず採る自衛措置として予想

されるのが、濫用的タックスプランニングによる仕入税額控除の適用である。例えば医療機

関が新病棟の建設に当たり発生する多額の控除対象外消費税の控除を目論んで、以下のよ

うなスキームを実行することが考えられる。

住入税額控除が可能であるか否か、その金額の大小の分岐点は基本的に課税売上割合の

高低であるため、新病棟の建設費を負担した法人(事業者)の課税売上割合を高めることが必

要になる。そこから、次頁の図2-28のようなアイディアが生み出されることとなるので、
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その取扱いについて検討してみる。

0 図2 - 28 MS法人を利用した手法

制覇宥の.合、-土割合が働、たあ

e・".白.品弐去二ーが生巴る

貸付

賃借料

-..t割合除隊 Wll 個%でおるた

砂金.鎗.可.

この手法のポイ ン トは、新病棟の保有について診療活動 を担う医療法人220 に行わせる

のではなく 、M S法人221に行わせるという点である。すなわち、不動産管理を主たる業務

とする MS法人を新たに設立(既存の法人でも可)し 、そこが借入等を行って新病棟を建

設し、医療法人は当該MS法人から病棟を賃貸するのである。勿論、賃貸料は法人税法上

適切な水準(いわゆる独立企業問価格)にする必要がある。これにより、新病棟建設に係る

仕入税額控除はMS法人において行うこととなるが、MS法人の収入の大半は当該新病棟

に係る賃借料(課税売上)となるため、課税売上割合はほぼ 100%となり、課税売上が5

億円以下であれば仕入税額が全額控除できることとなる(消法30①)。もっとも、非課税売

上げ(社会保険診療報酬)に対応する課税仕入れ(賃貸 料)に係る消費税額は医療法人に

おいて大半が控除できない (控除対象外消費税化する)ため、この手法の純粋なメリッ ト

は、医療法人が負担する控除対象外消費税を賃貸期間にわたり分割 ・繰延できるというこ

とにある。したがって、病棟建設費が多額に上り控除対象外消費税の負担も大きくなり、

金利が高いほどこの手法を採るメリットは大きいといえる222。

ただし、上記アイディアにも問題はある。すなわち、本来であれば、診療報酬が非課税売

上げであるため対応する仕入税額控除ができないにもかかわらず、MS法人を介在させるこ

220 医療法人が保有し控除対象外消費税が生じた場合で、あっても、法人税法上、繰延消費

税額等として資産計上し、 5年以上の期間で{賞却処理するこ とが可能である(法令 139 の4

①~③) 。
221 Medic al Service法人の略で、 一般に、専ら医療機関から医療材料の購入や医療事務、医

療機器のリースといった業務を受託してそれを遂行するために設立された株式会社形態の
組織をし、う。

222 逆に、賃貸期間中に消費税率が上昇するとメ リッ トが小さくなる。
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とによりそれを可能とするのは、租税回避行為であり、課税庁が「課税上弊害があるJとみ

て否認するリスクがあるのである。実際、欧州では収入の大半が非課税売上である大学や金

融機関が別法人を介在させてそちらで仕入税額控除の適用を受けるという租税回避スキー

ムが横行しており、後述第 4章第 6節のハリファックス社事件223 のように裁判で争われた

事案も少なくない。

とはいえ、実際にこのアイディアを課税庁が「否認Jするのは、現行税法上は意外に困難

であると考えられる。なぜなら、現行消費税法において当該アイディアを規制する個別の否

認規定がないからである224 0

仮に法人税や所得税、 相続税に関しこのようなアイディアを実行した場合、課税庁が「課

税上弊害があるJとみて否認するときは、医療法人や MS 法人が同族会社に該当するもの

と考えられることから、恐らく同族会社の行為計算否認規定(所法 157 ①一、法法 132 ①一、

相法64) により課税するものと考えられる。

しかし、消費税法には同族会社の行為計算否認規定は存在しないため、このようなアイデ

ィアを規制する明文上の規定は存在しないと考えられる225 。租税法律主義の考え方からは、

明文上の規定がない場合には租税回避行為の否認は認められないというのが通説である2260

それでは、消費税法に同族会社の行為計算否認規定を設けて規制すればよいとするのか

227 となると、筆者はそれには大いなる違和感を覚えるところである。なぜなら、この問題の

根本に立ち戻って考えると、そもそも医療機関は決して好き好んでこのようなアイディア

を実行しようとしているわけではなし、からである。医療機関に多額の控除対象外消費税が

生じるのは、非課税売上げに対応する仕入税額控除が認められていなし、からであり、その負

担が医療機関の存続にかかわるほどの水準であれば、なりふり構わずあらゆる措置を講ず

223 Judgment ofthe COurt (Gr and Chamber) of21 February 2006 ， Case 255/02 ， Halifaxplc ， Lee ゐ

Permanent Developmen t Services Ltd and Coun 沙問deProperty Inv estmen ts Ltd v Commissio ners 
ofCus ωms & Excise. 
224 租税回避の一般否認規定のないわが国においては、本件のような仕入税額控除に関す

る濫用的なスキームで‘あっても課税庁による否認が困難であることを指摘するものとし

て、西山由美 「消費税の理論と課題(第 5回)仕入税額控除(1)ーその法的性質と実体要

件」税理2013 年9月号94頁。
225 地方税法には同族会社の行為計算否認規定は存在するが(地法 72の43①②)、適用税目
が事業税であるため、地方消費税には及ばないこととなる。

226 金子前掲注45書 125 頁参照。もっとも、このスキームは控除対象外消費税額の計上時

期の繰延に過ぎないため、必ずしも濫用的ではないと解される可能性もある。

227仮に導入されたとしても、同族会社の行為計算否認規定に内在する問題であるが、そ

もそも設例のアイディアがその射程内に入るか否かは必ずしも明確ではない。
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るのは経営者として当然の行動であろう。医療機関の経営者をしてここまで追い込むのは、

立法政策上問題(不作 為)であるといわざるを得ない。また、医療法人は医療法上、開設する

病院、診療所文は介護老人保健施設に必要な施設、設備又は資金を有しなければならないと

されている(医療法41、医療規30の34)。ここから医療政策上、医療法人が病棟を自己保有

することが望ましいということになろうが、仮に厚生労働省が控除対象外消費税問題の解

決に消極的であるとすれば、医療法人は自衛策としてあえて病棟の賃貸に乗り出すことと

なり、医療政策との矛盾が生じることとなる。したがって、控除対象外消費税問題を放置し

て、租税回避行為に関する規制ばかりを強化するなどということは、公平性を欠きあっては

ならないことではないかと考えられる。

11. 付加価値税の国際比較

(1) 主要国における付加価値税の現状

付加価値税における非課税や軽減税率、ゼロ税率といった標準税率以外での課税措置は、

一般に税制としての効率性を阻害する要因となるため、できる限り避けるべきと考えられ

る。それでは、医療の提供に対する非課税措置を講じているわが国の消費税はどの程度効率

的な税制であると言えるのか、以下で国際比較によりその状況を確認しておくこととする。

1960年代にフランス228 において初めて導入された付加価値税は、他の税目と比較してそ

の普及のスピー ドが速く、欧州各国はもちろんのこと、アジア、アフリカを含めた全世界に

徐々に広がってゆき、現在では 140 か国以上229 の国において採用されている税制である。

その理由は、一般に、所得課税と比較して景気の動向に左右されにくく税収が比較的一定で

228 フランスにおける付加価値税の導入(発見)をいっとするかについては諸説あり、

1948年の生産税(Tax: eunique globa l a la production) について行った分割納付がそうであると

する説や、 1953 年の生産税に関する政令により仕入税額の半額の控除が認められたことな

いしその翌年の付加価値税(Taxe sur la vale ur ajout ee) 法の施行がそうであるという説もあ

る。しかし一般には、 EECの加盟国における取引高税の調和を目指した第1次指令及び第
2次指令(ともに 1967 年)に従って、課税対象が小売段階及び役務提供にまで拡大され

た 1968 年の改正付加価値税法の施行をもってフランスにおいて付加価値税の導入がなさ

れたとされる。ジョノレジュ ・エグレ(荒木和夫訳) W付加価値税~ (白水社 ・1985 年) 20 

-35頁参照。

229 Schenk and Oldman ， supra note 50， at 459 -462( ただし2007 年現在). なお、 KPMG's

Corpo rate and Indirect Tax Survey 2012 の4頁によれば2012年 l月現在では 150 か国以上と

される。
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あること230 や、所得課税と比較して徴税コストが低いこと231などが挙げられる。

このうち、 OECD 加盟34か国における付加価値税の導入時期及び標準税率の状況は以下

の表のとおりである。

0 図2 -29 OECD 加盟国における付加価値税の導入時期及び標準税率の状況 (2014 年

4月現在)

国名 導入年 標準税率

オーストラリア 2000 年 10% 

オースト リア 1973 年 20% 

ベルギー 1971 年 21% 

カナダ 1991 年 5%232 

チリ 1975 年 19% 

チェコ 1993 年 21% 

デンマーク 1967 年 25% 

エストニア 1992 年 20% 

フィンランド 1994 年 24% 

フランス 1968 年(1954 年233 ) 20% 

ドイツ 1968 年 19% 

ギリシア 1987年 23% 

ハンガリー 198 8年 27% 

アイスラン ド 1990 年 25.5 % 

アイノレラン ド 1972 年 23% 

イスラエノレ 1976 年 18% 

230 例えばわが国においては、税率が 5%となった平成9年 (1997 年)以降現在まで消費

税収(国税分のみ)はほぼ 10兆円前後で推移している。
231例えばイギリスにおいては、2006 年の所得税 100 ポン ドに係る徴税コストは 1.27ポ
ンドであるのに対し、付加価値税 100 ポンドに係る徴税コストは0.55 ポンドと半分以下

であったとされる。 See Government Accounting 0伍ce，Value -Added Tax ， Lessons Leamed 企om
OtherCoun 仕ies on Compliance Risks ， Comp lianc 巴Burden ，and Transiti on， (Washington D.C. ， 
2008) ， at 15. 
232 連邦税GST のみ。カナダの州レベルの付加価値税で、ある HST 及びQST については、

第 5章参照。

233 1954 年は付加価値税法が施行された年である。
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イタリア 1973 年 22% 

日本 1989 年 8 % (地方消費税を含む)

韓国 1977 年 10% 

/レクセンブノレク 1970 年 15% 

メキシコ 1980 年 16% 

オランダ 1969 年 21% 

ニュージーランド 1986年 15% 

ノノレウェー 1970 年 25% 

ポーランド 199 3年 23% 

ポルトガノレ 1986年 23% 

スロノ〈キア 199 3年 20% 

スロベニア 1999 年 20% 

スペイン 1986年 21% 

スウェーデン 1969年 25% 

スイス 1995 年 8% 

トノレコ 1985 年 18% 

イギリス 1973 年 20% 

アメリカ 来導入

(出典) Sche nk: and Oldman ， supra note 49， at 459 ・462及びKPMG 'sCOIporate and Indire ct Tax 

S町 ey2014 より筆者作成

上記の表でも明らかな通り、興味深いことに、 OECD 加盟国の中で唯一付加価値税を導

入していない国はアメリカである。ただし、アメ リカにおいても州、郡や市レベノレで、は小売

売上税(Sales and Use Tax)を導入している。アメリカにおいては税制改革の議論の中で過去

に何度か付加価値税の導入が検討されており、近年でも法人所得税改革の一環で法人所得

税を付加価値税の一種である事業活動税包usiness Activity Tax ， BAT )に置き換えることが提

案されている234 が、実現の見通しは立っていない。これは、一旦課税ベースの広い付加価値

234 Unit 巴dStates Department of the Treasury ， Approaches to Improve the Competitiveness of tbe 

U.S. Business Tax System for  the 2151 Centuη ，何Tashingto nD.C . 2007) at 19-38. ほかにも著名

なアメリカの租税法学者により、個人所得税を原則廃止し、 10- 14%程度の単一税率で課税

ベースに関し例外を極力排除した(医療や宗教活動等についてのみ非課税とする)、売上
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税を導入すると税率の引き上げによる税収増が容易で、あるため「大きな政府Jにつながりか

ねないことへの懸念235や、連邦所得税制に依拠する州所得税制との関係236 (連邦所得税を

廃止 ・縮小するとそれに依拠する州・地方政府の所得税制の執行が困難化するとともに、コ

スト増につながる)、 州・市レベルの小売売上税との調整(州・ 市 レベルの課税自主権

(autonomy )をどう確保するのかなど)といった問題があるためと考えられる 。

なお、 後の点について言えば、連邦議会は憲法に列挙された限定的な権限しか有さず、

立法権においても同様である237 (制限政体、 limited government) 。連邦議会には税を課し徴

収する権限が与えられているが(合衆国憲法 1条 8節 1項)、 付加価値税を課す権限につい

ては明示的には与えられていないため、仮に連邦レベルの付加価値税の導入を行う際には、

その合憲性について争われることが必至であろう 238。

(2) 付加価値税の国際比較と評価の尺度

① C効率性

付加価値税の国際比較を行う際に頻繁に利用される尺度として、主として優遇措置が付

加価値税収に与える影響を示す C効率性(C・巴伍ciency ratio) がある239 0 C効率性は以下の算

式により計算される。

高 10万ドノレ未満の小規模事業者を免税とする付加価値税を導入すべきという提案もなさ

れてい る。See Micbael J. Graetz ， 100 Mi1l ion Unneces sary Returns ， A Simple ， Fair ， and 
Competitiv e Tax Plan for tbe United States ， Yale University Press ， (New Haven 2008) at 83，200-
201. 
235 See GAO ， supra note 23 1， at 28-29. 伝統的に「小さな政府Jを志向する共和党支持者は

付加価値税を 「現金自動支払機(money machine) Jであるとして忌避している。一方、 民主

党支持者は付加価値税が逆進的(regressive) で、あるとしてその導入に批判的であるとされ

る。 Michael J. Graetz ， supra note 231 ， at 73. See Tbe President 's Advisory Pan el on Federal Tax 
Refo rm， Simple ， Fair ， and Pro- Growtb : Proposals to Fit America 's Tax Syste m， Novemb er 2005 ， at 
192. 
236 See GAO ， supra note 231 ， at 36. 
237 松井茂記『アメリカ憲法入門(第 7版U (有斐閣 ・2012 年) 38頁。

238 オパマ政権下で、の医療保険改革法(Patient Protection and Affordable Care Act) につきその合

憲性が争われた裁判では、課徴金により保険加入を義務付ける条項は連邦議会の有する課

税権の行使として合憲であるとされた(多数意見)0National Fed eration oflndepend ent 

Business 玖 Sebelius ，567 U.S .一，132 S. Ct 2566 (2012) . 当該連邦 高裁判決については、 樋

口範雄「保険改革法合憲判決Jアメリカ法判例百選34-35頁参照。
239 Liam Ebrill ， Michael Keen ， Jean-Pa 叫Bodin ，and Victoria Summe rs， Tbe Mod ern VAT ， 

International Monetary Fund ， (Washington D .C. 2001) at 40-42. 後述のVAT 収入比率を重視す

る加盟国が先進 国中心のOECD と異なり、発展途上国をも広くカバーする IMF は、特に

発展途上国の政治家に付加価値税の課税ベー ス拡大のメリットを説明するときに C効率性

はわかりやすい指標であり重宝しているとのことである。マイケノレ・キーン「付加価値税

のタックスギャップについて」租税研 究2013 年6月号 50頁参照。
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付加価値税収

国の消費総額
X100 

C効率性(% )= X100 

付加価値税標準税率(% )

上記算式で示され る指標は、一国のマクロ的な消費総額からみて、標準税率で例外なく課

税された場合の本来の税収との比較で、実際に徴収された税収がどの程度の水準であるか

を示すことによ り、非課税や軽滅税率等の優遇措置や課税逃れ等により課税ベースがどの

程度浸食されているのか、逆に言えばどの程度効率的240 な(efficient )税制となっているのか、

を確認することができるものといえる。このような課税ベースの浸食項目のうち、非課税や

軽減税率等の優遇措置 といった制度的な要因によるものを政策ギャップ(polic ygap )、課税逃

れ等の税法通り に納められていないという要因によるものをコンブライアンスギャップ

(compliance gap) と呼ぶことがある241。

② VATギャップ

EU においては、理論的な付加価値税収と実際の付加価値税収との差額を VATギャップ

(VAT gap)と定義し、理論的な付加価値税収に占める VATギャップの割合を計算すること

で、 EU加盟国における付加価値税の浸食状況を比較することがある。当該基準では理論的

な付加価値税収において非課税や軽減税率等の優遇措置といった制度的な要因による政策

ギャップは考慮済みであり、主として課税逃れ等の税法通りに納められていないという要

因によるコンブライアンスギャップが測定されることとなる。

，2006年時点における E U加盟国の付加価値税に係る浸食状況の推計242 によれば、 EU加

盟 25か国(キプロスを除く)のVATギャップの平均は 12%で、この値 が高いのはギリシア

(30% )、スロパキア(28 % )、ハンガリー(23% )、イタ リア ・リ トアニア ・ラトビア(22 % )、チ

エコ(18 % )、イギ リス(17% )の順であった。

240 医療 ・福祉や教育に対する付加価値税非課税など、社会政策的理由による軽減措置に

ついて効率性の観点からマイナス評価することについては議論の余地があるだろう。星野

泉「国際比較から見た消費税」自治総研2011 年 11月号 11頁参照。また、 C効率性を引
き上げるには例えば輸 出免税 を取りやめるとしづ措置により可能となるが、それが付加価

値税のあり方として適当なのかという点にも十分配意しないと意味のない議論となるとい

うことも言えるだろう。マイケノレ ・キーン前掲注236 論文50頁参照。

241 マイケノレ・キーン前掲注 239 論文 5 1頁参照。

242 Reckon ， Study to quantify and analy se the VAT gap in出eEU-25 M巴mber States ， 21 Sept ember 
2009 ， at 9 
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イギリスの課税庁(HM Revenue & Customs) が公表してし、る付加価値税の浸食状況(tax gap) 

の推計243 は次頁の表のとおりである。イギリスにおける VAT ギャップの割合は概ね横ばい

であるが、租税回避や滞納分に係るものは課税庁の取り組みの成果もあってか減少傾向に

ある。近年付加価値税を巡る租税回避事案が欧州で深刻化しており、イギリスでも 2006-

07年度にピークを迎えた244 が、その後イギリ スをはじめ各国がそれへの対応策を採ったこ

と245 が功を奏し減少しているとも評価できるだろう。さらに、滞納分はリーマンショックに

よる景気後退の影響で2008-09 年度に一時的に上昇したが、景気回復とともに減少してい

る。

0 図2-30 イギリスの付加価値税における課税ベースの浸食状況(tax gap) の推計

(単位:十億ポンド)

2006-07 2007-08 2008 -09 2009-10 2010-11 

VAT 税収(理論値) 87.8 91.5  91.2 80.0 94.9 

VAT 税収(実績) 77.6 82.0 79.8 71.4 85.3 

VAT ギャッブρ 10.2 9.6 11.3 8.6 9.6 

うち租税回避 2.0 ・2.5 1.0-1.5 1.0・1. 5 1.0・1. 5 0.5- 1.0 

うち滞納分 0.9 2.4 1.8 0.9 

VAT ギャップ(%) 11.6 % 10.5% 12.4% 10.8 % 10.1 % 

(注1) 2009 -10 の税収の落ち込みは主として税率の一時的引き下げ(17.5% →15%) に基

づく。

(注2) 租税回避(MTI C(missing 回 der intra communi ty) 企aud) とは、輸出免税を利用した付加

価値税の不正事案をいい、大きく分けて事業者が付加価値税を納付しないまま雲隠れする

取得詐欺(acquisition 企aud) と同一商品を何度も輸出してそのたびごとに付加価値税の還付を

受ける回転木馬型詐欺(carousel 企aud) とに分類される246 0

243 1品1[ Revenue & C ustoms ， Measuring tax gaps 2012 ， 18 October 2012， at 12. 当該報告書にお

いては、付加価値税のみならず全税目についてギャップを算定している。

244 1削 Revenue & C ustoms ， supra note 243 ， at 12. ただしMTIC fraud の実行そのもののピー

クであったと推定されるのはその前年(2005-06) である。

245 具体的には、 付加価値税に係る事業者登録の確認の強化、 EU域内外国との国際的執行
共助の推進、リパース ・チャージ・システム(reverse charge syste m)の導入といった施策が挙

げられる。西村聞多「第3回OECD 税務行政フォーラム(FTA) 会合についてJファイナン

ス2006 年 11月号55頁参照。
246 HM Revenue & Customs ，開atis 凶 Tj均ud? ，VATF23300. 
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③ VAT 収入 比率

C効率性の算式のうち、分子の「国の消費総額Jには付加価値税の金額そのものが含まれ

ており、付加価値税の課税ベースとしては適切ではないと考えられる。そのため、近年

OECD ではこれ に代えて次の算式で示される VAT 収入比率(VAT Revenue Ratio ， VRR) とし、

う指標を使用している2470

付加価値税収

VAT 収入比率=
(消費総額一付加価値税収)x付加価値税標準税率

C効率性と VAT収入比率とを比較すると、付加価値税収を控除する VAT 収入比率の方が

パーセント換算した場合高くなることとなる。

OECD 加盟主要国の付加価値税標準税率と C効率性、 VAT収入比率を示すと以下の図 2

-31 のようになる。

0 図2-31 OECD 加盟主要国の付加価値税の効率性比較

付加価値税標準税率 C効率性 VAT 収入比率

(2012 年) (2003 年) (2009 年)

オース トラリア 10% 53.0 % 0.52 

カナダ(連邦税のみ) 5% 66.5% 0.49 

フランス 19.6 % 45.3 % 0.46 

ドイツ 19% 50.5% 0.56 

日本 5% 65.3% 0.67 

ニュージーランド 15% 96.4% 0.99 

スウェーデ、ン 25% 47.3 % 0.57 

イギリ ス 20% 46.4% 0.47 

OECD 非加重平均 52.9 % 0.55 

(出典) OECD ， Consumption Tax Trends 2012 ， OECD ， Consumption Tax Trends 2006 を基に筆者

作成。

247 OECD ， Consum pti on Tax Trends 2012， at 104 ・106. OECD がC効率性を公表していたのは

当該報告書の2006 年版までである。
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国ごとにみてみると、C効率性と VAT 収入比率の高低は、カナダ248 とスウェーデン249 に

おいて多少両者の;lfE 離がみられるものの概ねリンクしており、 VAT 収入比率により付加価

値税制の効率性を評価して差し支えないものと考えられる。そこで以下では VAT 収入比率

により評価していく こととする。

まずOECD 加盟国でVAT収入比率が突出して高いのはニュージーランドである。これは、

ニュージーランドにおいては他国では非課税とされる医療や教育も標準税率で課されるな

ど例外項目が限定されていることを反映しているものと考えられる250 。欧州諸国はそれほ

ど高くなく、スウェーデン及びドイツは OECD 平均程度の水準であるが、イギリス及びフ

ランスは OECD 平均よりも低い。イギリス及びフランスが低いのは、広範な軽減税率及び

ゼロ税率251の採用がそれに反映しているものと考えられる。オーストラリア及びカナダも

OECD 平均よりも低いが、これもゼロ税率や軽減税率、カナダにおける非課税措置に係る還

付制度などが反映しているものと考えられる。

一方、日本は比較的高く、 OEC D加盟国で、はニュージーランド、ノレクセンプルク(0.92) 、

エストニア(0.76) 、スイス(0.71) 、イスラエノレ(0.68) に次いで6番目となっている。これは、軽

減税率やゼロ税率を採用せず、非課税の範囲も比較的限定されていることを反映している

ものと考えられる。すなわち、日本の現行の消費税制度は国際比較の観点からは例外が限定

的で効率的な税制の部類に入るというこ とがし、える。わが国おける医療非課税を見直す際

には、この点も十分考慮に入れるべきであろう。

なお、標準税率の高低と VAT 収入比率 との関連性は特に見られない。これは、標準税率

が高いからと言って直ちに軽減税率やゼロ税率が必要となるということを意味するもので

はないということを示唆しているとも考えられる252 。

248 0ECD の前掲注247 書 113 頁によれば、カナダのVAT 収入比率は 1996 年以降概ね

0.5 前後となっており 、むしろ 2003 年のC効率性の値の方が異常値である可能性も考え

られる。
249 0ECD の前掲注247 書 113 頁によれば、スウェーデ、ンのVAT 収入比率は2003 年時点

で0.52 であり、その後当該比率が上昇していることから、 両者の事離は問題ではないと考

えられる。

2印ニュージーランドの付加価値税 (GST) に関する評価については、 Commentary by 1組

Dickson and David Whi te， Dimensions ofTax Design ， at 387-406. 
251 イギリスは軽減税率の適用範囲は狭いが、それに代わりゼロ税率を広く採用してい

る。イギリス付加価値税の税率構造については第4章第3節参照。

252 わが国の消費税に関しては、 例えば金子名誉教授の 「税率が 10% をかなり超えた場合

には、食糧品等について軽減税率の採用が必要になるであろうが」というように、税率

10%引き上げを契機に軽減税率を導入すべきという主張がなされることがある。金子前掲
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(3) 日本の消費税と効率性

前項で確認したとおり、日本の消費税は VAT 収入比率等の効率性の尺度に関し国際的に

みると比較的効率的であるといえる。しかし、今後議論が本格化する軽減税率の導入に関し

ては、当該指標が悪化するとし、う観点からの批判もあり得るところである。税制のあるべき

論からは、課税ベースの浸食をなくし、当該指標を可能な限り引き上げるべきといえる。 し

かし、社会政策的観点、からの非課税規定のような「既にある」逆進性対策の措置については、

諸外国の例を見ても明らかなようにその改廃は容易ではない。特に軽減税率のような生活

必需品を対象とする措置を一度入れると、そこからの離脱は非常に困難となることが予想

される。わが国において現実的に目指すべきは、効率性を損ねるような措置を新たに導入す

ることには慎重な態度をとるということであろう。

医療に係る控除対象外消費税問題への税制上の対応策を効率性の観点から見ていくと、

ゼロ税率が もそれを阻害し、次いで非課税(一定割合の)還 付 ・部分控除、軽減税率、標

準税率の順に高まっているものと考えられる。非課税還付よ りも軽減税率の方がより「ましJ

な措置ではあるが、本来目指すべき標準税率での課税からみればいずれも「あるべき姿jで

はない。効率性の指標を絶対視するのではなく、あるべき姿への道筋をも視野に入れて税制

上の措置を検討することが必要であろう。

12. 小括

本章ではまず、医療機関における現状の低い利益率の中で、消費税率の引上げによる追加

的な控除対象外消費税の負担が医療機関の経営に深刻な影響を及ぼすことを確認した。次

に、わが国の診療報酬制度の概要と付加価値税である消費税の基本的な仕組み、中でも課税

の累積を排除する仕入税額控除制度の機能を確認し、 社会保険診療報酬等に係る消費税が

非課税であることにより対応する課税仕入れが控除できないため控除対象外消費税が発生

するが、社会保険診療報酬等が公定価格であるため、当該控除対象外消費税が個々の医療機

関において原理的に価格に転嫁できないというメカニズムについて見ていった。

上記メカニズムにより発生する医療機関における控除対象外消費税問題の解決方法とし

ては、大きく分けて診療報酬による対応と、税制上の措置を講ずる方法の二種類がある。後

注 163 書 392頁。また、「平成26年度税制改正大綱Jでも軽減税率を「税率 10%時に導
入するJ旨が福われているが、このような主張には特に理論的根拠はないものと考えられ

る。玉岡雅之 「付加価値税としての消費税」租税研 究2012 年 11月号41頁参照。
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者にはさらに現状の非課税を維持したまま一定額を還付ないし部分的な仕入税額控除を認

める方法と、課税化し仕入税額控除を全面的に認める方法とがある。過去に行われた診療報

酬による控除対象外消費税負担への対応の妥当性について検証したところ、その不徹底さ

が確認された。そのため、仕入税額控除制度が消費税法における税額計算の基本構造である

ことを踏まえ、 制度の透明性及び法の支配の観点、から、カナダやオーストラ リアにおける取

組み等を参考にしながら税制上の措置を講ずるべきことが明らかになった。

後に、 付加価値税の国際比較に関し、税制の効率性の指標としてC効率性及びVAT収

入比率を取り上げたが、わが国の消費税はいずれの指標も高く、現状は国際比較の観点から

例外が限定的で効率的な税制の部類に入るということがいえる。医療に係る控除対象外消

費税問題への税制上の対応策を検討する際には、当該指標への影響も考慮すべきであるが、

わが国の実情に即したきめ細かな対応を行う上では、必ずしも絶対視すべきものでもない

といえよう。
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第3章医療制度の国際比較

1. はじめに

租税法の研究において重要なのは、単なる法制度の技術的な説明にとどまるのではなく、

その制度が拠って立つ政策的な背景への理解に基づいて分析を行うことであると考えられ

る。特に税制上の特例措置の議論においては、特例措置の対象となる項目の内容を正確に理

解し、特例措置の対象とすべきかどうか、すべきであればどの程度配慮するのかを判断する

こととなるが、その際には当該対象項目の政策的背景の理解が不可欠であると言えよう。こ

のことは当たり前のことで改めて強調するまでもないことであるかもしれない。しかし実

際になされている税制改正(新税制の導入を含む)の議論では、租税法の専門家が改正を必

要とする項目の政策的背景まで、立ち入って検討するとし、う作業が必ずしも十分になされて

いるとは限らないように見えるところである。それはなぜかと言えば、租税法の専門家にと

って、高度に専門化した各種政策を理解することが相当困難な作業であるからに他ならず、

またその分野の f素人Jがそこに踏み込むことは身の程知らずの蛮勇であるとしづ批判を恐

れるがゆえに臨時するからだと考えられる。当該現象は、租税法の専門家が、他の分野の専

門家の研究成果に敬意を払い尊重していることに起因するものであろうが、租税法の分野

の先行研究のリサーチを進めるのと並行して、いわば先行研究のリサーチの一環として、関

連する分野の主要な研究成果の理解に努めることで、研究対象となる事項の政策的背景の

理解が深まることとなるだろう。さらに、可能な限りその成果を租税法研究の中に織り込む

ことができれば、租税法研究そのものの深化にもつながるものと考えられるI。ただし、政

策的な背景や関連する分野の研究を理解することは、そこで得られた成果を無批判にその

まま取り込むことでは勿論なく、それらを踏まえて、税体系の中で‘の位置づ、けやバランス、

その執行可能性をも勘案しながら、租税法の観点から評価することが必要となる。

租税法と関連分野との相互作用については、中でも、民主党政権において議論され消費税

改革につながった「社会保障 ・税一体改革2Jを見れば明らかであるが、税制と社会保障制

度とは非常に密接な関わりを持っており、税制論議において社会保障制度や社会保障法制

Iもちろん他の専門分野と租税法との相互作用は一方通行なものではなく、例えば給付付

き税額控除制度の研究が社会保障制度や社会保障法の研究に影響を及ぼすなど、租税法の

研究成果が他の専門分野の研究に影響を及ぼすことも少なくないだろう。

2 r社会保障 ・税一体改革大綱J(平成24年2月閑議決定)がその成果である 。
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の基本的な理解は今後益々求められていくことが予想される。

このことを本論文のテーマに即して考えると、それはわが国のみならず各国の医療制度

及び医療政策への理解ということになるだろう。すなわち、各国において医療の提供に関す

る付加価値税制上の取扱いが異なるとした場合、その違いをもたらす要因として、各国の医

療政策がそこに反映している可能性が高いと考えられることから、その点を明らかにすべ

きということになる。

そ こで、本章では、医療制度の国際比較を行うことによりわが国の医療制度の特徴を浮き

彫りにするとともに、本論文で取り上げるイギリス、カナダ、オーストラリアにおける付加

価値税の取扱いに係る医療政策的背景を解明することとする。

2. イギリスの医療制度

(1) イギリスの医療供給体制

イギリスの社会保障制度は 1942 年に公表された「社会保険及び関連サービス」に関する

報告書、日本でも名高いいわゆる「ベヴァレッジ報告3Jがその基礎となっている。当該報

告書に基づき 1946 年に国民保健サービス法(National Health Service Act) が施行され、 194 8

年には同法に基づき医療保障については保険制度ではなく、診察料、治療費、薬剤費の全経

費に渡って患者負担なしで国家が租税財源により保障するというイギリス独特の制度であ

るNHS( National Hea lth Service s)が実施された40

EU の統計によれば、イギリス及び欧州主要国の社会保護費(social protection expenditure) 

の内訳は次頁のとおりである。イギリスは欧州の中では合計の対GDP比が多少低い以外は

ほぼ平均的な数値で、特に際立つた特徴は見られない。

3 William Beverage ， Social Insurance andAllied Services ， Cmd 6404 ， HMSO (1942) (一国光禰

監訳 『ベヴァリッジ報告社会保険および関連サービス~ (法律文化社 ・2014 年)) 

4 毛利健三「社会保障の歴史」武川正吾・塩野谷祐一編『先進諸国の社会保障1イギリ

ス~ (東京大学出版会 ・1999 年) 31頁。
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0 図3- 1 EU主要国の社会保護費に係る給付の内訳(2010 年)

国名 合計の 社会保護費給付の内訳

対GDP比 医療保健 ・障害 年金 その他

イギリス 28.0 %  41.8% 42.3 % 16.0% 

ドイツ 30.7 % 40.4% 40.2% 19.4% 

フランス 33.8 % 35.0% 44.9% 20.2% 

スウェーデン 30.4% 39. 1% 42.1 % 18.8% 

オランダ 32.1 % 43.4% 39.2% 17.4% 

(出典) European Commission ， European social statistics ・201 3edition. 

また、社会保護費の財源の内訳は以下のとおりである。

0 図3-2 EU主要国の社会保護費に係る財源、の内訳(2010 年)

国名 社会保険料 租税 その他

庭用主負担 被保険者負担 合計 収入

イギリス 34.1% 12.6% 46.7% 45.8% 7.5% 

ドイツ 32.9% 28.6% 61.2% 36.7 % 1.8% 

フランス 43.0% 20.8% 63.8% 34.0 % 2.1% 

スウェーデン 37.4% 9.4% 46.8% 51.2% 2.0% 

オランダ 33.1% 33.0% 66.1% 26.0% 7.9% 

(出典) 図3- 1と同じ。

社会保護費に係る財源の構成については、特に医療保障について租税負担による給付を

重視するイギリスはスウェーデンと似ており、広く社会保険方式を採用するドイツ、フラン

ス及びオランダとは一線を画するといえる。

NHS によるイギリスの医療供給は国の責任において行われ、その供給量は予算(税収)

の範囲内で計画的に行われている。そのため、マクロレベノレで、の医療費の抑制は比較的容易

であるが、その反面長い待ち時間や必要な受診の抑制といったミクロ'レベノレの過少診療 、病

院施設の老朽化や医師・看護師不足が問題となり得る5。

NHS の発足当初はほとんどの病院は公立であったが、保守党政権下の 1991 年のNHS コ

5松田晋哉「診断群分類導入の国際的動向と医療費への影響」田中滋 ・二木立編著『医療

制度改革の国際比較~ (勤草書房 ・2007 年) 102 頁参照。
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ミュニティケア法的ational Health Service and Community Care Act 1990) の施行以後、病院の

大部分は保健当局(Health Authority) の管理下を離れ、 NHS トラスト(NHS 回 sts) として独立

した組織となっている。

NHS で提供されるサービスは大きく分けて、一般医(GP ，Genera l Practitioner) によるプライ

マリ ・ケア6(primaηcare) 、病院における専門医の医療及び看護師や保健師による地域保健

サービスがある。イギリスにおいては、開業医である一般医はゲートキーパー(gat ekeeper)7

の役割を果たし、患者は救急の場合を除き一般医の診察を受けなければ原則として病院の

専門医の診察や治療を受けることができない。

(2) 公的医療保障制度

第 1項で見たとおり、イギリスの公的医療保障は保険制度ではなく、受診時に原則とし

て患者負担がない NHS を通じ実施される。 NHS の特徴は、 一般医がゲートキーパーの役

割を果たし、患者は救急の場合を除き一般医の診察を受けなければ原則として病院の専門

医の診察や治療(セカンダリ・ケア・サービス)を受ける ことができないという仕組みを採っ

ているということである。ただし、 NHSの枠組みではどうしても緊急ではない手術に待ち

時間(数か月単位となることも少なくなし、)を強し、られるため、富裕層を中心に NHS の枠

外の私的医療のニーズ、がある。イギリスにおける NHSと私的医療に対する支出額の推移は

次頁の図 3- 3のとおりである。

6 日本プライマリ・ ケア連合学会のホームページによれば、 プライマリ・ケアとは「国民

のあらゆる健康上の問題、疾病に対し、総合的・継続的、そして全人的に対応する地域の

保健医療福祉機能jをいうとあるが、ここでは「国民が病気等になったときにまず訪問す

る地域の家庭医の機能J程度の意味で使用することとする。

7 医療については経済学でいう「情報の非対称d性j が妥当するというのが一般的な解釈で

あり、それによれば、患者は一般に自分の症状がどの程度重症なのか判断できないことか

ら、①より診断能力が高い(と期待される)こと、②二度手間を省くとしづ意味から、

初から病院の専門医にかかるとしづ行動をとることが合理的となる。しかし、それにより

軽症者が病院に殺到し、医療資源の効率的利用が阻害されるため、一般医に、原則として

そこでの受診を経ないと専門医へのアクセスができないというゲートキーパーの機能を持

たせることが望ましいということになる。
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0 図3-3 イギリスのNHS と私的医療等に対する支出額の推移(単位: 百万ポンド)
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上記から、過去 10年でNHSは金額ベースで2倍強に増加し、私的医療等よりも伸び率

が高いことが分かる。また、2010 /11年度の医療費全体に占める NHS の割合は 87.5 %で、

私的医療等は 12.5 %と2000 /01年度の割合 (15.5%)より減少している。これらは 1990

年代後半まで続いた保守党政権の下で医療費抑制政策がとられた結果、患者満足度が低下

していた NHS を改革するため、労働党のブレア政権により実施された 2001 年からの財政

措置を伴った医療改革 10年プラン(TheNHS Plan 8)により、硬直化していた NHS の利便

性が向上し利用促進が図られたことを反映してのものと考えられる。そのため、総医療費の

対 GDP 割合も 1995 年の 6.8%( OEC D平均 10.4%)から 2009 年には 9.8%(OECD 平均

9.5%) にまで上昇している。

労働党のブレア政権において財務相を務めたブラウン(のちの首相)は2001 年 3月、今後

20 年間の医療制度と財源の改革を展望するための専門委員会を発足させ、医療保障制度に

係る財源に関し税方式(general t砿 atio 叫と社会保険方式(social insurance) のいずれが望ましし、

か分析した。その結果、委員会は中間報告及びそれに基づく 終報告で以下の理由から税方

式の方が公平かっ効率的で、望ましいとした9。

8 The NHS Plan: A plan for investment ， A plan for reform ， Presented to Parliament by tbe Secretary 

ofState for Health ， By Command ofHer Majesty ， July 2000. 当該プランでは、すべての人に支

払能力ではなく療養の必要性に基づき普遍的なサービスを提供するといったNHS の 10大

原則を掲げている。

9 Derek Wanless ， Securing our Future Health: Taking a Long-Term View ， Final Report ， Apri12002 ， 

at 140-142. 
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① 費用抑制と優先づけに係る強力なコントローノレが可能で、あり、経済活動へのマイナス

の影響が 小限に抑えられる。

② 個人の負担とへノレスケアサービスの利用 (受益)との関係が断ち切られているため公正

である。

③ 社会保険方式の 大の問題点は収入源が雇用をベースとしたものに限定されるという

点である。そのため、例えば伝統的な社会保険方式を採用しているフランスでは収入源を社

会保険から租税にシフトしているところである。

なお、NHS において歯科の受診はもともと無料で、あったが、その後患者負担が導入され、

現在では治療費の大半が患者負担となってい る。また、薬局での処方議薬、眼科サービス、

検眼やコンタクトレンズの支給等は患者に一部負担金が生じる100

3 .カナダの医療制度

(1) カナダの医療供給体制

カナダにおいては憲法上、保健医療制度は州の専権事項とされており 11、連邦レベルで、統

一的な制度が提供されているわけではない。しかし、一方で連邦政府は州の専権事項に対 し

ても財政支出(補助金)を行うことが認められており 12、これを行使することで事実上連邦

10 国京則幸「イギリスJ 加藤智章 ・ 西田和弘編『世界の社会保障~ (法律文化社 ・2013

年)117頁。

11 カナダ 1867年憲法(theConstitution Act ， 1867 )92条7号で病院、保護施設、慈善施設及

び慈善の組織を設置し、維持し、管理することは州の立法者の排他的権限であるとされ

る。

12 これを一般に財政連邦主義(白scal federalis m)という。 池上岳彦「財政連邦主義の変容」

新川敏光編『多文化主義社会の福祉国家~ (ミネノレヴァ書房 ・2008 年) 140 -163頁参

照。なお、財政平準化のための補助金(equalization payments )は 1982年憲法36条(2) に明記

された。

106 



主導13の画一的な医療保障制度14仏ifedicare) が実現されている15。現在のカナダ、の医療財政の

収入源は以下の表のとおりであり、財源に占める州政府の割合が約3分の2を占めている。

O 図3-4 カナダにおける医療財政の収入源(総額 1，931 億カナダドソレ: 2010 年)

パ 円
， ノドpダナカ億円oqh 司

L

保%療?医

H

Rn
リ
郎険

ダドノレ)

患者自己負担，

(28 0億カナダドソレ)14.5% 

その他収入， 3.3%
(63 イ話カナダドノレ)

その他公的部門，
5.3% 

(102 億カナダ ドノレ)

(出典) Canadian Institut 巴for Healthcare Inf ormation ， National Health Expenditure Trends ， 1975 ・

2012， at 11. 

上記のうち、公的部門は州政府とその他公的部門(連邦や地方公共団体など)で合わせて

70.5% 、その他が民間部門で 29.5%と概ね公的と民間の比率がほぼ 7:3 の割合となってお

り、医療財政に占める民間部門の比率について主要国の中ではカナダが高い部類に入る 16。

13連邦政府は 1984 年にカナダ保健法(Cana daHealth Act ， CHA) を制定し、普遍性

(uni versality) 、利用可能性(acce ssibility) 、包括性(co mprehensive) 、随伴性(portability )、非営

利運営(public a伽1in is仕ation) という 5つの基準に合致するような州政府の保健医療制度に対

し財政支出を行っている。新川敏光「カナダにおけるナショナル ・アイデンティティの探

求と超克の旅」新川敏光編『多文化主義社会の福祉国家~ (ミネノレヴァ書房 ・2008 年) 19 

頁、新川敏光「医療保険」城戸喜子・塩野谷祐一編『先進諸国の社会保障 3 カナダ~ (東

京大学出版会 ・1999 年) 247 -249 頁参照。

14 Medicare は医療保険伺ealth Insurance )と称されることもあるが、運営費は税金で賄われ

おり、保険料により賄われるわが国やドイツ ・フランスの公的医療保険とは異なる仕組み

である。州により保険料を課すところもあるが、その場合でも運営費の大半は税金(一般

財源)による。 Medicare の対象となる医療には患者の自己負担分がない。なお、歯科は原

則として Medicar eの対象外であるが、 GST は非課税である。

15新川敏光「カナダにおける医療と介護の機能分担と連携JW海外社会保障研究~ Auturnn 

2006 No.156 ， 61 頁参照。

16 OECD の2009 年時点での統計(OECD Health Data 2012 )1こよれば、公的部門の割合の

OECD 平均値は 73.2%、イギリス(83.2 %)、日本(80.5 % )、フランス(77.0 % )、ドイツ

(76 .8% )などが高く、カナダ(30 か国中 21位)より低いのはオーストラリ ア(68.5%) 、韓国

(58.2%) 、アメリカ(48.2%) などである。
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これは、歯科医療が公的医療保障制度である Medicare ではカバーされないことがその主た

る理由である。

また前頁図3 - 4から、カナダの医療制度においては民間医療保険の比重が比較的高い

ことが窺える。 これは以下の民間医療保険に加入している人口比率に関する国際比較調査

からも裏付けられるだろう。

0 図3 - 5 OECD 加盟主要国における民間医療保険に加入する人口比率の比較(2003 年)
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(出典) Colombo ， F. and N . Tapay ， Private Hea1th Insurance in OECD Coun 仕ies: The Benefits and 

Costs for Individual s and Health System ， OECD Health Working Paper s No.15 (2004) ， at 11-1 2. 

1985 年に制定された医療政策の基本的な枠組みを定めるカナダ保健法(Canada Health Act ， 

CHA) においては、病院及び医師のサービスを原則全額公費で負担17するなど伝統的な医療

については手厚い保障を行っているが、病院外で使用される医薬品や医療機器、救急、サービ

ス、在宅医療といった近年重要性が高まっている分野の保障が手薄となっているlt そのた

め、 Medicare で、はカバーされない医療について患者は民間医療保険によりカバーすること

となる。勤労者の場合雇用主(法人)が福利厚生の一環で 加入している民間の医療保険を利

用するケースが多いが、雇用主は当該保険の支払保険料を損金算入することが可能である

(ln come Tax Act ， RS. C. 1985 ， c.1 (ヂSupp. )，s. 18(1)( め) 。また、個人が直接民間の医療保険に

加入している場合にも、支払保険料を個人の所得税の必要経費とすることができる(ln come

TaxAct ， R.S.C. 1985 ， c.l (5th Supp. )， s. 1I8.2(2)(q)) 。このようなカナダにおける民間医療保険

17美容外科や不妊治療などが対象外である。

18 コリーン ・M・フラッド「公的医療制度と民間保険の区分に関するカナダの選択と裁判
に基づく医療制度改革の危険」 フィナンシャル ・レビュー2012年9月号 137- 138頁。
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の普及とそのカバー範囲の拡大は、所得分配の観点からいえば逆進的(regressive) な状況を生

み出すことが指摘されている19。

カナダの医療制度はイギリスの影響を色濃く受けており 、基本的に患者はまずイギリス

の GP(General Practitioner )に相当するかかりつけ医(家庭医)の診察を受け (primary health care 

services) 、その紹介なしには専門医や病院の診察を受けることはできない仕組みとなってい

る(かかりつけ医のゲートキーパー機能)。

(2) 公的医療保障制度

カナダにおいては公的医療保障制度として、わが国やドイツ ・フランスで導入されている

公的医療保険制度ではなく、カナダ保健法に基づき、病院及び医師の提供するサービスにつ

いて基本的に全額公費(税金)負担という仕組みが運営されている 。しかも、わが国とは異

なり、カナダにおいては公費負担となる医療サービスと合わせて、その適用外となる新薬や

医療サービスを利用 して患者が自費で負担する、いわゆる混合診療(mixed payments )が法律

によって明確に禁止されているわけではない20。無論これに対しては、例えば、公的医療保

障の適用外となる医薬品の投与に臨床医の時聞が割かれることは、より社会的必要性が高

い公的医療保障の適用対象となる医薬品の投与に必要な臨床医の時間が奪われることとな

り、公的医療保障の観点から望ましいとはいえないといった批判があるところである21。

4. オーストラ リアの医療制度

(1) オーストラ リアの医療供給体制

オーストラ リアにおける医療の提供は、全国民を対象と した税金によって賄われる公的

医療制度(公立病院は所得に関わらず無料である)を中心としつつ、公的給付の枠外である

民間病院 ・民間医療保険の利用も盛んであるという、二本立てになっている22。オース ト

ラリアにおける医療費支出の内訳は次頁の図 3-6のようになっている。

19フラッド前掲注目論文 138 頁参照。

20 ブラッド前掲注目論文 139 頁参照。

21 ブラッド前掲注 目論文 140頁参照。
22 オース トラリアの医療保障制度については、丸山士行「オー ス トラリアJ井伊雅子編
『アジアの医療保障制度~ (東京大学出版会 ・2009 年)1-33 頁参照。
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0 図3-6 オース トラリアの医療費支出の内訳(2009 -2010 年度)

5.0% 

歯科医師への

支払い，6.6%

8.6% 

総額1，163 億豪ドル

(出典) Australian Institute ofHealth and Welfare ， Australia's Health 2012 ， at 478. 

イギリスの医療制度の影響から、一般医23(General Practitioner ， GP)をゲートキーパーとす

るプライマリ ・ケア ・システムが確立しており、オース トラリアでは無料の公立病院では

原則として医師を選べず24、また、緊急ではない手術については長期の待ち時間を覚悟す

る必要がある。受診する医療機関を患者が自由に選択できる、いわゆる「フリーアクセ

スJを採用している日本とは対照的である。

オーストラリアにおける医療供給体制は大きく分けて、連邦及び州政府からの補助金で

その運営費の大半を賄っている公的病院(public hospitals) と、補助金を受けない民間病院

(private hospitals )、及び主として長期の慢性ケアを必要とする高齢者の入院を担うナーシン

グ、ホーム(nursinghome )がある。このうち公的病院は全土に万遍なく配置され、高度 ・先進

医療や救命救急医療を主として担っており、民間病院はその多くが都市部に所在し、主と

して待ち時間の少ない入院 ・日帰り手術や美容外科といった分野を担っている。

政府の統計25によれば、 2011 -2012 年度の公的病院の数は 753(全体の 55.9 %)、病床数

は58，420 床(全体の 67.3%)、人口千人当たりの病床数は2.6床である。一方、 2010 -

2011 年度の民間病院の数は 593、病床数は 28，351床、人口千人当たりの病床数は 1.3床

23 オーストラリアは世界でも珍しく一般医の数が専門医よりも多いという状況にある。た

だし、オーストラ リアの一般医はイギリ スのGPのような事前登録制ではない。

24 ただし、患者は入院料などが全額自己負担となるものの医師の指名を希望することがで

きる(private patient )。

25 Aus 仕alian Institute ofHealth and Welfare ， Aus 仕alian hospital statistics 2011-2012 ， at 59. 
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である。医療提供体制としては概ね公的病院の比重が高いといえるが、税方式の欧米他国

と比較すると民間病院の割合も小さくないとしづ特徴がある。

(2) 公的医療保障制度

オース トラリアの医療保障制度の財源(2009-2010 年度で総額 1，214 億家ドソレ)は、 連邦

政府が 44%、州及び地方政府が 26%、患者負担分が 17%、民間の医療保険が 8%等となっ

ている260

オーストラリアの医療保障分野は、長らく 一定の薬剤の無料給付や任意の民間保険への

助成に限定され、全国民を対象とした普遍的な制度は、国民保健法(Nation alHealth Act 1953 )、

健康保険法(Health 1田町ance Act 1973) 及ひ・健康保険委託法(Heal 血In surance Commission Act 

1973) を統合した健康関連法修正法(Heal 出Legislation Amendment Act 1983) に基づき 1984 年

に労働党政権により実施されたメディケア仏if: edicare) を待たなければならなかった27。現在

の公的医療保障制度は、 医師サービスに係る報酬に充てられるメディケア28、公立病院の運

営及び 1950 年 に開始された医薬品に充てられる薬剤費給付制度 PBS(Pharmaceutical

Benefits Scheme) の三本柱で成り立っている。このうち、メディケア及び PBS 29は連邦政府

からの支出で賄われているが、公立病院は連邦政府及び州 ・地方政府が財源を分担して運営

されている。

また、オーストラ リアの医療保障制度の特徴として、医師サービスへの価格(doctor fee) の

決定が医師により自由になされるということが挙げられる。すなわち、医師サービスに対す

る公的給付制度であるメディケアによる{賞還額は診療報酬点数により決められているもの

の、それを上回る金額の請求に関し何ら規制があるわけでもないため、患者の自己負担額

({:賞還額との差額)はどの医師を選ぶかで、異なってくる 。このような制度となっている背景に

26 Aus 仕alian Institute of Hea lth and Welfare ， Australia's Health 2012 ， at 473 -475. 
27 これは医師会等の利益団体の反対もさることながら、賃金保障を中心とした社会保障を

重視する「賃金稼得者の福祉国家Jがオーストラリアにおける社会保障政策の基本的な考

え方で、あったことを反映するものと解されている。オーストラ リアの社会保障制度の歴史

は、例えば、西村淳「社会保障 ・社会福祉の歴史と現状J小松隆二 ・塩野谷祐一編『先進
諸国の社会保障 2 ニュージーランド ・ オーストラ リ ア~ (東京大学出版会 ・1999 年) 201 

-220 頁参照。なお、オーストラリアでは医療における民間の役割を重視する自由党 ・国

民党連立政権と公的医療を重視する労働党との歴史的対立がみられる。

28 メディケア運営の財源は連邦政府からの歳出のほかメディケア税も充てられており、保

険方式をとるわが国や ドイツ、フランスの制度とは異なる。

29 PBS はその支出の80%以上が年金生活者、低所得層への支出であり、医療保障制度の

公平性の観点から評価が高い。丸山前掲注22書 14頁。
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は、医師の強大な政治力が反映されているとしづ指摘がある30。さらに、 2004 年にわが国

の高額療養費制度に該当するメディケア ・セイフティ・ネット(Medicare Safety N et) が導入さ

れている。

オーストラリアの医療保障制度に関するその他の特徴として、民間の医療保険のシェア

が比較的高いという点が挙げられる。これは 1984 年にメディケアが導入されるまで全国民

を対象とした普遍的な医療保障制度がなくそれを民間保険がカバーしていたことや、公立

病院における救急以外の手術に関する待ち時間の長さや医師の選択権といった、公立病院

の使い勝手の悪さを民間保険の給付により カバーしようというニーズがあることなどが挙

げられる3 1。民間病院の収入の半分程度は民間保険の給付であり、当該保険は民間病院の経

営を左右する存在である。ただし、メディケア導入後はシェアが低下し、諸外国との比較で

は必ずしも高いとは言えないところである(前掲図 3-5参照)。

なお、低所得者を除く納税者の課税所得の 1.5%について課税されるメディケア税

(Medicare levy 、1976 年に導入)及び民 間医療保険未加入の高額所得者に対して課税所得の

1%につき付加的に課税される付加メディケア税(Medicare levy surcharge 、1997 年に導入)が

あり、社会保障財源等に充てられるが、 いずれも目的税ではなく一般財源である。

5. わが国の医療制度

(1) わが国の医療制度の基本理念

わが国における医療制度の内容を見 る前に、まずわが国の医療制度を支える基本理念は

どこに求められるのかを検討することが重要で、あろう。これは基本的に憲法が予定してい

る32福祉国家(welfare state) の理念33に求められるのではなし、かと考えられる。以下でその理

30 丸山前掲注22書9 -10頁。なお、医師がメディケアから直接支払いを受けるパノレクビ
リング(bulk billin g)を採用すれば患者負担はなくなる。医療機関にとってパノレクビリングは

患者負担分を放棄することを意味するが、一方で未収金の発生を防ぐとともに、集患に寄

与するというメリットがある。西田和弘「オーストラリア」 加藤智章 ・西田和弘編『世界

の社会保障~ (法律文化社・ 2013 年)135 頁。

31 丸山前掲注22書 15頁。
32 租税の根拠を日本国憲法が予定している福祉国家の理念に求めるものと して、金子宏

『租税法(第十九版 HC有斐閣 ・2014 年) 20-21 頁参照。

33 そもそも福祉国家という概念は多義的であるが、その母国であるイギリスのケインズや

ベヴァリッジの思想を踏まえて、ここでは芦部説の「国家が国民の福祉の増進をはかるこ

とを使命として、社会保障制度を整備し、完全雇用政策をはじめとする各種の経済政策を

推進する国家jであると理解することとしたい。芦部信喜(高橋和之補訂) W憲法(第五

版)~ C岩波書庖・ 2011 年) 16頁。ただし、社会保障給付費対GDP比の時系列分析に基
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由を説明したい

まず、医療制度を含む社会保障制度34及びそれを具体的に実現するための法令である社会

保障関連法は、いわゆる「生存権Jを定める憲法25条がその根拠規定と考えられるためで

ある35。生存権を含む社会権は、 20世:ffi 己になって福祉国家の理念に基づき社会的・経済的弱

者を保護し、実質的平等36を実現するために保障されるにいたった人権であると解されてい

る37。すなわち、憲法 25 条では、 1項で国民は健康で文化的な 低限度の生活を営む権利

を有し、また 2項で国は社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めるべき義

務が定められている38。これらは国家による社会への積極的な関与によって実現するもので

あり、診療報酬の公定化を含め医療政策が国家による統制色が強いのは、福祉国家の理念及

び憲法25条にその根拠が求められるといえる。

次に、医療制度は個人の健康の維持・回復に関して主たる役割を果たすが、それは憲法 13

条で規定される生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利(幸福追求権)の前提となるも

のであり、国家による医療保障及びそれを実現するための社会保障関連法の制定は憲法 13

条からも要請されるといえる39。わが国における医療保障の柱となる国民皆保険は公的医療

保険への強制加入及び徴収という個人の自由を制限する側面があるが、憲法 13条でいう

「自由」とは自律的な個人の「自由jであり、そのような個人は福祉国家の理念を具体的に

実現するような社会保障制度を能動的に選択し、参加及び負担する主体であるということ

になる400

上記のような福祉国家の理念に基づき実施されるわが国の医療制度ないし医療保障制度

づき、 1980 年代以降先進国中で福祉国家と「非福祉国家Jの二極化が進行し、後者のカテ

ゴリーに日本、アメ リカ、イタリア及びオース トラリアの4か国が入るという社会学者の

研究もみられる。富永健一「福祉国家の分解と日本の国際的位置J海外社会保障研究

Spring 2003 No. 142 7頁参照。

34 社会保障制度審議会が昭和 25年に内閣総理大臣に提出した f社会保障制度に関する勧

告」の前文では、社会保障制度は社会保険、国家扶助(公的扶助)、公衆衛生及び社会福

祉の4つからなるとしている。

35 堀勝洋『社会保障法総論(第 2版U(東京大学出版会 ・2004 年) 123-124頁。
36 ただし 高裁は、それを具体的に立法化するに当たっては、「国の財政事情を無視する

ことができず、J立法府の広い裁量権に委ねられていると判示している。 高裁昭和 57年

7月7日判決 ・民集36巻 7号 12 35頁(堀木訴訟)参照 。

37 芦部前掲注33書 258頁。
38憲法25条の規定を受けて、国民健康保険法、国民年金法、雇用保険法、高齢者の医療
の確保に関する法律、介護保険法といった社会保障関連法が制定されている。

39 堀前掲注35書 100 -101 頁。

40 堀前掲注35書 101 -102 頁。
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の特徴は、 一般に、国民皆保険、フリーアクセス、現物給付及び出来高払いの診療報酬制度

ということができるだろう41。そこで本節の以下では、まず国民皆保険となっている公的医

療保険制度の意義とその歴史を概観し、次に国民皆保険の意義と機能を検討するとともに、

診療報酬制度の特徴である現物給付の意義と機能を見ていくこととしたい。さらに、わが国

の医療提供体制の特徴を検討し、その問題点、と今後の展望に触れることとする。

なお、わが国の社会保障制度に関し、公的医療保険制度は国民皆保険、公的年金制度は国

民皆年金であると一般に称されているが、同じ公的保険制度で、あっても医療保険と年金保

険とでは大きな違いがある。それは、公的医療保険と公的年金保険のうち厚生年金 ・共済年

金等はいずれも拠出の段階では所得に応じて保険料を支払うのであるが、給付の段階では

厚生年金・共済年金等は支払った保険料に応じて年金を受けるのに対し、公的医療保険は所

得の多寡42にかかわらず必要な医療を受けるという点である。すなわち、わが国の公的医療

保険制度は一般に、医療の平等消費43、所得再分配機能が重視された制度であるといえる。

(2) 公的医療保険制度導入の経緯

わが国の医療保障制度は、公的医療保険を中心に、それを補う形で公費医療及び医療扶助

がなされている。

わが国の公的医療保険制度は、福祉国家の理念が織り込まれた現行憲法の施行に先立つ

こと約 50年前、 ドイツで 1882 年(明治 15年)に制定された疾病保険法に範をとった、後藤

新平の発案により内務省が明治 31 年に起案した疾病保険法案に端を発する440 しかし、当

該法案は時期尚早として日の目を見ず、しばらく公的医療保険導入の議論が下火となった

が、大正期に入り、第一次世界大戦後の深刻な不況により緊迫した労使関係を背景にその改

善策として、政府は労働組合法や失業保険法とともに労働政策立法の一環として、再び疾病

保険法の制定を検討することとなった。その結果、高橋是清内閣において農商務省45は、大

正 11年に労働保険調査会の答申に基づき「健康保険法案jを議会に提出した。当該法案は、

41 島崎謙治「わが国の医療保険制度の歴史と展開」遠藤久夫・池上直己編著『医療保険・

診療報酬制度~ (動草書房 ・2005 年) 2頁。
42 高額療養費の負担限度額は所得水準が低い者ほど低く設定されており、その点に関して

は所得再分配機能が働いている(健康保険法 115条、国民健康保険法 57条の2)。

43 加藤智章 ・菊池馨実・倉田聡・前田雅子『社会保障法(第 5版U(有斐閣 ・2013
年)166 頁。

44 吉原健二 ・ 和田勝『日本医療保険制度史~ (東洋経済新報社・ 1999 年) 13-14頁。

45 健康保険法の立案は農商務省によってなされたが、大正 11年に内務省の外局として社

会局が設置されると、同法の所管は社会局に移された。
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労働者を保護し、労使の協調と融和を図ることを意図して立案されたものであるが、当時の

他の労働立法である工場法が成立・施行までかなりもめたにもかかわらず、わずか 10 日余

りの審議ののち同法案が可決成立となった46。当該健康保険の適用対象は原則として事業所

に常時勤務する従業員に限定された、いわゆる職域保険で、あった。また、健康保険法に基づ

く健康保険事業の実施に係る費用は、保険料及び国庫負担で賄うこととされ、保険料につい

ては導入当初から原則として事業主と労働者の折半であった(労使折半の原則的 。

健康保険法の施行から遅れることほぼ 10年後の昭和 13年に、国民健康保険法が制定さ

れた。国民健康保険法の立法趣旨は、既に施行されている健康保険法ではカバーされない都

市部の自営業者及び農民を医療保険の対象にすることであり、中でも貧困と衛生状態の悪

化が深刻化していた東北地方等の農村部の中産階級以下の農民を救済することにあった。

戦後間もなく現行憲法が施行され、医療保障の分野についても、敗戦によって崩壊寸前と

なった健康保険制度の再建と国民皆保険制度の確立への取り組みが始まった。戦後のわが

国の社会保障政策の青写真は、昭和 25年 10 月に吉田内閣に対してなされた社会保障制度

審議会の勧告により描かれ、医療保障は社会保険によることが強調された48。その後高度成

長期に入り経済規模が拡大する中で、その思恵が及ばない低所得層を中心とした約 3，000 万

人にも及ぶ公的医療保険の未適用者の存在が大きな社会問題となっていった49。そこで、岸

内閣は昭和 33年に、市町村の区域内に住所を有する者はすべて50国民健康保険の強制被保

険者とする国民皆保険の規定を盛り込んだ新国民健康保険法案を国会に提出し、同法案は

12月に成立した後翌年 1月 1日から施行された。同法の施行を受け、国民健康保険は昭和

36年4月 1日から全都道府県で実施された510

公的医療保険の未適用者はこうして解消されたが、 一方で給付率52は保険者によりまちま

ちであった。そこで政府が国民健康保険の給付率を 7割に統一するため国庫負担を引き上

46 吉原 ・和田前掲注44書38-4 2頁。ただし、翌大正 12年の関東大震災及びその復興事
業の影響から同法の施行は昭和2年まで延期されている。
47 以来被用者保険では労災保険(原則として使用者が負担、労働保険の保険料等の徴収に

関する法律31条 1項 ・4項)を除きこの原則がほぼ適用されている 。

48 吉原 ・和田前掲注44書 134- 138頁。
49 吉原 ・和田前掲注44書 152- 153頁。
50 他の公的医療保険の被保険者とその被扶養者を除く。

51ただし奄美大島の無医村の 1町5村を除く。厚生省編『昭和 36年度版厚生白書』第二

部第五章第二節ー参照。

52 保険診療に関し保険から支払われる割合をしづ 。一方、窓口で患者(被保険者)が支払

う割合を負担率とし、う。
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げるといった措置を講じた結果、昭和 38年には世帯主の 7害IJ給付が、昭和 49年度中に家

族についても 7害IJ給付が実施された。ここに公的医療保険の適用と給付の両面における皆

保険が達成された530

現在のわが国における公的医療保険の概要は以下の表のとおりである。

0 図3ー7 わが国における主要な公的医療保険の概要(平成 25年3月末現在)

国民健康保険 全国健康保 組合管掌 共済組合 後期高齢者

(市町村管掌) 険協会管掌 健康保険 医療制度

健康保険

保険者数 1，717 1  1，431 85 47 

加入者数 3，466 万人 3，510万人 2，935 万人 900 万人 1，517 万人

加入者平均 50.4歳 36.4歳 34.3歳 33.3 歳 82.0 歳

年齢(注)

加入者一人当 31.6万円 16.1万円 14.4万円 14.8 万円 91.9万円

たり医療費(注)

(注)平成 24年度

(出典) 厚生労働省ホームページより筆者作成。

公的医療保険は職域保険54と地域保険とに分けられる55。職域保険には、中小企業の従業

員が中心の全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ 56) 、大企業とそのグループ。企業の

従業員が中心の組合管掌健康保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合及び日本私

立学校振興・共済事業団の三つからなる共済組合、船員保険及び建設業や医師といった同業

者団体を母体とする国民健康保険組合(国保組合)がある 。また、地域保険としては、国民

53 吉原・和田前掲注44書 168- 170頁。

54 公的医療保険には、その被保険者資格を職業 ・職種等を基準に判断する職域保険と居住

地域等を基準に判断する地域保険とがある。 加藤他前掲注43書 154 頁。

55 そのほかに公的扶助(生活保護)の対象となっている者 (211 万人)が受ける医療扶助

(国民健康保険に準拠、生活保護法 52条)がある 。生活保護は国民健康保険の対象では

ないため、わが国の公的医療保障は国民皆保険ではなく「国民皆保障Jというべきという

議論もあり得るが、わが国の医療保障制度は生活保護世帯をも含めカバーし、その費用は

原則として社会保険制度が採られていることに鑑みると、生活保護に係る医療扶助も含め

て国民皆保険と呼ぶのが妥当と考えられる。島崎前掲注4 1論文44頁注3参照。

56 従来は国(社会保険庁)が運営していたが、第 1次安倍政権による平成 18年の医療制

度改革で平成20年 10月以降その権限が公法人の全国健康保険協会に移管され、保険料率

は都道府県単位で決定されることとなった。
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健康保険の大部分を占める市町村管掌国民健康保険(市町村国保)がある 。さらに、 75歳以上

の高齢者及び 65 歳以上 75 歳未満の高齢者で政令57に定める程度の障害状態にある者につ

いては、平成20年4月から施行された都道府県単位の後期高齢者医療制度の被保険者とな

る。

(3) 公的医療保険制度の特色

わが国の公的医療保険制度の特色として挙げられるのは、いわゆる「国民皆保険制度j、

「フリーアクセスJ及び「現物給付」という 3点である。

① 国民皆保険制度

このうち国民皆保険とは一般に、国民すべてが公的な医療保険に加入し、病気やけがをし

た場合に「誰でも」、 fどこでも」、九、つでも」保険を使って医療を受けることができる制度

をいう580 現行法においては、国民健康保険法により、すべての日本国民叫こついて、居住

する地域の市町村田保(特別区 を含む)における 被保険者資格が発生する(国民健康保険 法

5条)。ただし、市町村国保以外の公的医療保険(生活保護世帯を含む) に加入した場合、

市町村国保の被保険者資格を喪失する(国民健康保険法 6条)。職域保険についても同様に二

重加入は認められていない(例えば、健康保険法 3条 1項)。すなわち、わが国の公的医療

保険はすべての日本国民が加入する仕組みとなっているものの、重複加入は認められず、そ

の被保険者資格は相互に排他的であるといえる60。要するにわが国の国民皆保険制度は、全

国民がカバーされる国民健康保険がまず基底にあり、それよりも掛金等の面でやや有利な

他の公的医療保険の加入者には国民健康保険ではなくそちらを適用する6 1、とし、う法構造に

なっているということである。

このような国民皆保険制度62は、保険制度により社会全体でリスクをシェアすることを通

57高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表(第 3条関係)。

58 厚生労働省編『平成 24 年版厚生労働白書~ 42頁。

59 ただし昭和 56年の難民条約に伴う法改正により国籍条項は削除され、また、 高裁

は、 市町村の区域内で安定した生活を継続的に営み、将来にわたってこれを維持し続ける

蓋然性が高いと認められる場合には、不法在留外国人であっても国民健康保険法5条にい

う住所を有する者に当たると判断しており、市町村国保の適用可能性を拡大している。

高裁平成 16年 1月 15 日判決 ・民集 58巻 1号226 頁。

60 加藤他前掲注43書 155 頁。

6 1前述のとおり他の公的医療保険の加入者は国民健康保険の被保険者資格を喪失する(国

民健康保険法6条)が、仮に他の公的医療保険よりも国民健康保険の条件的に有利であれ

ば、当該規定を巡る紛争が生じる可能性があるだろう。

62 わが国においては年金についても、国民すべてが国民年金制度に加入し、 基礎年金の給

付を受けるとしづ仕組み(国 民皆年金制度) となっている。
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じて、患者が支払う医療費の自己負担額が軽減され、国民に対して良質かつ高度な医療を受

ける機会を平等に保障する仕組みとなっており旬、「病苦や早すぎる死、医療費の心配を回

避するための社会的装置であり、人生を設計するうえでの基盤となるもの64J とし寸評価が

妥当といえよう。

国民皆保険は保険料収入及び患者負担のみならず公費(国庫及び地方)により支えられて

いる。厚生労働省65によれば、平成23年度の国民医療費 (38 兆5，850 億円)の財源の内訳

は、公費分66が 14兆8，079億円(全体の 38.4%) 、保険料分が 18兆7，518億 円(同 48.6%)、

患者負担分が 4兆 7，4 16億円(同 12.3%) となっており、保険制度を採りながら多額の財

政負担(全体の 4害時号)を余儀なくされていることが分かる 。それでは、このような大きな

財政負担を伴う国民皆保険の意義はどこに求めるべきだろうか。やはりこれも福祉国家の

理念に基づく憲法25条の言う生存権、すなわち健康こそが個人の尊厳や誇りの源泉であり、

そのための費用は福祉国家維持のための必要経費67ということになるのであろう。

国民皆保険制度は、昭和 25 年 10月に社会保障制度審議会が吉田内閣に提出した「社会

保障制度に関する勧告」において説かれた「社会保障の中心をなすものは自らをして、それ

に必要な経費を拠出せしめるところの社会保険制度でなければならない」という理念と戦

後の高度経済成長を背景に、職域保険ではカバーされない農山漁村民を主たるターゲット

に戦前の昭和 13年に導入された国民健康保険法に基づく国民健康保険を、全国民に適用す

ることとしたもので、ある。すなわち、高度経済成長により昭和 31年版の経済白書では「も

はや戦後ではない68J と宣言されたわが国の経済状況は、急速な景気回復 ・拡大の反面格差

拡大も進行し、公的医療保険でカバーされない社会的弱者である「無保険者Jをし、かに救済

63厚生労働省前掲注 58書42頁。社会保険の機能は一般に、リスク分配と所得再分配にあ

るとされる。

64 新村拓『国民皆保険の時代~ (法政大学出版局・ 2011 年) 5頁。

65 厚生労働省「平成23年度国民医療費の概況J1頁。

66 うち国庫が 10 兆307 億円(全体の 26.0%) 、地方は4兆 7.772 億円(同 12.4%)であ

る。また、公費のうち医療扶助等の公費負担医療給付分は 2兆7，931 億円(同 7.2%) で

ある。

67 新村前掲注64書5頁。 なお、わが国においては、公的保険制度と財政支出により公的

医療保障が運営されているため、保険者及び国・地方公共団体の両者から医療費抑制のプ

レッシャーがかかることから、基本的に保険者からのみのアメリカや国及び州、|からのみの

カナダと比較した場合、結果として特に 1990 年代までは国民医療費の伸びが抑えられて

きたとしづ指摘もある。 池上直己・ J.C.キャンベノレ『日本の医療~ (中央公論新社 ・1996
年)211-212 頁参照。

68 経済企画庁編『経済白書(年次経済報告 u昭和31年版42頁。
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するかが社会保障政策の大きな課題となっていた。そこで、石橋内閣は昭和 31年に「国民

健康保険法改正方針試案」及び「国民健康保険普及促進法要綱」を策定して医療保険未適用

者を国民健康保険に吸収する計画を進め、それを引き継いだ岸内閣により、国民皆保険を定

めた新国民健康保険法が昭和33年 12月に公布、翌昭和34年 1月に施行された。

ただし、国民皆保険はあくまで「建前Jであり、アメ リカほどではないにしても国民健康

保険の滞納により相当数の無保険者69が現れているわが国の現状を鑑みると、税方式を採用

している諸国の方が医療保障の普遍性という点で、は優っているということにも留意すべき

であろう。特にわが国の公的保険制度はその 4割弱を公的負担に頼っていることから、低

所得故に無保険状態となっている者の救済措置は現状よりも柔軟な対応が必要ではないか

と考えられる。

② フリーアクセス

日本の医療の特徴として挙げられるもう一点はフリーアクセスである。「誰でもJ、「どこ

でもJ、九、つでも」保険を使って医療を受けることができるフリーアクセスとは一般に、保

険証があれば国内どの医療機関でも診療を受けることができること、すなわち受診の制約

の少なさを指すが、法的には、診療に従事する医師は、診療治療の求めがあった場合には、

正当な事由がなければこれを拒んでならないという医師法 19条の応召(招)義務規定もそ

の構成要素と考えられる。

フリーアクセスは特に外来の受診しやすさにつながるが、 1人当たりの年間外来受診回数

に係る OECD の統計70によれば、わが国は 13.1固と OECD 諸国中 も多く、国際比較の

データから見てもわが国のそれが裏付けられる。また、後述第6節 (2 )のように、診察 ・

入院の「待ち時間jは税方式の諸国と比較すると大きな問題となっていない。

フ リーアクセスは患者にとって便利な仕組みであるが、 一方で、本来専門医により重篤な

患者を診るべき場所としての病院の外来や夜間救急に軽症患者が直接受診してしまってい

69 国民健康保険に関し原則として 1年以上保険料の滞納が続いた場合に交付される被保険
者資格証明書交付世帯は平成24年6月1日現在で約29.1 万世帯となっている。資格証明

書交付世帯の場合、医療機関の窓口で一旦全額負担しなければならないことから、その大

部分が事実上の無保険状態と考えられる。厚生労働省「平成23年度国民健康保険(市町
村) の財政状況(速報 )J 7頁。

70 OECD .Sta tExtracts ， Doctors consultations ， Numb 巴rper  cap ita in 2010 . その他の主要国は、
オース トラリア 6.6回、カナダ7.4回、フランス 6.7回、 ドイツ 9.9 回、スウェーデン3
回、イギリス 5回 (2009 年)、アメリカ 4.1回 (2009 年)となっている 。
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ることから7 1、病院の勤務医や医療スタッフの過重労働が問題となっている。これはイギリ

ス等で採用されている GP 制度により克服される点であるが、フ リーアクセスの利便性に

どこまで制約を加えるべきか、医療資源の効率的活用や医療の質の向上との兼ね合いで今

後何らかの妥協が必要となる項目であると考えられる。

③ 現物給付

公的医療保険による医療サービスの提供を療養の給付というが、国民健康保険法にしろ

健康保険法にしろ、療養の給付とは、診察、薬剤文は治療材料の支給、処置・手術その他の

治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院・診療所への

入院及びその療養に伴う世話その他の看護を指し、いずれも現物給付であるということが

わかる(国民健康保険法 36①、健康保険法 63①)。このように法律上、保険者が被保険者

に医療サービスを現物で提供ないし給付する義務を負っていることを一般に現物給付原則

という 72。これに対し、保険制度を採用していても、被保険者が一旦全額治療費を支払い、

事後的に保険者に保険請求する方法を償還払い方式といい、フランス73などで採用されてい

る。

しかし、保険者は現物給付義務を履行するにあたり、自ら保険医療機関を経営し社会保険

診療を提供することは稀で、通常は被保険者が選択した任意の保険医療機関に療養の給付

を委託し、その際要した費用や報酬をその保険医療機関に支払うとしづ仕組みがわが国に

おいては広く普及している。

(4) 医療供給体制

わが国の医療供給体制の特徴は、自由開業医制の下で、診療所74から病院まで規模に関わ

らず民間(私)が 中心になって運営がなされている点である。これは戦後の昭和25年にお

ける医療法改正で医療法人制度が創設され、医療供給体制の量的拡大のために政策的に民

間医療機関の参入を促したことや、高度成長期以降医療政策の軸足が公中心から私中心(医

師会・歯科医師会主導)へとシフトしたこと 75により確立していった。

71 軽症であっても 24時間開いているコンビ‘ニを訪れるように気楽にかかるため、「コンビ

ニ受診Jと榔撤されることがある。

72 加藤他前掲注43書 165 頁。

73 笠木映里 「フランスの医療制度一受診時の患者自己負担と私保険の特殊な役割-J クオ

ータリ一生活福祉研究65巻Vo1.l 7No.1(2008 年)3頁。
74 医療法上入院可能な病床数が 19床以下の施設をいう(医療法1の5②)。

75 島崎謙治『日本の医療~ (東京大学出版会 ・2011 年 ) 77-78 頁。

120 



0 図3-8 病院数(人口 百万人当たり )及び病床数(人口千人当たり)の国際 比較(2010 年)

日本 アメ リカ ドイツ フランス カナダ 豪州

病院数 67.7 18.6 40.37  41.76 21.07 60.96 

うち公的病院 12.12 4.93 10.42 14.7 20.87 34.08 

公的病院の割 17.90 % 26.50 % 25.81 % 35.20 % 99.05 % 55.90% 

メ口与、

病床数 13.51 3.05 8.25 6.43 2.75 3.77 

(出典) OECD . StatExtract s， Health Care Resources ， Hospitals and Hospital beds in 2010. ただし

イギリスの病院数のデータはなく、病床数は3である。

ただし、 民間医療機関の参入が完全に自由になされると、医療供給体制の地域的偏在が顕

著となるため、 地域の実』情に合った医療提供体制を確保する目的で、都道府県は医療法上医

療計画を定めることとされている (医療法30の3、30の4)。医療計画の内容は、 二次(保

健)医療圏単位の既存病床数が基準病床数を上回る 地域(病床過 剰地域)における病床規制

と医療供給の整備目標の設定及び連携体制の確保の二点で、ある76。

高齢化社会が進行する中で医療需要は今後も増加し続ける一方で、 供給元となる医療資

源には限界があるため、それを効率的かつ効果的に供給するためには、医療資源の集中(高

度先進医療を特定の病院で医療スタッフを集中させて行うこと)及び役 割分担(急性期・亜

急性期・慢性期といった患者のステージに見合った医療体制とすること)が必要となるが 、

これを一般に医療機関の機能分化としづ。欧米諸国との比較においてわが国の医療供給体

制の問題点として挙げられるのが、医療機関の機能分化が不十分ということである。これは

わが国の場合、診療所が規模の拡大を経て病院になったことや、高度成長期以降医療の量的

拡大がなされた結果、医療の必要が低く本来は介護や福祉施設が対応すべき患者を医療機

関が抱え込んだといった歴史的経緯や、フ リーアクセスの保障により患者の振り分け (ゲー

トキーパー)がなされていないことなどがその理由である 770 これが現在のわが国における

医療供給体制の 大の問題点であるが、その解決のためには、高度医療の病床数を絞って専

門的な医療スタッフを集中させる(医療密度を高める)規制を加えたり、プライマリ・ケア

76 島崎前掲注 75書 374-377 頁。先進諸国と比較して過剰 な病床数は、治療終了後も必

要なく入院し続けるという いわゆる「社会的入院」を生み出すなど問題視され続けてい 切

る。

77 島崎前掲注 75書 312-313 頁。
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を担う家庭医(かかりつけ医)にゲ ー トキーパー機能を持たせてフリーアクセスの部分的な

制限を行うといった、わが国の公的医療保障制度の根幹部分の見直しが必要となること も

考えられる。

6. 医療政策の国際比較

(1) 医療費の国際比較

OECD 加盟主要因における医療や年金78を含めた一人あたりの社会支出(social

expe nditur e79)は以下のとおりである。一人あたりの社会支出の総額は概ね欧州各国が大きく、

日本とカナダ、オーストラ リアが同水準である。

0 図3- 8 OECD 加盟主要国における一人あたりの社会支出(購買力平価ド、ル換算・ 2009

(ド官
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-医療 ・年金 ・その他

(出典) OECD.S tatExtra cts ， Social Expenditure-Aggr egated data. 

また、OECD 加盟主要国における一人あたりの医療費及び医療費の GDP 比率は次頁の

表のようになる。

78 日本やイタリアにおいて一人あたりの社会支出の総額に占める年金の割合が高いのは、

社会の高齢化の進行を反映しているものと考えられる。片山信子 「社会保障財政の国際比

較j レファレンス平成20年 10月号79 - 80頁参照。
79社会保障給付とほぼ同義語である。なお、「その他Jには福祉や家族、雇用、 労災、公

的扶助等が含まれる。
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0 図3 - 9 OECD加盟主要国における一人あたりの医療費及び医療費の GDP 比率

(2009 年)

アメリカ
オランダ
フランス

ドイツ
カナダ

スイス
ニュージーランド
スウェーデン
イギリス

イタリア
オーストラリア

日本
韓国

。

5.0% 

2，000 

10.0% 

4，000 6，000 

15.0%  20.0% 

8，000 (米ドル)

25.0 % 

-一人あたりの医療費

・医療費のGDP割合
(下目盛)

(注) 日本及びオース トラリアは 200 8年のデータである。またオランダは予想、値である。

(出典) OECD Health D ata 2011 

上記から明らかなように、アメリカは一人あたりの医療費及び医療費のG DP割合のいず

れも他国から突出して高い国である。これは全国民を対象とした医療保障制度が上記調査

時点において存在しないことがその主たる理由と考えられる。今後オパマ政権による医療

保障制度改革(オパマケア)により多少状況は変化する可能性があるが、アメリカは保守派

を中心に医療保障は国家の関与を排して極力自己責任で行うことを是とする勢力が大きな

発言力を持っており、これはアメリカがいまだに連邦付加価値税を導入していないのと軌

をーにするものである。

また、上記表のうち医療の提供と付加価値税との関係で特に取り 上げておきたいのがニ

ュージーランドである。ニュージーランドは付加価値税 (GST 80) の課税ベースが広い固と

して知られ、医療の提供に対しても標準税率で課税される数少ない国の一つである。これに

ついて「理想的なJ付加価値税制を持つ国として称賛されることもあるが、社会保障制度と

の関係を注意深く検討する必要があると思われる81。すなわち、ニュージーランドは 1938 年

80 Goods and Services Tax Act 1985. 
81例えば、ニュージーランドの GSTが単一税率 ・広い課税ベースを採っているのは「す
でに確立している既存の社会保障制度ゆえに機能しているJと指摘するものがあるが、ニ
ュージーラン ドの社会保障制度の現状を見る限り疑問である。西山由美 fE U付加価値税

の現状と課題ーマーリーズ・レビューを踏まえて一」フィナンシャル ・レビュー2011 年 1
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に当時としては画期的な社会保障法(Social Security Act) が制定されるなど、先進的な福祉国

家として一般に知られていた叱医療政策はイギリスの影響が強く、公的医療保険制度では

なく租税により医療サービスが賄われ、1958 年から公立病院であれば費用がかからなし曲。

ところが無償の公立病院は予約待ちが多く、実際の診察まで相当期間要するため、富裕層を

中心に全額自己負担の私立病院の利用を余儀なくされるという。ニュージーランドに付加

価値税(GST)が導入されたのは 1986 年 1 0 月 からであるカ~84、当時の世界的な市場中心主義

の流れ85を受け、ニュージーランドにおいても医療 ・社会福祉サービスの公的関与の後退

( r高度福祉国家から普通の福祉国家へ86J )があった。 1990 年代以降もこの流れは続き、補

助金の削減により公立病院の大幅な減少がみられ、代わって医療提供の大きな役割を私立

病院が担って現在に至っている。医療政策の理念はわが国や欧州のものと共通点が多いが、

実態は公的医療保障制度が貧弱なシンガポール87の実情(シンガポールも医療の提供に関し

付加価値税は標準税率で課税される)に近づいているように見える。このような状況下では、

医療を課税としてもそれほど違和感はないものと考えられる。

(2) 医療制度の国際比較

世界の医療保障制度は大きく、公的医療保険制度の固と税方式の固とに分けられる。税方

式の場合財源は租税であるため、医療政策の立案・実施には政府のコントローノレが強力に働

くといえる。例えば税方式の場合予算により医療の供給量が決まるため、供給量に基づき優

先順位をつけて配分を決めること88が医療政策の中心をなすといえる。一方公的医療保険制

月号 163 頁参照。

82 ニュージーランドの社会保障制度の歴史については、小松隆二 「社会保障 ・社会福祉の

歴史と現状JW先進諸国の社会保障 2 ニュージーランド ・ オーストラリア~ (東京大学出版

会・ 1999 年)47 -67頁参照。

8幻3武内砂由美「ニユ一ジ一ランド

2月号2却O頁。

84 ニュージーランドにおいて食料品や医療等の生活必需品が非課税ないし軽減税率の適用

対象とならなかったのは、付加価値税導入に伴う逆進性対策は所得税や社会保障を通じて

行うという政治的な合意があったからとしづ説明がなされている。See Commentary by Ian 
Dickson and David White ， Dimensions ofTax Design ， The Mirrlees Review ， at 404. 
85 ニュージーランドにおける当時の経済改革は、レーガノミクスやサッチャリズムに倣

い、それを主導した財務大臣ロジャー ・ダグラスの名をとって 「ロジャーノミクス

(Rogemomics) Jと呼ばれている。

86 小松前掲注82書63頁。

87 公的医療保障制度としては、シンガポーノレ政府(Cen 回 1Providence Fund Board) が管理す

る医療費に充てる貯蓄制度(Medisave Scheme) がある。

88 このメカニズ、ムを「配給制Jになぞらえる見解と して、島崎前掲注 75書 150 頁参照。
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度の場合、主要な財源、が保険料であり、その拠出者には被保険者(患者)のみならず企業・

雇用主も含まれることから、医療政策にはそのような拠出者の意向も色濃く反映されるこ

ととなるため、政府のコントローノレは相対的に弱し、といえる89。両方式の違いが顕著に表れ

るのは診察 ・入院に関する「待ち時間Jに関してであり、 OECD のレポー ト90によれば、待

ち時聞が重大な政策課題となっている国はオース トラリア、イギリス、カナダ91といった税

方式の諸国であり、その重要性が乏しい国はアメリカ、ドイツ、フランス、日本など保険方

式92の諸国である。

主要国の医療政策の概要と医療指標について比較表にしてみると、次頁のようになる。

89 もっとも、政府のコントロールの程度は、医療の供給に占める公的医療保障の割合がど

の程度であるのかを反映している。一般に税方式を採用している国の方が医療の供給に占

める公的医療保障の割合が大きいため、政府のコントロールの程度がより強いといえる。

しかし、日本の場合医療機関の収入に占める保険診療の割合が高いため、診療報酬を通じ

たマクロ的な医療費のコン トローノレや政策誘導が比較的やりやすいといえる。

90 Luigi Siciliani ， Michael Borowitz and V alerie Moran ， Waiting Time Polici es in th巴Healtb Sector: 
WhatWorks ?， OECD Health Polic y Studi es (2013 )， at 25・26.
91カナダにおいては、救急ではない自国の病院への入院に要する待ち時間(数か月となる

ことも珍しくなし、)ことを嫌って、 比較的所得水準が高い層を中心に国境を越えてアメリ

カの病院にかかるとし、う現象がみられる。

92 保険方式といえども純粋に加入者の拠出金(保険料)のみで運営されているわけではな

く、一定割合の税が投入されている。 ドイツやフランスにおいては長らく公的医療保険に

税は投入されていなかったが、保険料収入の伸び悩みと医療費支出の増大による収支赤字

を解消するため、フランスでは 1997 年から一般社会拠出金 (CSG: co凶 ibution sociale 

generali see、1991 年に創設された社会保障財源に充当される目的税で、基本的に所得を課

税ベースとする)が投入されている。また、ドイツにおいても 200 4年以降 「保険になじ

まない給付」について国庫補助が行われており、連邦保健省によれば、 2010 年には公的医

療保険の収入に占めるその割合が 15.7%となっている。フランスの一般社会拠出金につい

ては、柴田洋二郎「フランス社会保障財源の『租税化~J 海外社会保障研究 Summer 2012 

No.17922 -25頁参照。 ドイツの公的医療保険への国庫補助については、松本勝明「医療

保険の公私関係ードイツにおける変化と今後の方向-J フィナンシャル ・レビュー2012 年

9月号92頁参照。
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0 図3 -10 主要国の医療政策 ・医療指標の比較 (概要)

13:本 アメ リカ イギリス ドイ ツ フランス カナダ 豪州

公 的 医療保障 保険方式 限定的保 税方式 保険方式 保険方式 税方式 税方式

(財政) 険方式

根拠法 国民健康 社会保障法 国民保健サ ライヒ 社会保障 カナダ 健康関連

保険法等 ービス法 保険法 法典 保健法 法修正法

公的医療保障 私 中心 手ム中JL.... 公 中心 公中心 公中心 公 中心 公私措抗

(供給)

総医療費対GDP 8.5% 17.4 % 9.8 %  11.6 %  11.8% 11.4 % 8.7% 

比率(2009 年)

患者の自由度 フリーア 加入保険 なし フリーア フリーア なし なし

クセス に依存 クセス クセス

平均寿命(男女・ 83歳 79歳 80歳 8 1歳 82歳 82歳 82歳

2011 年)93

千人当たり医師 2.2 1人 2.46人 2.81 人 3.84人 3.0 7人 2.44人* 3.53人*

数(2011 年)94 (2010 年)

千人当たり病床 13.4 床 3.05 床 2.95 床 8.27 床 6.37床 2.75床 3.77 床

数(2011 年)95 (2010 年) (2010 年)

(注) r千人当たりの医師数Jのカナダ及びオーストラリアのデータは"profe ssion ally active 

physician s"で、ある。

ただし、公的医療保障に関しては、上記表中の主要国ではアメリカを除き96、税方式であ

れ保険方式であれ、国民に低廉かっ平等に医療を提供するとしづ理念の下に国家のコン ト

ローノレにより実施されていることには変わりがない。

93 WHO ， World Health Statistic s， Life expectancy 201 1. 

94 OECD . StatExtracts ， Practicing physicians ， Densi ザper1，000 population (head counts) 血2011 .
95 OECD. Sta tEx仕acts ，Hospital bed s， Density per 1，000 population in 2011 . 
96 アメリカも 196 5年に社会保障法修正法(Soc ialSecurity Act Arn endments of 1965 )により導

入された高齢者や低所得者を対象とする公的医療保障制度であるメディケア及びメディケ

イドに加えて、オパマ大統領の医療制度改革により 2010 年に成立した患者の保護及び購

入可能な医療の提供に関する法律(百ePatient Protection and A:ff ordable Care Act )で、民間医療

保険を活用した包括的な医療保障(米国 型国民皆保険制度)を提供する体 制が形成され

た。 オパマ政権の医療制度改革については、天野拓 『オパマの医療改革~ (勤草書房 ・

2013 年) 77- 138頁参照。
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7. 小括

本章では、医療に係る付加価値税の取扱いを検討するにあたり、まずその前提となる医療

制度について確認した。本論文において付加価値税制を検討することとなるイギリス、カナ

ダ及びオーストラリア三か国の医療制度について言えば、カナダ及びオーストラリアがと

もにイギリスの制度の強い影響を受けていることから、三か国とも制度の基本において類

似点が多いとしづ特徴がある。また、 三カ国とも政府の財政支出(税方却により公的医療保

障制度が運営されている点で、公的医療保険制度(保険方的を採用しているわが国とは異な

る。しかし、公的医療保障が税方式か保険方式かについては本質的な差はなく、いずれの方

式で、あっても国民に低廉かっ平等に医療を提供するという理念は共有しているものと考え

られる。
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第4章 イギリス及びEUにおける医療の提供に対する付加価値税の取扱い

1. はじめに

本研究では付加価値税の比較法的研究として、イギリス及びEU付加価値税指令、カナ

ダ及びオース トラリアを取り上げる。これらの国を取り上げる理由は以下のとおりであ

る。第一に、本研究のテーマである医療の提供に係る控除対象外消費税問題について、カ

ナダ、は還付(rebate) 制度、オース トラリアはゼロ税率の導入により一応の解決を図っている

ことから、両国の制度とその導入経緯を調査することによりわが国への示唆も少なくない

と考えたためである。第二に、カナダ及びオーストラリアは付加価値税の導入に当たり英

連邦の本国であるイギリスの法制度を参考にしており、三カ国(ニュ ージーランドを加え

た四カ国)の 比較法研究1も盛んに行われているためである。第三に、イギリスは付加価値

税導入時及びその後の税制改正で軽減税率やゼロ税率、非課税といった課税ベースを浸食

する措置を広範に採用したが、現在その見直しが圏内からも EUからも強く要請されてい

るところであり、 付加価値税の税率構造のあり方を検討する際に参考になるためである。

第四に、諸外国の付加価値税制への影響力が強いEUでは、現在医療機関を含む公的機関

に対する付加価値税の取扱いのあり方の検討がなされており、その議論からわが国への示

唆を探る意義があると考えるためである。

そこで本章では手始めに、消費税と同様の付加価値税制(Value Added T;杭，VAT) を有する

欧州の主要国であるイギリスにおいて、医療提供に係る付加価値税の取り扱いを概観し、

中でも非課税及びゼロ税率の適用状況を検討するとともに、欧州の付加価値税を規律して

いるEUの付加価値税指令について検討することで、わが国における医療機関の控除対象

外消費税問題に関する今後の示唆を得ようと試みるものである。

1例えば、Rebe cca Mi11 ar， Smoke and Mirr ors: Applying the Ful1 Taxation Model to Government 

under the Aus 仕alian and New Zealand GST Laws ， Edited by Rita de la Feria ， VAT Exemptions ， 
(2013) Wolte rs Kluwer ， Catherine Whitby ， First Do No Harm: GST and Health Care Servi ces， 
Revenu e Law Journal: 拘1. 10: Issue 1， Arti cle 9 (2000) ， Ian Crawford ， Micha e1 Keen ， and Steph en 

Smitb ， Value Added Tax and Excises ， Dimensi ons ofTax Design: Tbe Mirrlees Review (2010) など

が挙げられる。
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2. 付加価値税導入の経緯とその後の経過

(1) イギリスにおける付加価値税の導入

世界で 初に付加価値税を導入したとされるフランス2から遅れること 20年後の 1973

年 4月、イギリスにおいても間接税である選択的雇用税3(Selective Employment Tax) 及ひ、仕

入税4σurchaseT: 出)に代わって付加価値税(Value Added Tax)が導入された5。それに先立ちイ

ギリスは 1973 年 1月にEC (欧州共同体、当時はEEC) に加盟しているが、加盟に関す

る条件の一つが付加価値税の導入で、あった。これはECの第二付加価値税指令6により加盟

国に付加価値税の導入が要求されたことがその根拠とされた。

イギリ スの付加価値税導入はEC加盟という外的要因と、不合理な間接税を整理し付加

価値税に統合するという内的要因の二つの側面があった。すなわち、内的要因である税制

改革については、既存の間接税のうち選択的雇用税は製造業及び農業を優遇しサービス産

業に重課することとなる一方で、 仕入税は複数税率が採用されかっサービス活動が課税対

象から除かれるなど課税ベースが狭いといった問題点があり、その是正が求められてい

た。そのため、保守党政権は 1971 年3月に、選択的雇用税及び仕入税を廃止して付加価

値税を導入すべきとする報告書7を出した。当該報告書は、選択的雇用税及び仕入税は消費

及び生産活動に中立的ではないため、 インフレ懸念や逆進性といった問題点はあるもの

の、 課税ベースの広い単一税率8の消費課税である付加価値税の導入が望ましいとしてい

た。その後 1972 年3月にホワイ トペーパー9が出され、1973 年4月に選択的雇用税及び仕

入税を廃止し新たに付加価値税を導入することが宣言された。付加価値税は 1972 年財政

2 フランスにおける付加価値税導入の経緯については、例えば、ジョノレジュ ・エグレ(荒

木和夫訳) W付加価値税~ (白水社・ 1985 年) 参照。
3 1966 年に導入された従業員数に応じて雇用主から徴収される税金で、あったが、製造業や

農業については払い戻しが認められていた。

4 1940 年から実施された卸売売上税の一種であった。

5イギリスの付加価値税法に関する先行研究としては、増田英敏 「イギリスの付加価値税

(Value Added Tax) の法構造J石島弘・ 木村弘之亮・玉園文敏 ・山下清兵衛編『納税者の保
護と法の支配~ (信山社・ 2007 年)517~541 頁がある。

6 8econd Council Directive 67/228 厄ECof 11 April 1967 on the harmonisation of legislation of 

Member 8tates conceming turnover taxes. 当該指令は 1967 年4月に公表された「ノイマルク

レポートJに基づいて出されたものである。
7 t品180 ，Green Paper ，陥/ue Added Tax ， Cmnd 4621 (1971). 

8当該報告書では非課税措置やゼロ税率の導入が付加価値税の課税ベースを狭めるという

問題点も指摘されていた。Neil Warren ，百leUK Experience with VAT ， Reven ue Law Journa/ ， 
Vo1.3， Issue 2 (1993) ， at 77礼
9 HMSO ， Whi te Paper ，陥/ueAdded 日X，Cmnd 4929 (1972). 
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法が成立したことによ り197 3年4月から実施された。

(2) 付加価値税導入後の推移

イギリスの付加価値税に関しては、導入時において税 率構造は標準税率 10%及びゼロ税

率の二種類だけで、あったが、標準税率は以後次第に引き上げられていった。 イギリスの付

加価値税における税率構造の推移は以下の図のとおりである。

0 図4- 1 イギリス付加価値税の税率構造の推移

期 間 標準税率 超過税率 軽減税率

197 3年4月-1974 年7月 10% 

1974 年7月一1974 年 11月 8% 

1974 年 11月-1975 年4月 8% 25% 

1975 年5月一1976 年4月 8% 25% 

1976 年4月- 1979 年6月 8% 12.5 % 

1979 年6月-1991 年3月 15% 

1991 年4月一1994 年3月 17.5% 

1994 年4月 一1997 年8月 17.5% 8% 

1997 年9月-2008 年 11月 17.5 % 5% 

200 8年 12月一2009 年 12月 15% 5% 

2010 年 1月-2011 年 1月 17.5% 5% 

2011 年 1月4日以降 20% 5% 

(出典) Shelagh Pearce and  Stephen Taylor ， British Tax Guide: Value Added Tax 2012 ・13，at xix . 

イギリスの付加価値税に係る税率構造の推移で興味深 いのは、1974 年に石油の消費を抑

制する目的10で標準税率 (8%) よりも相当程度高い超過(割増)税率 (25%) が導入され

たことである。翌 1975 年には超過税率の適用範囲はプレジャーボート、毛皮、宝飾品な

ど一般に者修品(luxuries) とし、われるものに拡大していったが、執行が複雑化し、また特定

の産業の雇用減少など悪影響を及ぼしたため11、1976 年に 12.5 %に引き下げられたのち、

1979 年に個人所得税減税に伴う標準税率の 15%への大幅な引き上げにより統合・廃止さ

れた。

10当時OPEC による価格の引上げにより既に石油の消費が減少していた。 Neil Wa汀en，
supra note 8， at 80. 
11 Nei l Warren ， supra note 8， at 81. 

130 



イギリスの付加価値税法はその後 1983 年に大改正(Value Added T，砿Act( ‘'VATA") 1983) が

なされたが、 1980 年代は保守党政権が続いたため税率構造の変動はなかった。次の大きな

改正は、 固定資産税を人頭税(P ollTax or Community Charge) に切り替える地方税改革との兼

ね合いで 1991 年に行われた。すなわち、保守党政権による人頭税の導入は国民の大きな

反発を浴び頓挫したため、その縮小に伴う税収減の穴埋めに付加価値税の標準税率が

17.5% に引き上げられたのである12
0 1994 年にさらに改正(V ATA 1994) が行われて初めて軽

減税率8%が導入され、 1997 年にそれが 5%に引き下げられてからしばらく税率構造に変

動はなかった。2008 年にはリーマンショック後の不況に対処するため標準税率を一旦

15% に引き下げたのち、不況対策に関する財政支出を賄うため二段階で、税率引上げを行っ

て現在に至っている。

3. 税率構造と仕入税額控除制度

(1) イギリス付加価値税の税率構造

欧州においては前述の付加価値税指令により加盟各国の付加価値税制が標準化される傾

向にあり、一般に、法人税や所得税といった所得課税のようには国ごとによる際立った相

違点が見られない。しかし、イギリスの付加価値税制は欧州の他の諸国の付加価値税制と

比較すると一部で、際立った相違点がみられる。それは、ゼ、ロ税率(zero -ratin g)の適用範囲が

広いということである。そこで、標準税率が 20%であるイギリス付加価値税の税率構造に

ついては、まずゼロ税率をみていくこととする。

① ゼロ税率

付加価値税法によれば以下のような資産の譲渡又はサービスの提供に関しゼロ税率が適

用される(s30 and Schedule 8 ofVATA 1994 13
)。

ア.紙幣

イ.書籍・新聞・雑誌

ウ.移動住宅(caravans I4)及び居住用の船(houseboa 俗)

エ寄贈品

12 なお、人頭税は 1993 年にカウンシルタックス(Council Tax)に切り替え られているが、

それに伴う付加価値税の税率引き上げはなされていない。

13 Group1'-""'16(14( 免税庖)は 1999 年に削除され欠番)に分類されている 。

14 2013 年4月6日以降一定の英国標準(British Standard) を、満たしたものに限る。満たさな

いものは軽減税率の適用となる。
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オ.子供服及び靴(作業用)

カ.一定の建物の建築 15

キ. 医薬品 ・身体障害者用器具

ク.食料品

ケ.金

コ輸出品

サ.国際サービス

シ.保存対象の建物(protected building s) 

ス.上下水道

セ.視覚障害者用器具

ソ.公共交通

医療提供の観点、からいえば、キの医薬品に関しゼロ税率が適用されるのが注目される。

しかし、医療 ・福祉サービスの提供に関してはイギリスにおいてもゼロ税率の適用はな

。、'uv 

② 軽減税率

付加価値税法によれば以下のような資産の譲渡又はサービスの提供に関し軽減税率

(reduced rate) が適用される(s29Aand Schedule 7AofVATA 1994 16
)。

ア. 家庭用燃料17及び冷暖房機器

イ.省エネ機器 (energy savings materials) の設置

ウ.補助金による暖房機器、セキュリティー用品、ガス供給の配管の設置

エ生理用品

オ. チャイノレドシー ト

カ. 住居の間取り変更費用

15 一定の適格住宅や共同住宅、慈善団体が使用する建物の新築などをしづ。また、非居住

用建物の一定の適格住宅や共同住宅への改装費用などは 5%の軽減税率が適用される。郎4

Revenue & Cusωms ， Notice 708 ， Buildings and cons 加 ction ，November 2011 参照。
16 Group1 ""'_' 15に分類されている。

17 もともと燃料全般につきゼロ税率が適用されていたが、欧州委員会から第6次指令の規

定に照らしてその適用範囲が広すぎると提訴され、欧州司法裁判所で欧州委員会の主張が

認められたことから、ゼロ税率の適用は家庭用燃料など社会政策的意義があるものに限定

された。 See ，Judgment of21 June 1988 Case 416 /85， Commission ofthe European Communities v 

Un出 dKingdom of Great Britain and Northern lreland. なお、 1994 年から軽減税率の適用に改

められている。
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キ.住居の改装費用

ケ.避妊具(con 回 ceptives) : 2006 年に新たに規定された(Th eValue Added Tax (Reduced Rate) 

Order2006) 

コ.福祉アドバイスの提供: 2006 年に新たに規定されたσheValue Added Tax (Reduced 

Rate) Order 2006) 

サ.高齢者向け福祉器具: 2007 年に新たに規定された(The Value Added Tax 侭educed Rate) 

Order 2007) 

シ. 禁煙補助剤(smoking cessation products) : 2007 年に新たに規定された(Th eValue Added 

Tax 侭educedRa ぬ)Order  2007) 

ス.移動住宅 (caravans) : 2012 年に新たに規定された(c1 4ofFinanceAct2012)

イギリスは 1973 年の付加価値税導入以来 1994 年まで軽減税率が存在しなかったが、

1994 年にそれが導入されるとその後順次適用範囲を拡大している18。軽減税率が導入され

た主たる理由は、中期的な税収確保の一環である。すなわち、それまでゼ、ロ税率が適用さ

れていた家庭用燃料及び冷暖房機器(上記「ア J)について軽減税率 (8%) の適用とする

ことで、税収増が望めるというものである19。また、付加価値税指令との関係も考慮され

た。当時の第6次指令包C6血VAT Directive(77 /388AE C))第 28条(2)(b) (現行の付加価値税

指令第 113 条)では、 1991 年 1月 1日時点においてゼロ税率が適用されていた譲渡等に

つき軽減税率の適用とすることが認められており、新たに家庭用燃料及び冷暖房機器につ

いて軽減税率の適用とすることは当該規定に従っているというのも導入趣旨で、あった200

なお、上記イの省エネ機器の設置に係る軽減税率の適用については、欧州委員会から付加

価値税指令に反すると提訴され、現在欧州司法裁判所で審理中である21。

イギリスにおける軽減税率導入の経緯とその後の展開は、わが国の消費税における軽減

税率導入の議論にも示唆を与えるものとなるだろう。

18 ただし、移動住宅についてはゼロ税率適用のものが一部移管されたということであり、

課税ベースの浸食防止という観点では望ましい方向の改正といえよう。

19 1弘，fTreasury ， Financial Statement and Budget Report 1993-94 ， at  7. ただし、当初の予定で

は 1995 年4月から標準税率 (17.5 %) の適用とすることで更なる税収増を目論んでいた

が、翌年の予算審議で否決され、軽減税率の適用のまま据え置かれた。

20 HM Revenue & Customs ， VFUP 1000 -lntroduction. 
21 European Commission ， Taxation: Commission t沈esthe UK to Court over reduced rateσress 

Release) ， 21 February 2013. 
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③ 非課税

付加価値税法によれば以下のような資産の議渡文はサービスの提供は非課税(exemptio n)

とされる(s3 1and Schedule 9 ofVATA 1994 22
)。

ア. 土地

イ.保険

ウ.郵便事業

エ. 宝くじ等

オ.金融

カ.教育

キ医療及び福祉

ク. 埋葬及び火葬

ケ. 商工団体、同業者団体及びその他の公益団体への寄付

コ スポーツ

サ. 美術品

シ.非営利団体による募金活動

セ.文化活動

ソ.金 への投資

医療の提供に関する非課税措置については、本章第4節にて詳述する。

(2) 仕入税額控除制度の概要

イギリスの付加価値税は仕入に係る税額を控除することによって課税の累積を排除する

仕組みとなっており、この仕入に係る税額を控除する仕組みを仕入税額控除(input tax 

間covery or deduction) とし、う。仕入税額控除が認められる要件は以下のとおりである(s24  of 

the VAT Act 1994) 。

① 事業者が課税事業者であること

② 事業者に対し供給(suppl y)がなされること、又は事業者が輸入したことにより付加価

値税を支払うこととなったこと

③供給や輸入により税額が実際に生じたこと

④ 事業者が法人の場合その取締役が私的に使用するものでないこと

22 Gro upl "'-' 12 に分類されている。
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⑤ 供給されまた輸入した物品やサービスがその事業者の事業のために使用されるもので

あること

イギリスの付加価値税制度においては、仕入税額控除を行うためその税額の証懇書類と

して仕入元が発行したインボイス(tax invoice) に基づき行うことが求められている(s24(6)( め

ofthe VAT Act 1994) 。なお、イギリスにおいてもインボイスの記載の不備や虚偽記載によ

る仕入税額控除の否認をめぐる争し叫が存在するが、ある裁判例では、その不備がマイナ

ーなものであれば仕入税額控除は容認される旨判示されており 24、課税庁は法令25で規定さ

れた通りの完壁なインボイス(“ perfect "tax invoice) で、なくとも課税仕入れの事実が裏付けら

れる証惑があれば仕入税額控除を認めることが求められている260

(3) 非課税売上対応課税仕入税額の控除否認、

イギリスの付加価値税制度においては、非課税売上に対応する課税仕入税額は仕入税額

控除の対象から除外される。これを一般に部分的控除否認(pa 出alexemption 27)という(s26 of 

the VAT Act 1994) 。部分的控除否認は、課税売上のみならず非課税売上も計上する事業者に

適用されることとなるが、事業者にとっては付加価値税の申告実務において も手間のか

かる作業を強いることとなる規定である。

仕入税額控除の部分的控除否認ルールの下では、控除対象仕入税額は以下のステップで

計算される住削Revenue & Customs ， Notice 706 ， Partial exemption ， June 2011 ， at 4-5) 。

① 課税仕入れ税額のうち、課税売上にのみ直接対応するものと、非課税売上にのみ直接

対応するものを抽出す る(direct at出bution of input tax) 

② 課税売上と非課税売上とに共通して対応する課税仕入れ税額(residual input tax) につい

て按分計算を行う(apportionment of residual input tax) 

③ 期末に調整処理を行う(completion of  an annual adjustment) 

①については、課税売上にのみ直接対応する課税仕入れ額は全額仕入税額控除の対象と

なり (recoverable) 、一方で非課税売上にのみ直接対応する課税仕入れ額は全額仕入税額控除

23 占部裕典『租税法の解釈と立法政策~ (信山杜・ 2002 年) 537 -538 頁参照。

24 Chavda (tlaHare Wines) [1993] BVC 1，515. 
25 reg. 14 ofValue Added Tax Regulations 1995 (SI 1995 /2518) において詳細に規定されてい

る。

26 Shelagh Pearce and Stephen Taylor ， British Tax Guide: Value Added Tax 2012 ・13，at 368. 

27 これに対し、オーストラリアの付加価値税制で採用されている、(本来控除が認められ

ていなし、)非課税売上対応課税仕入につき部分的に仕入 税額控除を認める制度(第5章第7

節参照)を部分控除制度 (partial credit syste m)とし、う。
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の対象とならない(non-recoverable) 。したがって、部分的控除否認制度の下での控除対象仕

入税額は、課税仕入税額のうち課税売上にのみ直接対応するものの金額と、課税売上と非

課税売上とに共通して対応するもののうち課税売上に相当する按分金額の合計額である。

イギリスのVATにおける仕入税額控除の仕組みをフローチャートで示すと以下の図のよう

になる的otice 706， Partial exemption ， June 2011 ， at 6)。

O 図4 - 2 仕入税額控除の仕組みのフローチャート

事業者による

事業目的あり

非事業目的

ただし、非課税売上に対応する課税仕入れ税額の割合が小さい場合には、後述(4)の少額

不追及制度(de m.inirni s rule )の適用により全額控除できる。

(4) 仕入控除税額の算定方法

部分的控除否認については、標準法と特殊法の二つの方法がある。

① 標準法(standard me也od)

標準法はHMRC 28が特殊法の採用を承認していない限り適用することができる。仮に標

準法による仕入控除税額の算定方法が事業の実態に即していないと考えられる場合には、

HMR Cの承認により特殊法を採用することができる。

標準法においては、課税売上と非課税売上とに共通して対応する課税仕入れ税額

28 H er Maje sty's Revenue and C ustom s(歳入関税庁)の略称で、 2005 年4月に内国歳入庁

(Inl and Revenu e)と関税消費税庁(Her Maj esty's C ustoms and Exercise， HMCE) が合併して発足

したイギリスにおける国税(関税を含む)及び国民保険料の執 行官庁である。
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(residual input tax) Iこ対し、以下の算式で求められる按分割合を乗ずることで仕入控除税額

を求めることとなる。

課税期間中の課税売上額(税抜)

共通対応課税仕入れ税額按分割合(%) x 100 
課税期間中の総売上額(税抜)

標準法による仕入控除税額の計算においては、課税仕入れ税額を、課税売上にのみ直接

対応するもの、非課税売上にのみ直接対応するもの、課税売上と非課税売上とに共通して

対応するものの 3つに分類する必要がある29。この分類は課税仕入れを行った時点におけ

る事業者の意図(intended use of supply at the time you receive purchases) Iこより行うのが原則 で

ある30(Notice 706 ， Partial exemption ， June 2011 ， at 36) 。仮に課税仕入れの時点で利用目的が定

まっていないときには、当該課税仕入れは課税売上と非課税売上とに共通して対応するも

のに分類されることになる(Notice 706 ， Partial exemption ， June 2011 ， at 37) 。

なお、 2009 年4月 1 Sから標準法について以下の簡便法の適用が可能となった。

ア. 暫定按分割合(in-year provisional recovery rate) の使用

それまでの標準法においては、期中の仕入控除税額の計算には一定の方法により計算し

た按分割合を使用し、年度末に確定した按分割合を使用して 終的な調整計算を行う必要

があった。しかし2009 年4月 1日より、 按分割合につき前年度の確定した按分割合を使

用して期中の仕入控除税額の計算ができるようになった。ただし、年度末に期中の按分割

合を確定し、その割合に基づいて算定した 終的な仕入控除税額とそれまでの暫定按分割

合による仕入控除税額との差額につき調，整を行う必要がある。また、当該割合を使用した

場合には、 終的に後述(4) の少額不追及制度(de minimis rule) の適用を受ける場合で、あって

も、 期中は前年度の按分割合を使用する必要がある。

イ. 年度末調整の延長

2009 年4月30 日以降に終了する年度末から、事業者の選択により、年度終了後直ぐに

行し、第 l四半期の申告31に反映させるべき年度末調整(annual adjus 出回t)を第4四半期の申

告まで先送りすることができる。

29 わが国の消費税法においても、仕入控除税額の計算に関する個別対応方式の場合、同様

に3つに区分する必要があるが、このような課税仕入れの分類のことを一般に用途区分と
し、う。

30 わが国においても同様の取扱いが通達(消基通 11-2-20) で定められている。

31 VAT の申告は通常四半期ごとに行う(Reg. 25(1) ofVAT Regs 1995) 。
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ウ.新規適用事業者の特例

新設法人 ・新規開業個人事業者やそれまで、非課税売上がなかった事業者については、標

準法によらずに仕入控除税額の計算を行うことができる。

エ.適用範囲の拡大

なお、資本資産(capital goods) の譲渡、臨時的な金融及び不動産取引、循環取引、英国外

にある恒久的施設からの資産の譲渡については標準法の適用対象外取引となる。

標準法による仕入控除税額の計算例は以下のとおりである(Notice 706 Partial exemption ， 

June 2011 ， at 12-13) 。

<前提>

-課税仕入れ税額のうち課税売上にのみ直接対応するものの金額 :f.12，500 

・課税仕入れ税額のうち非課税売上にのみ直接対応するものの金額: f. 7，500 

・課税仕入れ税額のうち交際費に係るものの金額 :f. 500 

・課税売上と非課税売上とに共通して対応する課税仕入れ税額: f.15，000 

・税抜の課税売上額 :f.135 ，000 

-非課税売上額 :f. 55，000 

・事業用の機械で期中に譲渡したものの金額(税抜) : f. 20，000 

上記のうち交際費に係る課税仕入れ税額は控除対象外項目(blocked input tax) で、ある。ま

た、資本資産の譲渡は標準法の適用対象外取引であるため、計算において除外する必要が

ある。そのため、共通対応課税仕入れ税額按分割合は以下のとおりとなる。

£135 ，000 一f. 20，000 f.115.000 
ニ -- x 100 =67.65 %→68% (切り上け7

f. 135 ，000+ f. 55，000 一f. 20，000 f. 170 ，000 

したがって、共通して対応する課税仕入れ税額のうち控除対象となる税額及び控除不能

税額は以下のとおりである。

f. 15， 000 x 68% = f. 10， 200 (控除対象税額)

f.15，000 一f. 10，200= f. 4，800 (控除不能税額)

これから、仕入控除税額及び控除不能税額は以下のとおりとなる。

仕入控除税額=f. 12， 500 (直接対応分) + f. 10， 200 (共通対応分のうち控除可能額)

= f. 22，700 

控除不能税額二f. 7， 500( 直接対応分)+ f. 4，800 (共通対応分のうち控除不能額)
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=.f 12，300 

上記標準法により算出された仕入控除税額が本来の仕入控除税額と比較して相当程度

(substantially )事離している場合、仕入控除税額の調整がなされる。これを改定標準法

(standard method override )とし、う。ここでいう相当程度とは、事離が.f50，000 ないし共通対

応分の課税仕入れ税額の50%( かっ.f 25，000) を超える場合をし、う(Notice 706 Par 旬l

exemption ， June 2011 ， at 13) 。改定標準法が用いられるのは、ある年に多額の課税仕入れが

生じたもののそれが後の売上につながらなかった場合や、 一つの事業者が原価構造の全く

異なるいくつかの事業を行っている場合 な どである。

イギリスのVAT における標準法は、わが国の消費税法においては仕入税額控除に関し個

別対応方式(消法 30②ー)を選択して、共通対応仕入れにつき「課税売上割合(消法 30⑥)J

を適用する方法に相当する制度であると考えられる。

② 特例法(special me也od)

標準法による仕入控除税額の計算では事業者の事業の実態にそぐわなし、(本来控除できる

はずの水準にまで達していなしすと考えられる場合には、HMRC へ申請し承認が得られれ

ば、仕入税額控除の計算に関し標準法以外の方法、すなわち特例法を採用することができ

る。特例法が利用される典型的なケースは、同一の事業体において、地域・業務・機能な

どによりいくつかの異なった事業を行っていると考えられる場合である。

特例法において課税売上と非課税売上とを分ける基準として、以下の要素が考えられ

る。

ア.売 上高

イ.取引回数

ケ従業員数ないし従業員の労働時間

エ 仕入高ないし課税仕入れ額

オ.床面積

カ.費用配賦

キ.管理コスト など

特例法の採用により計算される仕入控除税額が事業の実態にそぐわず公正かっ合理的と

は言えない場合には、事業者からの申し出により別の方法へ変更されるか、 HMRC から別

の方法への変更が申し渡される(Special Method Override Notice )。

イギリスのVATにおける特例法は、わが国の消費税法においては仕入税額控除に関 し個
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別対応方式(消法 30②一)を選択して、かつ、共通対応課税仕入れにつき税務署長の承認に

より「課税売上割合に準ずる割合(消法 30③)J を適用する方法に相当する制度であると考

えられる。

(5) 少額不追及制度

非課税売上に対応する課税仕入れについては原則として仕入税額控除の対象外となる

が、例外的に、非課税売上に対応する課税仕入れの額が少額の場合、その金額についても

仕入税額控除が認められる。これを少額不追及制度(deminimis rule )という。イギリスにお

いてはかつて、わが国のいわゆる r95%ノレーノレ」に類似した、一定の非課税売上割合以下

の事業者については課税仕入れ税額を全額控除できる制度があったが、 1987 年に廃止 さ

れ、現行制度のようになっている(Reg .106 ofVAT Regs 1995 )。

少額不追及制度の下では、非課税売上に対応する課税仕入れの額が以下のいずれの金額

をも満たす場合には、その全額につき仕入税額控除が認められることとなる。

ア. 課税期間における月平均.f 625 以下(年間.f 7，500 以下)

イ. 課税仕入れ税額総額の 2分の 1(50 %)以下

ここでいう非課税売上に対応する課税仕入れの額とは、非課税売上に直接対応する課税

仕入れの額と共通対応課税仕入れ税額のうち非課税売上に対応する部分の金額の合計額(た

だし控除対象外項目(blocked input tax)を除く)である 。

<設例>

非課税売上に直接対応する課税仕入れの額: .f 7，500 

共通対応課税仕入れ税額のうち非課税売上に対応する部分の金額: .f 4，800 

上記合計(非課税売上に対応する課税仕入れの額) : .f 12，300 

課税仕入れ税額総額 : .f 35，500 

月平均額=.f 12，300 /12= .f 1，025 > .f 625 

課税仕入れ税額総額に占める非課税売上に対応する課税仕入れの額

=.f 12，300/.f 35，500=34.65% <50% 

上記のうち月平均額が.f 625 を上回っているため、少額不追及制度の適用はない。

(6) 課税仕入れに関する使用意図の変更

仕入税額控除の部分的控除否認、ノレーノレの下で、は、課税仕入れ税額を 3つの用途に分類す

ること(用途区分 )が求められるが、当該分類は課税仕入れを行った時点における事業者の

意図により行うのが原則である。しかし、仕入れた物品等実際に使用する段階で仕入時の

140 



意図とは異なった目的で使用したため、 用途区分が変更された場合、仕入控除税額の調整

が必要となる。

当初課税売上にのみ対応する課税仕入れとして用途区分を行っていたものを、実際に使

用する段階で非課税売上にのみ対応するものか、文は課税売上と非課税売上に共通して対

応するものに変更した場合には、仕入控除税額が過大となるため、その金額を追加的に納

付ないし仕入控除税額から減額する必要がある(clawbacω 。また、当初課税売上と非課税売

上に共通して対応する課税仕入れとして用途区分を行っていたものを、実際に使用する段

階で非課税売上にのみ対応するものに変更した場合にも、 同様に過大仕入控除税額を追加

的に納付ないし仕入控除税額から減額する必要がある。

これとは逆の調整が必要なケースもある。すなわち、当初非課税売上にのみ対応する課

税仕入れとして用途区分を行っていたものを、実際に使用する段階で課税売上にのみ対応

するものか、又は課税売上と非課税売上に共通して対応するものに変更した場合には、仕

入控除税額が過小となるため、その金額を追加的に仕入控除税額の対象とする必要がある

(paybac k)。また、当初課税売上と非課税売上に共通して対応する課税仕入れとして用途区

分を行っていたものを、実際に使用する段階で課税売上にのみ対応するものに変更した場

合にも、同様に過小仕入控除税額を追加的に仕入控除税額の対象とする必要がある。

(7) 税率構造と効率性

付加価値税の税率構造が簡素であることが望ましいとされるのは、軽減税率やゼロ税

率、非課税といった措置が導入されそれが複雑になればなるほど、事業者や課税庁にとっ

てのコンブライアンスコスト32が上昇するばかりでなく、税収調達機能が阻害されるから

である。付加価値税の効率性については既に第2章第8節で論じたとおりであるが、ここ

ではイギリス内国歳入関税庁(HM Revenue & Customs ， HMR C)の租税支出(tax expenditure) に

関する統計33をもとに、イギリスの付加価値税の税率構造と効率性について検討する。次

頁に掲げる表が付加価値税におけるゼロ税率、軽減税率及び非課税措置に伴う税収減の推

計である。

32 非課税に係るコスト上昇要因は、課税仕入れを課税売上対応と非課税売上対応、共通売

上対応に仕分けし仕入控除税額を算定する部分的控除否認の規定に基づく。

33 HM Revenue & Customs ， Estimated cost of the principal tax expendi 旬reand structural reliefs. 
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0 図4-3 イギリス付加価値税における項目別税収減の推計 (単位:百 万ポンド)

2011 -12 2012 -13 

ゼロ税率 34，200 35，950 

食料品 14，950 15，450 

新規住宅建設 5，800 6，500 

圏内公共交通 3，400 3，500 

国際輸送(イギリス該当分) 250 300 

書籍、新聞、雑誌 1，700 1，750 

幼児服 1，750 1，800 

上下水道 1，900 2，000 

処方薬 2，900 3，000 

慈善団体への売上 250 300 

特定の船舶及び航空機 700 750 

身体障害者物品 600 600 

軽減税率 5，250 5，400 

家庭用燃料 5，050 5，200 

一定の住居改装費用 200 200 

非課税 21，150 20，900 

住宅の賃貸料 6，600 6，850 

一定の事業用資産の譲渡 450 

教育 2，550 2，650 

医療 2，000 2，050 

郵便 250 250 

埋葬 150 150 

金融 ・保険 5，800 5，000 

宝くじなど 1，650 1，700 

免税事業者 1，700 1，750 

2011 -12年及び2012-13 年の付加価値税収がそれぞれ98，292 百万ポンド及び
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100 ，572 百万ポンド34であるため、非課税による税収減が付加価値税収に占める割合はそ

れぞれ21.5%及び20.8 %と相当な割合を占めており、ゼロ税率や軽減税率とも相まって

35、課税ベースの浸食が甚だしい状況を呈している。

なお、前頁図 4← 3に関して留意すべきは、非課税の中に免税事業者(事業者登録すべき

課税売上高に達していないため付加価値税の納付を免除される事業者)の非課税措置が含ま

れる一方、付加価値税の課税対象外と扱われるものの実質的には非課税と同視される公的

機関(人的非課税)に係る措置が除かれているという点である 。

4. 医療の提供に対する付加価値税の取扱い

(1) 医療の提供に係る付加価値税の取扱い

イギリスにおける医療の提供に係る付加価値税の取扱いについて、イギリス内国歳入関

税庁UIMR C)が発遣している告示 36をもとに以下で見ていくこととする。

① 医療従事者の意義

告示がカバーしている医療従事者(bealth professionaU は以下の者を指す(Notice 2.1) 。

ア. 医師

イ. 視力矯正士(optometrists and dispensing opticians) 

ウ.セラピスト、栄養士等 (Heal 白Professional Order 200 1に基づき登録された専門家)

エ整骨師(osteopa 也s)

オ.カイロプラクター(chiropractors) 

カ. 看護師、助産師、巡回保健師(health visitor s) 

キ. 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士

ク.薬剤師

② 非課税となる医療サービスの要件

上記①に該当する医療従事者が以下の要件を満たすサービスを提供する場合、付加価値

税は非課税となる創刊ce2 勾。

ア. 医療従事者が登録に基づくサービスを提供すること

34 HM Revenue & Customs ， HMRC T;杭 and NIC Receipts ， August 2013. 

35 三者による税収減の付加価値税収に占める割合は 2011 -12 年が 61.7%、2012 -13年

が61.9%と極めて大きいと言わざるを得ない。
36 HM Revenue & Customs ， Notice 701/57， Health professionals and pharmaceutical products ， 
November 201 1. 本文中で、は当該告示を"Notice "と称することとする。
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イ.提供する医療サ ービスの内容が人の健康の維持 ・回復の目的で行うものであること

医療サービスの提供が非課税となるか否かを判断する際には、特に当該イの要件が重要

である。

また、歯科医師、歯科衛生士文は歯科技工士が行う歯科治療や入れ歯等の補綴物の提供も

非課税となる(Notice 10.1)。ただし、歯ブラシや歯磨き等の販売は標準税率で課税される。

③ 課税となる医療サービス

以下に掲げる医療サービス(例示)については、 付加価値税が標準税率(2011 年 1月4日よ

り20% )で課される(Notice 2.5) 。

ア. 医療従事者が登録された業務以外の業務を提供した場合(ただし医師等の監督下又は病

院等で提供される場合を除く)

イ . 人の健康の診断、維持、回復、治療の目的で行うものではない場合。具体的には、実父

確定検査(paternity testin g)や雑誌への寄稿などをいう。

ウ. 薬剤師の監督下で提供されるサービス

エ. 一般管理業務の範時内のもの。具体的には人物評価書(推薦状)の作成など。

オ.医療従事者の派 遣業務(ただし特定の看護師派遣業務を除く)。

④ 健康診断

新規雇用者が就職前に受ける健康診断は、被用者が応募者を雇用するかどうか判断する

目的で行う ことから、付加価値税が標準税率で課税される(Notice 4.11) 。

一方、雇用後になされる健康診断については、以下の要件を満たす場合、雇用者の健康を

守る目的で行われることから、付加価値税は非課税となる。

ア.雇用者が業務を遂行するのに十分な健康状態であることを確認するものであること

イ.今後の業務が雇 用者の健康に悪影響を及ぼすため、そのリスクを 小限にするよう推奨

するものであること

ケ健康状態から早期退職が適切であることを判断するためのものであること

⑤ 法令に基づき行われる医療サービス

法令に基づきなされる医療サービスのうち、料金が発生しないもの(例えば死亡診断書の

発行など)は付加価値税の課税対象外である(Notice4.13) 。また、法令により医師の関与が強

制される医療サービス(例えば、公衆衛生の観点から患者の擢患した伝染病や食中毒につい

て地方公共団体に提出する報告書の作成など、)1こついても、 付加価値税の課税対象外(outside

scope ofVAT) で、ある。一方、実父確定のための血液検査は、法令によ り医師の関与が義務付
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けられていないため、その料金は標準税率で付加価値税が課される。

⑥ 法廷での鑑定

裁判所から法廷において医師の専門的な観点、から証拠についての鑑定が求められる場合

があるが、特別の法令(Supreme Court Act of 1981 37)に基づくものでない限り、当該サービス

は第三者(裁判所)の判断に資するものとして提供されることから、鑑定料は旅費等の実費

も含め標準税率で付加価値税が課される38( Notice4.14) 。

ただし、医師としての専門的な知見を求められて法廷に呼ばれた場合ではなく、単に一般

市民として法廷に証人として呼ばれた場合の実費は、付加価値税の課税対象外である。

(2) イギリスにおける医薬品の提供に係る付加価値税の取扱い

次に、医療の提供と密接な関わりのある医薬品の取扱いについてみてして。

① 治療時における医薬品の提供

付加価値税が非課税となる治療時において医薬品を提供する場合には、当該医薬品の付

加価値税が非課税(exempt) となる(Notice 3.1) 。後述する③の処方薬の提供と異なり、ゼロ税

率ではないことに留意すべきであろう。

ただし、 N H  S (National Health Service) の下、医薬品の取扱いが許可されている G P

39( General Practitioner) が患者に処方した医薬品についてNHS から受ける医薬品代金40は、

付加価値税についてゼロ税率が適用される(Notice 7刈。

② 市販薬の販売

医師の処方護なしに購入できる市販薬の販売については、付加価値税が標準税率で課さ

れる。

③ ゼロ税率の適用を受ける医薬品の提供

以下の要件を満たす医薬品(処方薬)の提供はゼロ税率の適用を受ける (Notice 3.2)。

ア.患者個人の使用のため提供されること

イ.病院内での治療に使用されないこと

37 高等法~~(High Court) の求めに応じ専門家が証拠の鑑定を行い法廷で証言を行うことを定

めた法律で、鑑定料や実費については付加価値税の課税対象外である。

38 欧州司法裁判所による同様の判決として、 Cas eC-307/01 ， Peter d'Ambrumenil and Dispute 

Reso/ution Services Ltd 以 Commi ssio ners ofCustoms & Excise ， [2003] ECR 1-13989. などがある。

39 NHS を支える医師で、「かかりつけ医Jの役割を果たし、さらに病院で専門的な検査・
治療を受けるかどうか判断する門番(gatekeeper) として機能する。第3章第2節参照。
40 イギリスの公的医療保障システムである NHSは税金で運営され、原則として患者の負

担はない。第3章第2節参照。
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ケ登録された薬剤師により提供されること

エ. 医師、歯科医師文は特定の医療従事者(relevant practitioner) によって処方されるものであ

ること

④ 禁煙補助剤

上記③の要件を満たす禁煙補助剤(smoking cessation products 、パッチ、ガム、吸入器など)

もゼロ税率の適用を受ける(Notice 3.4) 。そのほかの禁煙補助剤の提供は、ネット販売を含め

5 %の軽減税率(reduced rate) の適用を受ける(s29Aand Group 11 ofSchedule 7Ato the VATA 1994 ， 

VAT (Reduced Rate ) Order 2007 (SI 2007 /1601))。

⑤ 薬剤師による健康相談

薬局で購入できる医薬品 (OTC 薬品)などについて薬剤師が行うアド、パイスについての

料金は付加価値税が非課税となる(Notice 11.4.5)。ただし、同時に販売する医薬品については

標準税率で課税される。

⑤ 身体障害者に対するサポー ト

身体障害者に対する医薬品の販売に関し、1995 年身体障害者差別防止法(Disability

Discrimination Act 1995 )に基づき薬剤師が特別に行うサポート、例えば視覚障害者のための

特別なラベルの貼付や服薬忘れを防止するためのチャートの作成などは、販売される医薬

品がゼロ税率の適用を受ける場合には同様にゼロ税率となる(Notice 11.4.6)。

⑦ 薬剤師による高度なサービスの提供

薬剤師が行う医薬品服用に関するレビューや処方介入(prescription interv ention) については

高度サービス(advanced services )に該当し、その料金は付加価値税が非課税となる(Notice

11.6)。

(3) イギリスにおける介護サービスの提供に係る付加価値税の取扱い

イギリスにおいては一定の介護サービス(careservices )について付加価値税が非課税とな

る。以下で介護サービスの提供に係る付加価値税の取扱いについてみていくこととする。

① 登録された医療従事者による介護サービスの提供

登録された医療従事者による介護サービスの提供は、前述(1)②の要件に該当する場合、

付加価値税は非課税となる。

② 未登録の医療従事者による介護サービスの提供

未登録の医療従事者による介護サービスの提供は、以下の要件に該当する場合に限り付

加価値税が非課税となる(Notice 5.2)。要件を満たさない場合には標準税率で付加価値税が課
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される。

ア.登録された医療従事者(薬剤師を除く )が直接かっ定期的に監督すること

登録された医療従事者一人当たりの未登録の医療従事者を監督する時聞が週 2，000 時間

を超えなし、(仮に登録された医療従事者が毎日 24 時間監督するとして、監督可能な未登録

の医療従事者の上限は約 11.9人)といった要件が付されている。

イ. 病院文は介護施設(nur 百inghome) で、提供すること

国が監督するホスヒ。ス(hospices) で、未登録の医療従事者が提供する介護サービスも付加価

値税が非課税となる。

(4) イギリスにおける医療従事者の付加価値税の控除

イギリスにおける医療従事者の付加価値税に係る控除(仕入税額控除)の方法については、

他の事業者と特に変わるところがない。付加価値税の登録事業者である医療従事者は、仕入

れに係る付加価値税(input tax )は課税売上(標準税率ないしゼロ税率)に直接関係するもの

(directly attributable to) のみ控除することができるが、非課税売上にのみ対応するものは控除

できない。課税売上と非課税売上との両方に対応する仕入税額については、課税売上に対応

する部分のみ按分して控除することとなる。

通常、医療従事者は課税売上及び非課税売上の双方の売り上げがあるので、仕入税額控除

の計算上、仕入税額につき以下の3つに分類することが求められる。

① 課税売上及び非課税売上の双方に対応するもの

例えば、 一般管理費や医療機器の購入費用などが該当する。

② 課税売上のみに対応するもの

例えば、美容整形の手術にかかる費用やN H Sの下、医薬品の取扱いが許可されているG

Pが患者に処方した医薬品に係る仕入れなどが該当する。

③ 非課税売上のみに対応するもの

例えば、治療の際使用する医薬品の仕入れなどが該当する。

イギリスにおける上記の考え方は、わが国消費税法の仕入税額控除に係る個別対応方式

(消法30②ー)の仕組みと同様であると考えられる。

(5) イギリスにおける判例の動向

イギリスにおける医療 ・福祉の提供に関する付加価値税の取り扱いをめぐる判例につい

て、以下で代表的なものを二つ取り上げてみる。
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① 医療行為に関する付加価値税非課税と第6次指令との関係、

これは、イギリスの付加価値税法における医療行為に関する非課税規定が EC第6次指

令(1977 Sixth VAT Directive(77 /388 厄EC))に違反するかが争われた事案である 4 1。イギリスの

付加価値税法においては、 非課税となる医療行為(medica lcare) は以下の要件に該当する者

によるものと規定されていた。

ア 登録された医師

イ 登録された歯科医師

ウ 1958年眼鏡士法(血eOpticians Act 1958) に基づき登録された検眼眼鏡土(op hthalmic

opticians) 、眼鏡調整士(dispensing opticians) 又は「司法に基づき検眼等を行う法人

イギリス政府は、第6次指令 13A条(a)(I)(c) に規定される 「医療行為Jには、医療行為

そのものだけでなく医療行為の一環と して提供される物品も含まれると主張した。一方

EC は、同条項の適用は医療行為のみに限定され、物品の提供はそれが医療行為の一環と

して提供され、かつ、医療行為の対価の金額に含まれている場合でない限り適用されない

と主張した。

これに対し欧州司法裁判所は次のように判断した。まず第6次指令 13A 条(a) (1)(b) は、

病院や診療所のみならず法律上それらと密接な関係のある組織において行われる医療行為

や診断も非課税となる旨が定められている。一方、 13A条(a) (1)(c) は、 f医師及び医療従事

者による医療行為の提供(provisio n)Jが非課税となると定められている。当該条項の意味す

るところは、治療行為の一環として必要な少額の物品の提供を除き、医薬品の提供や医師

等の処方婆に基づく眼鏡の提供といった行為は、物理的にも経済的にも医療行為の提供か

ら分離される(dissociable) ということである。したがって、 イギリス政府の第6次指令 13A

条(a) (1)(c) に規定される「医療行為」の解釈には誤りがあり 、イギリスの付加価値税法の

規定は第6次令に違反する、とされた。

② ヨガの施術と医療行為との関係

この事案は、 イギリスの関税間接税庁。削Customs 姐 dExcise 、現在の HMRevenue&

C ustoms の前身)が慈善団体の登録をしているヨガ教室の受講料に対して付加価値税を課税

したところ、ヨガ教室の経営者が、ヨガは第6次指令 13A 条(a)(I)(g )に規定される社会福

祉と密接なかかわりがあり非課税であるとして、当該課税の取り消しを求めて提訴したも

41 Commissions ofthe European Communities v. Unit ed Kingdom ofGreat Britain and Northern 
lrela nd， Case 353 /85， 1988 STC 257 (ECJ 1988). 
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のである42。

ヨガ教室の主宰者は医療従事者ではなく、またヨガ教室には医師が常駐していなかった

が、医療コンサルタントのアドバイスが受けられる状況で、あった。また、ヨガ教室はヨガ

により病気が治るということをうたってはいなかったが、裁判所は精神的 ・肉体的な健康

状態の改善にヨガが一定の役割を果たしていると認定した。

裁判所は、第6指令 13A 条(a)( 1)(g) は慈善団体による社会福祉と密接にかかわるサービ

スや物品の提供は非課税であるとした。本件で争点、となったのは「福祉(we lfare )J の意義

であるが、ここでいう「福祉jには困窮者の救済や高齢者の生活保護にと どまらず、肉体

的 ・精神的な健康回復に関する活動をも含むと判断された。したがって、ヨガ教室のヨガ

の受講料に対して付加価値税を課税することは第6次指令 13A 条(a) (l)(g) に違反すると判

断された。

イギリス国内の裁判所による当該判決は前述①と比較すると医療行為の範囲を広くとら

えたものであるが、欧州司法裁判所は一般に非課税となる医療行為の範囲を厳格にとらえ

る傾向にあり、それが各国の税法解釈にも影響を及ぼしている。

(6) 日英の制度比較

医療の提供及び医薬品に係る消費税 ・付加価値税の取扱いに関する日本とイギリスの比

較を行うと次頁の表のようになる。

42 Yogafor Health Foundation v. Customs and Excise Commissioners ， [1984] STC 630 ， [19 85] 1 
CML R 340 (Q. B. Div. ふ
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0 図4-4 医療・介護サービス ・医薬品に係る消費税 ・付加価値税の取扱いに関する

日英比較(2014 年4月現在)

日本 イギリス

標準税率 8% (うち 1.7%は地方消費税) 20% 

医療の提供 社会保険診療や助産は非課税 登録された医療従事者による

健康の維持 ・回復目的の医療

サービスは非課税

課税となる医療の提供 自由診療(助産を除く)など 美容外科等

介護サービス 介護福祉法に基づく保険給付の 登録された医療従事者による

対象となるサービスは非課税 健康の維持 ・回復目的の介護

サービスは非課税

医薬品 社会保険診療に基づく処方薬は 薬剤師による処方薬やN H S

非課税 の許可を受けたGPによる処

方薬はゼロ税率。治療時の医

薬品の提供は非課税。

上記比較表から、以下の点が言えるだろう。

① 非課税となる医療の範囲

日本の場合非課税となる医療の範囲は社会保険診療と助産だけであり、自由診療は原則

として課税対象となる。一方、イギリスの場合、日本のような公的医療保険制度がないた

め単純比較ができないが、健康の維持 ・回復目的の医療サービスは非課税となるため、日

本において自由診療の対象となる医療(例えばレーシックなど)も非課税となる可能性があ

る。したがって、日本よりもイギリスの方が非課税となる医療サービスの範囲が広いもの

と考えられる。

患者側にとってみれば、イギリスの制度の方がょいといえようが、医師 ・医療機関側か

ら見れば必ずしもそうではない。なぜなら、非課税売上の場合対応する仕入れに関する税

額控除ができなし、からである。イギリスの方が非課税の範囲が広いということは、仕入控

除税額がそれだけ圧縮されるということを意味する。しかしイギリスの場合、公的医療保

障である NHS は税によって賄われており、控除不能な仕入税額が生じても税で補填され
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ると考えられるなど、医療機関は原則と して経営リスク43を負うことがないため、わが国

とは状況が異なると考えられる。

② 処方薬のゼ、ロ税率適用

日本において処方薬は原則非課税であるが、イギリスではゼロ税率となる。患者側から

見ればいずれで、あっても差はないが、薬局や医療機関側から見れば差は大きい。すなわ

ち、 日本では処方薬の提供に関しても控除対象外消費税の問題が生じるが、イギリスでは

医薬品の仕入れに係る付加価値税が原則として全額控除できるのである。

イギリスの取扱いは日本においても参考になるであろう。仮に日本においても処方薬に

ついてゼロ税率の適用とすべきという提案をする場合には、医療機関の公共性との比較

で、薬局の公共性はどうなのか44というのが今後議論の焦点となるのではないだろうか。

5 EU付加価値税指令と医療非課税

(1) 欧州における医療の提供に係る付加価値税の取扱い

既にみたとおり、わが国の消費税法においては、医療・福祉サービスの提供に関して、

特別の政策的配慮から非課税とされている(消法6、別表第1六七八十)。これは次頁の表で

見る通り、欧州における取扱いと一致している。欧州において医療の提供に関し付加価値

税を非課税としている国は多いが、ゼロ税率や軽減税率を適用している国はみられない。

これは、 EUの付加価値税指令45第 132 条(l)(b) で、医療の提供が原則非課税とされている

43 ここでいう経営リスクとは、赤字決算となった場合、その赤字を自らが稼得する収益で

補填する(補填できない場合存続が困 難になる)ことをいうものとする 。

44 例えば、薬局はその売り上げに関して処方薬以外の医薬品や各種雑貨等の販売の占める

割合が少なくなく、そのような収益構造を前提にすると、消費税について措置すべきか議

論となるであろう。また、調剤薬局の中には日本全国にチェーン展開し株式を公開してい

る大企業や、高額な役員報酬を支払っている企業もあり、そのような企業の営利性をどう

とらえるのかも問題となり得る。さらに、医療機関 と一体経営の院内薬局と独立した経営

主体(個人事業主又は株式会社形態が多い )院外薬局とで収益構造が異なるという点も、

医薬分業とし、う政策との兼ね合いも踏まえて検討すべきである。

45 Council Directive VAT 2006 /112 1EC of 28 N ovember  2006 on the common system of value 

added tax を指し、以下「付加価値税指令」と称する。当該付加価値税指令は 1977 年の第6

次指令(Council Directive 77β88IEEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the 

Member States relating ωturnover taxes) を全面改正したものである。なお、欧州連合の機能

に関する条約(Treaty on the Functioning ofthe European Union ， TFE U)第288 条によれば、 EU

はその権限の行使のために構成田に対して法行為を採択するが、そのうち拘束力のあるも

のが規則(regulation) 、指令(directive )及び決定(decision) で、ある。このうち規則は直接適用が

可能で一旦発効すると自動的に圏内法となるが、指令は達成されるべき結果のみ拘束さ

れ、それを遂げる手段及び方法は指令の対象となる加盟国の機関に委ねられるという点が
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ことによるものと考えられる。

0 図4 - 5 欧州、|における医療の提供に関する付加価値税の適用税率 (20 14年)

非課税 軽減税率 ゼロ税率

オーストリア (20%)、ベルギー (21%)、チェコ (21%) 、 なし なし

デンマーク (25%)、フィンランド(24%)、フランス (20%)、

ドイツ (19%)、ギリシャ (23%)、ハンガリー (27%)、ア

イノレランド (25 .5%)、イタリア (22%)、ノレクセンプノレク

(15%)、オランダ (21%)、ノノレウェー (25%)、ポーラン

ド(23%)、ルーマニア (24%)、スロバキア(20 % )、スベイ

ン (21%)、スウェーデン (25%)、イギリス (20%)

(注) カッコ内は標準税率である。

(出典) KPMG's Corporate and lndirect Tax Survey 2014 

一方、次頁の表で見る通り医薬品の販売は非課税ではなく軽減税率による国が多く、 イ

ギリスやスウェーデ、ンでは処方薬についてゼロ税率が適用されている。これも付加価値税

指令第98条(2) で別表346(Annex 1II) に掲げる項目については軽減税率の適用対象とする

ことができる旨が規定されており 、その中に医薬品(pharmaceutical products) が掲げられてい

ることによるものである。

異なる。すなわち、 指令の内容の実現には国内法化のプロセスを要するということにな

る。中西優美子 WEU 法~ (新世社・ 2012 年) 114 -116 頁参照。

46 別表3に掲げられるその他の項目は、食料品(fo odsu fIs)、飲料水、福祉用医療器具、公

共交通、書籍、新聞、 美術館等の入場料等である。
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0 図4 - 6 欧州における医薬品に関する付加価値税の適用税率 (2014 年)

非課税 軽減税率 ゼロ税率

なし ベルギー(6% )、フィンランド (10%)、フランス アイノレランド(経

(5.5% 又は2.1%) 、ギリシャ (6.5%) 、ハンガリ 口薬)、 スウェー

一 (5%)、ノレクセンブ/レク (3%)、オランダ デン(処方薬)、イ

(6%)、ポーランド (8%)、/レーマニア (9%)、 ギリス(処方薬)

スロパキア(1 0 % )、スペイン47 (4%) 

(注) カッコ内は軽減税率である。

(出典) KPMG 's Corporate and lndirect Tax Survey 2014 

(2) 付加価値税指令における非課税規定

付加価値税指令で、非課税について規定しているのは、人的非課税に関する第 3寧(Title 皿

-Taxable Persons) と、物的非課税に関する第9章(Title IX -Exemption) で、ある。

人的非課税が規定されているのは第3章のうちの 13条であり 、その第 l項では園、地

方公共団体、公法(public law) により規定されるその他の公的機関(public bodies) は、その提

供するサービス等に対する料金や手数料等を徴収している場合であっても、課税事業者と

は取り扱わない旨が明らかにされている叱ただし(howev 司、 公的機関を非課税事業者と

取り扱うことにより課税事業者との競争が阻害される場合には、課税事業者と取り扱うと

されている(13 条 1項但書)。

公的機関に対してこのような取扱いを行う理由としては、 一般に、公的機関は営利活動

を(ほとんど)行っておらず、行っている場合も通常 価値財(merit goods) を提供しており 、

課税しない方が逆進性緩和の観点から望ましいこと、また、税金で運営される公的機関の

提供するサービスに付加価値税を課税することは、単に国 ・地方公共団体を含めた公的機

関同士で税金のやり取りを行っているにすぎず意味がないため、と解されているぺ 一方

で、非課税措置は付加価値税の課税ベースを浸食し、控除不能税額の発生を回避する目的

47 スペインは医療器具や医薬品の範囲を広くとらえて軽減税率の適用(10% )を行っている

が、 EUに提訴され欧州司法裁判所で付加価値税指令第96条及び98条(2) に反するとの裁

定を受けている。Judgment of the Court (花凶Chamber) of 17 January 2013 ， Europ ean 

Commission v Kingdom ofSpain ， Case C-360 /11. なお、 2014 年 4月現在で園内法(BOENo

312 of29 December 1992) の改正はまだ行われていない。

48 当該規定は公法人の事業者適格を定めた条項であるとも理解できる。西山由美「消費課

税における公法人の事業者適格J税大ジャーナル 13号 (2010 年) 57頁参照。

49 Oskar Henkow ， The VAT /GST Treatment ofPublic Bodies ， Wolters K1uwer (2013) ， at 5. 
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で事業者による垂直的統合(外部委託サービスを内部化する)を引き起こす上、非課税売上

に対応する仕入税額控除の区分計算(比例控除50)を余儀なくされるためコンブライアンスコ

ストが上昇するなど、課税の歪みや中立性の観点から問題視されている5 I。そのため同項

では、このような国等 の公的機関の提供するサービス等につき、当該機関を付加価値税の

課税事業者と取り扱わないことにより課税の歪みや不公正な競争を引き起こす場合には、

課税事業者として取り扱う旨も定められている九

非課税事業者である国等の公的機関の提供するサービスの具体的内容は通信、電気・ガ

ス ・水道の供給、港湾事業、公共交通、展示会、倉庫事業などで、いずれも付加価値税指

令のAnn ex1に列挙されている。

物的非課税に関する第9章(131 条"-' 166条)は 10の節(chapter) からなり、その内容は以下

のとおりである。ただし、第4・6"-' 8・10節はゼロ税率を意味する。

第 l節:総論 (General provision) 

第2節: 公共利益に適う活動に関する非課税(Exemptions for certain activities in the public 

interest) 

第3節: その他の活動に関する非課税(Exemptions for other activities) 

第4節:域内取引に関する非課税 (Exemptioos for intra-community transactions ) 

第5節 :輸入非課税但xemptions on importation ) 

第6節 :輸出非課税(Exemptions on expo 由討00)

第7節: 国際運輸に係る非課税(Exemptions related to intemational transport) 

第8節・輸出と取り扱われる取引に係る非課税(Exemptions relating to certain 回 nsactions

treated as exports) 

第9節: 仲介者によるサービスの提供に関する非課税(Exemptions for the supply of services 

by intermediaries) 

-第10章 :国際通商取引に係る非課税(Exemptions for transactions relatingωintemational trade ) 

50 後述第3項参照。
51 Oskar Henkow ， sup ra  note 49， at 9・11.
52 イギリス南部のワイト島(Isle ofWight) の公営駐車場を運営する地方公共団体が、公営駐

車場は民間企業との競争を阻害しないとしてイギリス付加価値税法上自らは事業者となら

ず、よって既納税額の返還を求めた事案で、欧州司法裁判所は、競争の著しい(significant)

阻害とは実際の又は潜在的な競争の歪みが無視できない程度をいうとして、原告の主張を

斥けている。Case 288 /07， The Commi ssioners ofH er Maj esty 's Reve nue & Cust om s v Jsle of 
Wight Council ， MiιSuffolk Distr 化tCounc i/， South Tyneside Metropolitan Borough Council ， West 
B erkshire District Council ， Judgm ent of 16 September 2008 . 
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上記のうち、医療の提供に関する非課税は第2節(132 条""""'134 条)で規定されている。中

でも医療の提供については、 132 条(1)ゆ)(c)(e) に規定されるとおりである。すなわち、 132

条(1) ゆ)によれば、「公法で規律される事業体、 公法で規律される事業体に類する事業体、

病院、治療活動や診断を行うセンター、 ないしこれらに類する正式に認められた組織によ

り実施される病院事業、医療の提供又はそれに類する事業Jが非課税とされる。また、

132 条(1)(c) によれば、 「加盟国により規定される医療専門家及び医療従事者(p aramedical

profession) によってなされる医療行為Jが非課税とされる。さらに、 132 条(1)(e) によれ

ば、「歯科医による歯科治療サービスの提供、 及び、歯科医及び歯科技工土による歯科補

綴物(den 凶 pros 曲目es) の提供」が非課税とされる。

そもそも欧州で上記の項目がなぜ非課税とされたのかであるが、その理由は取引高税

(turnover tax) を付加価値税に転換する際、各国において取引高税で認められていた措置を

ある程度引き継がざるを得なかったという実務的な事情が大きかったとされるものの、理

論的には一般に次の点から正当化されると整理される53。まず付加価値税の非課税措置

は、 社会政策的観点からのものと付加価値税を課すのが困難な取引に係るものとに分けら

れるが、そのうちの社会政策的観点からの非課税措置についての一つ目は、垂直的公平の

観点、から逆進性を緩和するため基礎的な産品には課税しないというものである。二つ目は

価値財(merit goods) に係る非課税措置であり、正の外部性54(positive extemalities) を有する価

値財には付加価値税を課すべきではないというものである。価値財に該当するものは付加

価値税指令のうち第2節 「公共利益(public int erest) に適う活動に関する非課税」に掲げられ

るものである。

もう一つの、付加価値税を課すのが困難な取引に係る非課税措置であるが、その理由は

課税技術上の問題であるとされる。当該類型に入るものは不動産、金融取引及び仲介プー

リングサービス(intermediary pooling services) で、あり、付加価値税指令のうちの第3節「そ

の他の活動に関する非課税(Exemp tions for oth er acti 泊ties) Jがそれに該当する。

53 Rita de la Feria and Richard Krever ， Ending VAT Exemp tions: Towards a Post-Modem VAT ， 
OゆrdUniversi 砂Centre for Bus 初出'sTaxation WP 12/28 (2012) ， at 17. 

54 外部性(extemalities) とは経済学の概念で、ある人の行動が周囲の人の経済厚生に金銭の

補償なく影響を及ぼすことをしづ。正の外部性とは周囲の人に好影響を与えることで、本

件に即して言えば、医療を非課税とするとしづ措置は、国民の健康増進を通じて国民全体

に好影響を及ぼすという効果があることをいうものと考えられる。 N. グレゴリー・マン

キュー(足立英之・ 石川城太 ・小川英治 ・地主敏樹 ・中馬宏之 ・柳川隆訳) Wマンキュー

経済学Iミクロ編(第 3版U(東洋経済新報社 ・2013 年)284 -285 頁参照。

155 



このうちの不動産についてみると、その中も居住用不動産とそれ以外に分けられ、事業

用の不動産を含むそれ以外の不動産は通常課税される。一方、居住用不動産はその譲渡や

賃料が非課税となるケースが多いが、後述第6節(3) の「課税選択(オプション)制度」に

より当該取引を課税とし、それに対応する仕入税額控除を認めるとしづ措置を講じている

国もみられる。

次に金融取引であるが、これも出資持分に対する投資と融資仲介サービスとに分けられ

る。まず出資持分に対する投資であるが、それに対する課税の困難さは、投資者の大部分

が非事業者である個人であることに起因し、仕入税額控除が機能しないことにあり、結果

として非課税としているというものである。もう一方の融資仲介サービス(10組 interm ediary

servi ces)で、あるが、手数料が明示されておらず、非事業者である個人が取引に介在するこ

とから課税が困難であるため55、結果として非課税と している。金融取引については、非

課税取引のため仕入税額控除が認められない事業者が本来よ りも重課税となっていること

から56、オーストラリアやニュージーランドのようにゼロ税率を導入すべきという提案が

なされているが、それは付加価値税の税収減につながるため、リ ーマンショック後の金融

機関に対する課税強化が叫ばれている欧州では実現は困難と見られている九

後の仲介プーリングサービスであるが、これは宝くじゃ公営賭博、保険のようにサー

ビス提供者が参加者から金銭を徴収して基金を作り、契約に基づき参加者に基金から金銭

を分配するサービスである。保険についてもサービスの仲介者の機能を測定することが困

難であるという課税技術上の問題で非課税とされ、代替的に別途保険税を課する国58が多

かった。欧州域外では生命保険と損害保険の取扱いを区分する動きがみられ、例えばニュ

ージーランドでは損害保険は標準税率で課税される一方、生命保険は原則非課税であるも

のの、事業者間取引は非課税とゼロ税率との選択が可能である59ことから、欧州において

も示唆に富む課税方法であると考えられている。宝くじゃ公営賭博についても保険と同様

の理由で非課税とされているべしかし、宝くじゃ公営賭博の参加者はすべて 終消費者

55 金融仲介機能に対する付加価値税の課税については、第2章第5節第 1項参照。
56 裏返せば、消費者が非課税のメリ ットを受けて本来より軽課税となっている。

57 Rita de la Feria and Richard Krever， supra note 53， at 25. 
58 例えばイギリスでは、保険料に対して原則税率6%の保険税(Insurance Premiurn Tax)を課
している。

59 ニュージーランドの保険取引に係る付加価値税の取扱いについては、辻美枝「保険取引

への消費課税J税法学565 号(2011 年)149 -169 頁参照。

60 なお、宝く じのコーノレセンター業務を詰け負っている会社のサービスが非課税となるか
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であると考えられるこ とから、賭け金と払戻金の差額が付加価値であるとして当該マージ

ンに課税すればよいとし、う提案がなされている61。

なお、欧州における付加価値税に係る非課税措置の見直し論議については、本章第6節

で見ていくこととする。

(3) 仕入税額控除制度

付加価値税制において事業者は、その事業者が仕入れた財や受けたサービスに対して課

された付加価値税(課税仕入税額)を自らの 付加価値税の申告において控除する権利を有す

るが、当該仕組み、すなわち仕入税額控除は付加価値税制において必要不可欠な制度であ

るべ付加価値税指令で、は仕入税額控除制度について 168 条において規定されており、そ

れによれば、課税事業者は以下の取引に係る付加価値税を控除することができるとされて

いる。

① EU加盟国聞における課税事業者から仕入れた財やサービスに課された付加価値税

② 同指令 18条例及び27条に規定された財やサービスに課された付加価値税

③ 同指令2条(1)(b )(i) に規定された EU加盟国内仕入れに課された付加価値税

④ 同指令 21 条及び22条の規定に基づき EU加盟国内仕入れと取り扱われた取引に課さ

れた付加価値税

⑤ EU加盟国への輸入取引に課された付加価値税

仕入税額控除の意義であるが、株式の譲渡費用に係る仕入税額控除が争われた裁判例(先

決裁定63) では、欧州司法裁判所は、株式の譲渡費用に係る仕入税額控除が可能となるの

は、当該費用と課税事業者の事業全体との聞に直接かっ密接な関係(adirect and immediate 

link) がある場合に限られると判示した640 また、欧州司法裁判所は仕入税額控除の適用範

争われた事案では、欧州司法裁判所はコーノレセンター業務について付加価値税指令で、非課

税とされる賭け取引(be 凶ng岡田actio n)には該当しないと判 示した。 Case C-89 /05， United 
日ilities plc v Commissioners ofCustoms & Excise ， [2006] ECR 1・6813.

6 1 Rita de la Feria and Richard Krever ， supra note 53， at 27. 
62 Oskar Henkow ， supra note 49， at 71. 
63 先決裁定(preliminary rulin g)とは、 EU加盟国の圏内裁判所において EU法の解釈 ・適用

に疑義が生じた場合、国内裁判所が欧州司法裁判所に当該疑問点について付託し、欧州司

法裁判所がそれに応える手続きのことを指す。中西前掲注45 書239 一241 頁参照。租税法

の分野における欧州司法裁判所の機能については、坂巻綾望「欧州連合司法裁判所の動

向J租税研究2010 年9月号349 -359 頁参照。

64 Judgment of  29 October 2009 Case 29/08 Skatteverket v AB SKF. 当該事件では、非課税取引

である完全子会社の持株の譲渡につき、その譲渡費用(コンサルティング費用など)がグ

ノレーフ。再編に関し直接かつ密接な関係がある場合には、当該課税仕入れに係る仕入税額控
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囲を比較的広範に認める傾向にあり、例えば、 ドイツの個人事業者が自家用車を事業の用

にも供していた時に、事業の用に供した部分につき仕入税額控除を認めるよう求めた事案

で、事業の用に供した部分がいかに小さくとも(however small the proportion ofbusiness use) 

その部分につき仕入税額控除が認められるべきと判示しているべ

次に仕入税額控除のタイミングであるが、付加価値税指令 167 条によればそれは控除可

能な税額が課された時期(atthe time the ded uctib le tax becomes chargeable) とされている。 こ

れは一般に「即時控除の原則Jを示した規定である と考えられる。

付加価値税制においては通常、事業者が課税売上と非課税売上の双方の売上がある場

合、それに対応する仕入れに係る税額のうち課税売上に対応する仕入税額のみ控除でき

る。当該仕組みをイギリスで、は部分的控除否認、(partial exemption) と呼んでいるが、付加価

値税指令で、は特に比例控除(proportionald eduction) と呼び、 173 条から 175 条においてそれ

が規定されている。すなわち、課税仕入れに係る付加価値税額を何らかの基準で課税売上

に対応するものと非課税売上に対応するものとに区分 ・分類し、そのうち課税売上に対応

する税額のみ仕入税額控除の対象とするというものである。

ただし、実務上、 当該分類の作業は事業者・課税庁双方にとって容易ではなく、双方が

合意できるような合理的な基準をなかなか見いだせないでいるぺ特に、課税売上と非課

税売上の双方に共通して対応する課税仕入れをどのような基準で分類するのかが問題とな

る。当然のことながら、当該分類作業により仕入控除税額が異なってくるため、事業者 ・

課税庁双方ともその作業には神経を使うこととなる。そのため、分類基準を求められた付

加価値税指令においては、基本的に按分方式(pro・rata rule) によるこ とを提示している。按

分方式とは仕入控除税額を以下の算式で計算する方法である。

課税売上額

控除対象仕入税額=課税仕入れに係る税額×

総売上額

除が可能とされた。

65 Judgment  of 11 July 1991 Case 97/90 Hansgeorg Lenna rtz ， Munich v Finanzamt Mun chen Ill. 

一方日本の消費税の場合、 岡村教授が指摘するように、実務上、 個人事業主の仕入税額控

除は所得税の必要経費算入の基準に準拠する取扱いがなされているため、所得税法施行令

第 96条第2号の規定に該当しない限り仕入税額控除が認められない可能性が高いものと

考えられる。 岡村忠生 「消費課税とヒューマン ・キャヒ。タノレ」日本租税研究協会第65 回

研究大会記録(日本租税研究協 会 ・2013 年) 60- 61頁参照。
66 Konstantinos Zacharopoulos ， Val ue-Added Tax: The Partial Exemption Regime ， Canadian Tax 
Journal ， Vol. 49， NO.l (2001) ， at 105; O skar Henkow ， sup ra  note 49， at 74. 
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これはわが国の消費税法においては一般に「一括比例配分方式Jといわれる仕入税額控

除の方法である(消法 30②二)。按分方式は、課税仕入れの性格、すなわち課税売上に対応

するのか非課税売上に対応するのか、それとも双方に共通して対応するのかを厳密に区分

することなしに、単純に総売上額に占める課税売上額の割合(わが国の消費税法では「課

税売上割合Jと称する(消法 30⑥))で按分して控除対象税額を算定する一種の 「簡便法j

である。したがって、按分方式は制度の簡素化につながるというメリットがある反面、正

確性に欠け、特に非課税売上の割合が高い事業者にとっては仕入控除税額が過少となる傾

向にあるというデメリットが指摘されている67。

一方、按分方式の欠点を補う方法として課税仕入れに基づく佐入税額控除の方法(dir ect

inputs at仕ibution rule) がある。 これは基本的に課税仕入れを①課税売上にのみ対応するも

の、②非課税売上にのみ対応するもの、③双方に共通して対応するものの三つに分類し、

①については全額仕入税額控除の対象とし、②は全額対象外、③は按分方式を用いるとい

うもので、わが国の消費税法における「個別対応方式Jに相当する方法である(消法 30②

一)。ただし、①又は②に直接関連付けられる課税仕入れではないものの、一定の合理的な

基準(課税売上割合以外にも取引数や従業員数等により按分する方法が考えられる)により

当該課税仕入れを①又は②に分類できる場合には、それによることができるぺ

さらに、 付加価値税指令においては、非課税売上の割合が小さい事業者に対しては、仕

入税額控除の手続きの煩雑さを回避し制度を簡略化する目的で、一定の条件の下で仕入税

額の全額控除を認める制度(partia lexe mption w aiver rul e)が導入されている。これはわが国の

消費税法におけるいわゆる 95% ルーノレ(課税売上割合が 95%以上でその課税期間の課税売

上高が5億円以下の事業者は課税仕入税額を全額控除できる69、消法30①)に相当するもの

である。

67 K onstantin os Z acharopoul os， supra note 66， at 107. 
68 Kon stantinos Zachar opoul os， sup ra note 66， at 113. わが国においても通達(消基通 11- 2 
-19) で同様な取り扱いが認められている。

69 従来は課税売上高の基準はなかったが、本来これは小規模事業者向けの deminimis Jレー

ルであるにもかかわらず、事務処理能力の高い大規模な事業者にも一律に全額控除を認め

るのは不合理であるとの指摘を受けて、平成23年度の税制改正で、進行年度の課税売上
高が5億円超の事業者については、仕入税額控除に関し個別対応方式文は一括比例配分方

式の選択適用が強制されることとなった(消法30②)。

159 



仕入税額控除制度における比例控除の問題点は、課税仕入税額のうち非課税売上に対応

することから控除不能となる税額(irr ecoverabl einput tax) の算定が不正確になり、当該控除

不能税額(hidden tax)の転嫁が過大ないし過少になされることにある700

なお、多くの国で仕入控除税額から(一部)除外される課税仕入れの項目として、交際

費が挙げられる。チェコやハンガリーといった中東欧の諸国で、は全額、カナダやニュージ

ーランドでは 50%相当額が交際費に係る仕入税額につき仕入税額控除の対象外となる。

(4) 欧州における控除対象外付加価値税問題

付加価値税指令 132 条に基づき医療を非課税としている欧州では、この控除不能な付加

価値税負担の問題につき医療界から問題視する声がほとんど聞かれないという 7 1。その理由

を解明することは非常に困難72であるが、ここではさしあたり以下のような推論を提示して

みたい。

第一に、医療の提供体制の問題がある。すなわち、医療の提供者が経営責任を負わない事

業形態であれば、 問題は顕在化しないということである。経営責任を負わないというのは、

仮に控除不能な付加価値税の負担により税引前利益が赤字になってもその分を税金で補填

されるということである73。イギリスやスウェーデ、ンにおける医療の提供体制は基本的にこ

のようになっている。

第二に、付加価値税導入のタイミ ングの問題がある。フランスやドイツにおいては 1960

年代後半に付加価値税を導入しているが、当時はオイノレショック前で世界経済は比較的好

調であり、両国とも財政危機に陥っていなかったため、控除不能な付加価値税の負担に関し

ても診療報酬の引き上げにより対処することが可能で、あったと考えられる74。

一方、同じ非課税でも 1990年以降導入されたカナダやオーストラ リアでは問題視されて

70 K onstantino s Zacharopoulo s， supra note 66， at 120 ・122.
71 例えば、日本医師会「イギリス ・フランス ・ドイツ付加価値税調査の結果概要J(平成

21年 11月 12 日)では、特にフランスとドイツにおいては診療報酬により手当されている

としている。ただし、この点に焦点、を当てた欧州における研究は筆者の調査では未だ見つ

けられてない。

72 欧州ではこの問題自体がほとんど意識されておらず、したがってその理由について理論

的な研究もなされていないものと思われる。

73 わが国では自治体病院がこのような経営体制となっている。ここから、わが国において

控除対象外消費税問題がより深刻なのは、経営責任ないしリスクを負っている民間病院

(医療法人)であるといえるかもしれない 。

74 さらに、 1970 年代のドイツにおいては、オイノレショック後の物価高騰に合わせて公的

医療保険の平均保険料率が大幅に引き上げられている。戸 田典子「ドイツの医療費抑制施

策一保険医を中心にー」レファレンス 200 8年 11月号26頁参照。
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おり、カナダでは還付制度(第5章第4節参照)、 オーストラリアではゼロ税率の導入(第 5

章第8節参照)といった税制上の措置が採られている 。両国とも、フランスやドイツ、日本

のような診療報酬の引き上げではなく、税制上の対応を採ったことが注目される。

(5) 人的非課税措置に関する控除対象外付加価値税問題

医療の提供としづ特定のサービスの提供を非課税とした場合における控除対象外付加価

値税問題は、いわば物的非課税に係る控除対象外付加価値税の問題であるが、前述のとおり

EU の付加価値税指令 13 条では国、地方公共団体その他の公的機関の行う取引については

非課税とするというように人的非課税措置が採られている。そのため、公的機関の非課税売

上に対応する仕入税額が控除不能となるが、その結果以下のような歪み(distortio n)が生じて

いると指摘される75。第一に、公的機関が控除不能額を減らすため、清掃、 ITサービス、経

理、施設管理といった外注していたサービスを内部化しそのような税額の発生を回避する

としづ現象(self -supply bias) を引き起こすという点である。第二に、公的機関と民間企業が消

費者に対して同じサービスを提供する場合、付加価値税(output VAT) の分だけ公的機関の提

供するサービスの方が低価格となるため、競争中立的ではないという問題が生じるという

点である。後者は公的機関が控除不能額分(inputVAT) を丸々消費者に転嫁しても、通常output

VAT の方が inputVAT より金額が大きいため、解消されない。ただし第二の点は、非課税に

伴う仕入税額の控除不能によりもたらされる問題というよりは、同一取引に関し公的機関

は(人的)非課税であるのに対し民間企業は課税であるとしづ取扱いの不均衡の問題という

べきであろう。人的非課税措置は原理的に同一取引・サービスの提供に関する非課税事業者

(公的機関)と課税事業者(民間企業)との不均衡を引き起こすため、中立性の観点から問題で

あり、可能な限り導入すべきでないといえる。

上記で指摘された問題のうち特に第一の問題に対応するため、 EU加盟国のうち 8か国76

及びカナダFにおいて還付(re白nd) 制度が導入されている。ここでいう還付制度とは、カナダ

のように税法の枠組みの中で、非課税を維持したまま控除不能額(の 一定部分)を還 付

(rebate) する方法(カナダ方式)と、デ、ンマークのように税法の枠組外において、一定の基準で

75 Copenhagen Economics ， VAT in th巴Public Sector and Exemptions in the Public Jnt巴rest ，Final 
Report for TAXUD /20 l1IDE /334 ， 10 J姐 uary 2013 ， at 11. なお、当該レポー トは欧州委員会の

依頼でCopenhagen Economics とKPMG が社会政策的観点から VATが非課税となっている

項目の課税のあり方を検討したものである。

76スウェーデ‘ン、フィンランド、デンマーク、フランス、スペイン、ポルトガル、オラン

ダ及びイギリスである。Copenhagen Economics ， supra note 75， at 213; Rebecca Millar ， supra 
note 1， at 171. 
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非課税売上に伴い発生する控除不能額につき還付する方法(VAT compen sation scheme 、デン

マーク方式)の二通りがある77。

例えばイギリ スにおいては、一定の公的機関78(public bodies) の仕入れに係る付加価値税額

について、それに対応する売上が非課税とされる場合、当該売上が営利事業79(busine ss)に係

るものでない限 り、仕入れに係 るインボイスに表示された税額に基づき申請80(declaration )に

より還付(re釦nd) される という規定がある81(s33 of VATA 1994)。イギリスの方法はカナダ方

式であるが、この場合、公的機関は VATの事業者登録を行う必要がないとされている(s42

ofVAT A 1994) 。

カナダ方式文はデンマーク方式のいずれの方法であっても、マクロ的にみれば、還付制度

は政府及び公的機 関との問の税金のやり取り (in回 -governmental transfer of mone y)に過ぎな

いとみることができる82。そのため、仮に還付制度を導入しない場合には、それ を補填する

ため別途政府から補助金等の交付が行われるこ とになる。したがって、この問題に全く対処

しないケースを除けば、還付で対応するか補助金等で対応するかの違いは資金の流れの違

いに過ぎず、その原資はいずれにせよ税金であることに変わりがないとみることも可能で

ある。

還付制度を EU 加盟各国において導入することについては、いくつか問題点が指摘され

ている。第一に、還付制度は付加価値税指令に定めのある条項ではないため、その法的位置

づけが暖昧であるということである。そのため、現行指令の内容を、 例えば非課税取引を定

めた 132条や公的機関の人的非課税を定めた 13条の中で、一定の条件の下控除不能額につ

77 Copenhagen Econornics ， supr a note 75， at 213. デンマークの還付制度については、see

Osk ar Henkow ， supra note 49， at 83-89. ただし、デンマークの制度はスウェーデ‘ンの制度に

触発されて導入 ・修正されたもので、国レベル と地方 レベルがある。

78 地方公共団体、 上下水道の運営機関、公共交通機関、 警察、BBC等をいい、病院は対

象外である(s33(3)ofVATA 199 4)。

79 還付の対象となる営利事業に該当しないものとは、 地方公共団体による各種証明書の発

行事業、法律に基づく介護福祉事業、法律に基づく建物修繕事業、高速道路における駐車

場事業、警察官の派遣事業、法律に基づく住宅の斡旋事業、墓地の供給及び維持管理事業

など、民間企業と直接競合しない事業をいう。ただし、営利事業に該当する場合であって

も少額不追及制度(Reg. 106 ofVA T Regs 1995)の適用により控除が認められるケースがあ

る。See，HM Revenue and Customs ， N otice 749， Local authoritie s and sirnilar bodi es， Apri1 2002 ， at 
10・12，17・20.
80 通常FormVAT 126 ， C laim for R efund by Loca l Authorities and Sirnilar Bodie sにより還付 申

請を行 う。

81 See， 1晶1Revenue and Custom s， supr a note 79， at 13・14 .
82 Copenhagen Econornics ， sup ra note 75， at 221. 
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き還付が受けられるもしくは控除可能とする旨の項目を挿入するといった修正を行うべき

との提案もなされている83。当該指令の修正は、売上に係る付加価値税(output VAT) に影響を

及ぼさず比較的小規模に留まるという点がメ リットとして挙げられる84。一方、非課税売上

に対応する仕入税額控除を認めるという方法は付加価値税の基本的 な仕組みに反するとい

うデメリットも指摘されている85。さらに、 前述のとおり 、人的非課税措置に対する還付制

度では上記で指摘された 2つの問題点のうち後者、すなわち公的機関と民間企業との競争

中立性の侵害については効果がない86。一方で、、物的非課税措置に対する還付制度の場合公

的機 関と民間企業とを同等に扱うため、還付制度は効果的に機能するということができる。

第二に、より深刻なのは、公的機関に対する還付制度が違法な国家による財政的援助(state

aid 、以下「補助金Jと称する)とされる可能性があるという点である 87。例えば、公的機関

への付加価値税の還付制度を導入しているノルウェーは E U加盟国ではないが、欧州自由

貿易連合(EFTA) の加盟国である。EFTA は EU とともに 1994 年に欧州経済領域(EEA) を

設立しているため、ノルウェーは欧州単一市場に参入しており、自由貿易や公正な競争を害

するような補助金は禁止されることとなる。すなわち、EEA の協定886 1条において「この

協定の他の条項で特に定めのない限り、 EU 加盟国や EFTA 加盟国から与えられる補助金

は、それがいかなる形態であろうとも、加盟国間の取引において特定の事業や製品等の生産

を優遇することにより競争を阻害する場合には、この協定の趣旨に適合しないこととなるj

と定められており 、補助金はEEA に違反することが明示されている890

また、この問題を巡っては、 2007 年にノルウェーの付加価値税補償法90に係る訴えにつ

83 Copenhagen Economics ， supra note 75， at 214. 

84 Copenhagen Economics ， SUJ フranote 75， at 214. 
85 Copenhagen Economics ， supra note 75， at 214. 非課税ではなくゼロ税率の適用とすれば一

応理論的な整合性は保たれることとなる。

86 Copenhagen Economics ， supra note 75， at 12，214. 
8 7 Rebecca Millar ， supra note 1， at 171. 

88 Agreement on the European Economic Area， OJ No L1， 3. 1. 1994 . 

89 EC 条約92条は、特定の企業が自助努力ではなく国家の補助(state aid) によって競争上

有利な地位を得ることは自助努力のみで活動している企業との競争を不公正なものとする

という認識から、共同市場と両立しない補助金を原則と して禁止している。根岸哲 「産業

補助金 ・ 融資と法j 碓井光明・来生新編著『現代の法 8 政府と企業~ (岩波書広 ・1997

年) 141 頁参照。

90 Act No. 108 of 12 December 2003 on VAT compensation to local and regional authorities (Lov 

om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner ， fシlkeskommuner mv). 同法は2004 年 l月か

ら施行されている。
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きEFTA の監視委員会(Surveillance Authority) が決定9 1を下している。本件は、ノノレウェーの

公的な教育機関がオフショアで提供する教育サービスに係る付加価値税が非課税とされ、

また、それに係る経費に含まれる付加価値税について還付の対象となったことが問題視さ

れた事案である。ノノレウェーにおける還付制度の導入趣旨はもともと、公的機関において非

課税売上対応の仕入税額が控除不能で・あることから、 外部委託すべきサービスについても

内部化(in-bouse) するという動きに対処するため、控除不能額につき還付することにより外

部委託と内部化を無差別にする(level playiog field) ための措置であった(Arti cle 1 of tbe VAT 

Compensation Act) 。しかし、付加価値税補償法3条により還付措置の対象となる取引 ・サー

ビスについては制限がなかったため、民間企業との競合が生じる分野についても還付が受

けられたことから、公的機関に対しては当該競合する取引についてゼロ税率の適用が受け

られるのと同等の効果があり、民間企業(このケースでは提供するサービスが非課税とされ、

対応する仕入れに係る税額について還付は受けられない)と比較すると公的機関が不当に優

遇されているのではなし、か(selectivity に問題がある)という批判を受けたのである。

この訴えに対しノノレウェ一政府は、還付制度の導入に合わせて従来の公的機関への財政

支援額の減額を行っており、当該制度は政府から公的機関への財政支援のノレートを変更し

たのに過ぎない(self 品nding syste m)として、還付制度の正当性を主張した920 EFTA の監視

委員会は、公的機関に対する非課税売上対応の仕入税額に係る付加価値税の還付は、それが

民間企業と競合する事業活動に関するものである限り、補助金に該当すると判示した93。ノ

ノレウェ一政府の還ー付は財政支援のノレートを変更したに過ぎないという主張について、監視

委員会は、公的機関への財政支援が還付かそれ以外の方法かというのは補助金の議論にお

いては無関係であり、また、各公的機関が還付制度によ り受けている金額は財政支援額の減

91 The EFTA Surveillance Autbority Decisioo No. 1 55/07/COL of3 May 200700 State aid granted 
in connection witb Arti cle 3 of tbe Norwegian Act 00 compeosation for value added 協(¥ば T)，01
L249 /35-360f2008. 

92 Tbe EFTA Surve illan ce Au也ority ，supra oote 91， at 6. 
93 Rebecca Mill ar， supra note 1， at 172. なお、監視委員会の判示によれば、サービスの提供

等が国境をまたがる場合には、圏内の公的機関と民間企業とを同等に扱うだけでは国家補

助金ではないと判断する際の「競争の阻害(disto 同onof competition) Jという要素をクリア

できなして要するにEEA 加盟国における他の事業者との競争の中立性が担保されないとい

うことである)とされている点が注目される。 TbeEFTAS 町veillance Autbority ， supra note 91， 
at 13. ただし、 現在の医療の提供(わが国にお いては社会保険診療)は国境をまたぐ取 引

ではないため、そこから生じる控除不能額に対して仮に還付を行ったと しても、この点は

取りあえず問題とはならないものと考えられる。
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額と一致しておらず、その主張には十分な根拠がないと指摘した94。ノルウェ一政府は

EFTA 監視委員会の当該決定を受けて、公的機関への財政支援はVAT 込みで行うようにな

った95

以上から、人的非課税措置に対する還付制度の導入は今後益々困難になるものと想定さ

れる。

6 欧州における付加価値税の非課税措置見直し論

(1) 非課税措置の見直し論議

前述のとおり欧州では付加価値税指令 132""'-' 137 条で広範な非課税措置を認めているが、

一方で欧州に遅れて付加価値税を導入した諸国(ニュージーランド、オーストラ リア、カナ

ダなど)との比較から、これを見直す動き(questions remain over the stabili ザofexemptions) も出

ている96。特に第2章第 5節で挙げた非課税の 2類型のうち、「付加価値税を課すのが困難

な取引」については、課税手法に関する理論的な検討が進み、金融取引などについては本来

付加価値税を課すべきものという主張も強く提示されている97。以下では欧州における非課

税措置見直しの論議について概観するが、まず近年の見直し論議で も影響力のあるイギ

リスのマーリーズ ・レビ、ュー(M町 1ees Review: Reforming the  tax system for  the 2151 cen 印刷 を

取り上げる。

① マー リーズ ・レビ、ュー

マーリーズ ・レビューは、イギリスの民間研究機関である IFS( Institute for Fiscal Studies) が

スコットランドの経済学者で 1996 年にノーベノレ経済学賞を受賞した Sir James Mirr lees を座

長に招いてまとめた、イギ リスの税制改革に関する政策提言集(報告書)である。当該報告書

は2010 年4月の第一分冊 「租税制度設計の諸相(D ime nsions of Tax Design) Jと2011 年9月

94 The EFTA Surveillance Au血ority ，supra note 9 1， at 10. 
95 Rebecca Mil 1ar ， supra note 1， at 172 . 

96 例えば、 Institute for Fiscal Studies ， sup ra note J， at 305-311; Rita de la Feria and Richard 

Krever ， supra note 53， at 1・2，27・28.後者は付加価値税に関する非課税の問題を、事業者に

対する過大課税、 終消費者に対する過小課税にあると指摘している。
97 See Institute for Fiscal Studies ， supra note 1， at 306-309; Institute for Fiscal Studies ， Tax by 

Design: the Mirrlees Review (2011) at 195 ・2 15. 一方、 EUでは未だ検討中という段階であ

る。See European Commission ， Green Paper on the fu旬reofVAT ， Towards a simpler ， more robust 

ande 伍cient VAT syste m， SEC(20 1 0) 1455 final ， at 10・11 また、 OECD は付加価値税の中立性

(neu 仕ality) を重視しつつも、付加価値税を課すのが困難な取引及び社会政策的配慮に基づ

く非課税措置をその例外ととらえている。See OECD Intemational VAT /GST Guidelines ， 
February 2006 ， Chapter 1， para. 9・10.
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の第二分冊「租税制度のあるべき姿σax by Design) Jの二分冊からなる。マーリーズ ・レビ

ューは 1978 年の「ミー ド報告98J の後を継ぐイギリスの抜本的な税制改革について検討し

た報告書と位置付けられ、経済学の手法により税制全般にわたる包括的な現状分析が行わ

れ、それに基づき今後のあるべき姿が提言されている。本研究ではそのうちの付・加価値税に

関する部分、中でも非課税措置についてみていく。

第一分冊の第4章でイギリスの付加価値税を含む間接税(Value Added Tax and Exc ises 99)に

ついて取り扱っているが、イギリスの付加価値税制における非課税措置については、 EUの

付加価値税指令に基づき広範に認められていると評価している100。一方、非課税は付加価値

税の仕組みの中で仕入税額控除及び還付のチェーンを切断するという意味で異端

(an athema )の措置である101 。そのため、「古いj付加価値税制の非課税措置に基づく課税の歪

みにより、アウ トソーシングサービスの内部化や同一サービスを提供する事業者間(特に官

民間)の競争上の不公平、さらにはそのような歪みが輸出により拡散するといった問題点が

指摘される。また、非課税措置は事業者にその申告に際し、 仕入税額控除における課税仕入

れ税額に関する課税売上対応と非課税売上対応との仕分け102を行うことを強いるためコン

ブライアンスコストが上昇し、また、それに伴うタックスプランニングを惹起するという問

題も指摘される。

具体的な非課税措置としては、金融取引に係る非課税措置103 及び OECD 加盟国中 も高

い水準(61 ，000 ポンドl例)にある事業者免税点制度(VAT 日gis 岡山nthreshold) が取り上げられ

ており、前者については事業者間取引についてニュージーランドのようにゼロ税率の適用

とすることを提言している105。後者は小規模事業者の納税義務を免除することにより、コン

98 Meade Committee ， The S仕uc卸reand Reform ofDirect Taxation: Report of a Committee chaired 
by Professor J. E . Meade (1978 ， Institute for Fiscal Studies). 
99 IanCravvford( オックスフォード大学)、M ichae lKeen( 削 F)及びStephen Smith (UCL) の三氏

が担当している。Michael Keen 氏は前掲第2章注 153 書の共著者の一人である。

I∞ Institute for Fiscal Studies ， supra note 1， at 305. 
101 Institute for Fiscal Studies ， supra note 1， at 305 . 

102 イギリスの仕入税額控除に係る部分的控除否認(partial exemptio n)については、第3節第
3項参照。
103 金融取引に係る非課税措置とその理由については、第2章第5節参照。

104 免税点は基本的に毎年引き上げられ、 201 3年 4月からは前 12 か月の課税売上高が

79，000 ポンド以下となっている。しかしながらマーリーズ・レビューではこの水準が高い

ことをそれほど問題にしていない。何故なら、イギリスにおいては免税点以下の事業者で

あっても控除不能となる仕入税額の負担を嫌って、多くの事業者が自発的に事業者登録を

するからである、とされている。 Institute for Fiscal Studies ， supra note 97， at 178 . 

105 Institute for Fiscal Studies ， supra note 1， at 307-309. 
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プライアンスコスト(事業者及び課税庁双方)の縮減を図るとし、う意義があり、失われる税収

との兼ね合いで判断すべき問題であるとする1060

第二分冊では第 7章で付加価値税の非課税措置について論じている。そこでは第一分冊

でも触れた金融取引(第 8章でさらに詳細に論じている)とともに、公的機関の非課税措置

(人的非課税)も取り上げている。公的機関の非課税措置に関しては官民による競争条件の

不均衡を問題にしており、オーストラリアやニュージーランドのような課税化が一つの選

択肢であるとしている。さらに第9章では付加価値税の課税ベースの拡大、すなわちゼロ税

率や軽減税率、非課税をできるかぎり標準税率で課税することを提言している。それは中立

性の観点、からもさることながら、勤労意欲(work incentives) を阻害しないという点でも重要

であるとしている107 0

注目すべきは、マーリーズ ・レビ、ュー全体を通じて、社会政策的配慮、に基づく非課税措置

108 についてその見直しを公的機関の非課税措置の是正というような非常に限定的な側面で

しか論じていないという点である。恐らくこれは、現在のイギリスの付加価値税制において

は、金融取引など付加価値税を課すのが困難と目される取引と比較して、社会政策的配慮に

基づく非課税措置については早急に見直さなければならない状況にはないということを意

味するのであろう。また、勤労意欲を阻害しない付加価値税の改革が当該レポートのメッセ

ージの一つで、あるが、医療は勤労者が健康を害して働けない状態を働ける状態にしたり、よ

り意欲的に働ける状態にすることに貢献しており、 work incentives の観点から優遇措置を正

当化することが可能であるように思われる。

② グリーンペーパー

イギリスのみならずEU全体の付加価値税の将来を論じたものとして、欧州委員会が

106 Institute for Fiscal S佃dies ，supra note 1， at 309-31 1. 税制上の歪みを無視すれば、比較的

高い免税点がイギリスの付加価値税の強みですらあると評価している。Ins titute for Fiscal 

Studies ， supra note 1， at 311. Ins titute for Fiscal Studies ， supra note 97， at 178-179 も同旨と考え

られる。
107 この観点から、マーリーズ・レヒ、、ューは育児関連費用に係る付加価値税の優遇措置

(非課税化)は 正 当化されるとしている。Institute for Fiscal 8tudies ， supra note 97 at 161 ・162.

岡村前掲注65論文62頁も参照。なお、イギリスの付加価値税では育児関連については子

供服がゼロ税率、自動車のチャイルドシートが軽減税率 (5%)、保育サービスが非課税

とされている。

108 もっとも公的機関の非課税措置とある程度重なる部分はあるが、物的非課税と人的非

課税とのずれは小さくない。

167 



2010 年に発表したグリーンペーパー109がある。グリーンペーパーで、付加価値税の非課税措

置を論じているのはパラ 5.1i付加価値税制の中立性をいかに確保するかJにおいてであ

る。ここではまず非課税措置を縮減し課税ベースを拡大することが付加価値税制の効率性

及び中立性を高め、税率引き上げを食い止める有力な選択肢となり得ることが指摘されて

いる110。さらに、非課税措置が引き起こす問題として、マー リーズ ・レビュー等でも触れ

られているサービスの内製化(intemalization )の促進を挙げている111ほか、特に公共交通(圏

内及び国際)の非課税について詳細に論じている川。グリーンペーパーでは公共交通の取扱

いが国によってまちまちであり、またその手段(飛行機、船舶、鉄道等)によって異なるこ

とを問題にしており、中立性及び簡素性に即したEU域内の制度の調和を図るべきとして

いる113。

EUの付加価値税指令では、非課税措置につき公益目的(public interest )のものとその他の

理由のものとに分けて規定している。このうち、上記のとおり、後者については大幅な見

直しが必要であることにほぼコンセンサスが得られているものと考えられるが、 一方で、

前者の医療、教育、文化活動といった公益目的の非課税措置の見直しは必ずしもそ うでは

なく、中立性の観点から、民間部門と競合するサービス等に係る公的部門の非課税措置

(人的非課税)の見直しには触れているものの 114 、グリーンペーパーに対する意見聴取で

も公益目的の非課税措置は維持すべきとし、う意見が強し、115。

グリーンペーパーとマーリーズ ・レビューの目指す方向性は概ね同じであると考えられ

109 European Commissio n， supra note 97. グリーンペーパーを邦語で、紹介したものとして、

渡辺智之「欧州委員会グリーンペーパーの含意」税務弘報201 2年7月号 123-13 1頁及び

沼田博幸 iEU における VAT の 近の動向について」租税研究2012年3月号278- 297 頁

がある。

110 European Commi ssion ， supra note 97， para 5.1.2. 
111 European Commi ssion ， Commis sion StaffWorking Document ， Accompanying document to出e
Green Paper on the future ofVAT ， Toward s a simpl er， more robust and e血cient VAT sys tem ， 
COM (2010 ) 695 final ， para 3.3.1. 
1 12 European Commi ssion， supr a note 111 ， par a 3.5. 
1 13 European Commissio n， supr a note 111 ， par a 3.8. 
114 Europ ean Commi ssion ， Communication 企omthe Commission to the European Parliament ， the 
Council and the European Economic and Social Committ ee on也efutur e ofVAT， Toward s a simpl er， 
more robu st and e伍cient VAT system tailor ed ωth e singl e m紅ket， COM (20 11) 851 fmal ， para 
5.2 .1. 
115 European Commission ， Summary Report ofth e Out come ofthe Public Consultation onぬe
Green  Paper on the future ofVAT ， Towards a simple ζmore robust and e伍cient VAT system， (1 

D ecember 2010 ・31 May 2011) ， at 16. パフ、リック ・コメントの中には、医療の提供に係る非

課税措置を廃止し仕入税額控除が認められるようにあれば、医療への投資が増加すること

が期待できるという意見もあった。
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るが、マーリーズ・レビューがイギリス一国を論じているのに対し、グリーンペーパーは

加盟国の事情にも配慮しながら EU全体の方向性を打ち出すという文書の性格からか、具

体性に乏しいように感じられる。中でも社会政策的配慮、に基づく非課税措置の見直しにつ

いては、その方向性すら必ずしも明確ではないという状況である。非課税措置についての

見直しにはその内容により濃淡があることを認識する必要があるだろう。

(2) 社会政策的配慮、に基づく非課税措置の見直し

本研究において重要性が高いのは、 社会政策的配慮に基づく非課税措置の見直しの要否

である。上記欧州の議論を踏まえると、その声はそれほど強くないということが分かる

116。これは、理論的には課税ベースを浸食し中立性の観点からも問題がある非課税措置は

廃止ないし縮小すべきということになるものの、いざそれを実行するとなると、社会政策

的配慮、に基づく非課税措置は広く国民一般に影響を及ぼす措置であり、かっその便益を付

加価値税導入以来数十年も(その前身の 取引高税時代を含めればさらに長きに渡り)享受

してきたという歴史があるため、(潜在的な)廃止・縮 小論者で、あっても、実現のための

具体的な道筋が見えていないことから論じにくいということがあるのではないかと推測さ

れるところである。

そのため、非課税措置の見直しの声としてあるのは、人的非課税及び物的非課税に関

し、非課税売上に対応する仕入税額の控除が認められないことから生じる歪みへの批判で

ある1170 このうち人的非課税については前節第5項で説明したとおりであるが、物的非課

税に関しては、物的非課税のうち控除不能額が価格に転嫁できない取引については、付加

価値税が事業者のコストとなってはならないという原則を歪めることとなるというもので

ある。

そもそも消費税をはじめとする付加価値税は、欧州における取引高税(turnover tax)の

大の問題点、である税負担の累積(c出cade effect) を解消することを目的に発展した税制である

116理論的な観点からの批判はもちろん存在する。例えば、価値財を非課税とした場合、

その便益と費用とを比較すると費用の方が大きくその効果が疑わしいため、むしろ標準税

率での課税を行い同時に低所得者に対する直接給付を行うべきとするものとして、 Ritade 
la Feria and Richard Krever ， supra note 53， at 18・19.
117この問題に関する包括的な分析と して、 Joachim Englisch ， The EU Perspective on VAT 
Exemptions ，。ゆrdUniversity Cen 的 for B山 iness Taxation WP II /11 (2011) at 49-62. 一方、当

該分析を受けて、付加価値税指令 132 条が適用対象となるサービスにつき軽減税率の適用

を提案するものと して、 see ，Richard Lyal ， Comments: The EU Persp ect ive on VAT Exemptions ， 
Edited by Rita de la Feria ， VAT Exemptions ， (2013 ， Wolters Kluwer) at 100. 
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ことから、税負担の累積が生じるような措置は基本的に排除されるべきであるといえる。

そうであれば、 非課税売上であっても対応する仕入れに係る税額は控除すべきとなるはず

であり、それを認めない措置は正に付加価値税の基本論理からの逸脱(aberration) で、ある

118 。

非課税売上に対応する課税仕入れに係る税額の控除を認めないとする措置の正当性に関

するドイツにおける有力説としては、前段階控除(仕入税額控除 )の権利は自らの納税義務

から切り離して独立して認められるべきではないlへというものがある。非課税売上につ

いては事業者が売上先から預かる税額がないため、その売上については納税義務が生じな

いことから、仕入税額控除も認められるべきではないということであろう。しかし、わが

国の医療機関を例に挙げれば、医療機関の主たる収入は非課税売上である社会保険診療報

酬であるが、課税売上となる自由診療収入があるため、大部分の医療機関は消費税の納税

義務者となる。 しかも、医療機関の課税売上割合は通常95%を大きく害IJり込むため120、仕

入税額控除につき一般の課税事業者と同等以上の申告に係 る事務負担を負うこととなる。

「仕入税額控除が認められない(その結果当該税負担を医療機関が被る) J部分の事務

負担を医療機関に負わせる租税政策的意義はどこにあるのであろうか。恐らく税収目的、

すなわち仕入税額控除を認めないことで事業者をあたかも 終消費者のように扱って税額

を負担させ税収減を食い止めるということ以外にはないであろう。ただし付加価値税は租

税なので、税収目的というのはそれ自体立派な目的であるという主張も成り立ち得る。 し

かし、診療報酬による措置が不十分な中で、税負担能力とは無関係に特定の納税者(事業

者)を狙し 、撃ちする形で税負担 ・事務負担を強いることになる医療機関の控除対象外消費

税問題は、 租税公平主義(憲法 14条 l項)の観点からも問題であると指摘し得るだろう 121。

118 Liam Ebrill ， Michael Keen ， Jean -Paul Bodin ， and Victoria Summers ， The Modern VAT ， (2001 ， 

International Monetary Fund) ， at 83; Oskar Henkow ， supra note 49， at 71 でも「仕入税額控除は

制限されるべきではなしリとしている。売上への付加価値税の課税が困難であること(そ

の結果としての非課税)が仕入税額控除否認 へとつながらないことを指摘するものとし

て、 see，Richard Lyal， Comments : The EU Perspective on VAT Exemptions ， Edit ed by Rita de la 
Feria ， VAT Exemptions ， (2013 ， Wolters Kluwer) at 96. 

119 当該ドイツの学説を紹介するものとして、 三木義一「非課税取引とゼロ税率j 日税研

論集第30号(日本税務研究センター ・平成7年) 210頁参照。

120 課税売上割合が 95%以上で進行年度の課税売上高が 5億円以下であれば、いわゆる

f95%J レーノレ」により、仕入税額が非課税売上に対応するものも含め全額控除される(消法

30①)。

121 税収 目的から非課税売上対応の仕入税額控除を認めないことの各国憲法上の問題点を

指摘するものとして、Joachim Englisch ， supra note 117 ， at 56. 
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課税技術上非課税とされている項目(金 融取 引など)については「課税 代替措置(仕入税額

控除の否認による実質的な課税化122)Jとしての正 当化も言えようが、社会政策的配慮に基

づく非課税措置の場合、その主張も正当性を持たないであろう。 以上から、 ドイツの有力

説はあまり説得的ではないと思われる。

そう考えると、社会政策的配慮に基づく非課税措置の場合、 終消費者の負担軽減が実

現することこそが重要なのであり、その負担を事業者が被る理論的根拠はないということ

になるであろう1230

(3) 課税選択(オプション)制度

非課税措置の問題点、すなわち非課税売上に対応する課税仕入れに係る仕入税額控除が

否認されることへの対処方法として、 付加価値税指令において既に導入されている制度と

しては、課税選択(オプション)の 制度がある。すなわち、 EUの付加価値税指令におい

て、事業者の選択により、 非課税となっている項目につき課税とする「オプション制度

(right of option) Jが導入されている。 同指令 137条124によれば、オプション制度の対象とな

るのは以下の非課税項目である。

① 金融取引(同指令 135 条 l(b)から(g) に該当するもの)

② 建物、建物の一部及び建物が建つ土地の供給(su ppl y)で、同指令 12条(l)a にいう建築予

定の建物や土地の供給に該当しないもの

③ 建物のない土地の供給で同指令 12条(l)bにいう宅地(b uilding land) の供給に該当しない

もの

④ 不動産の賃貸

EUの付加価値税指令においてオプション制度が採用されているのは、金融取引及び不

動産取引のみであり、医療・福祉のような社会政策的配慮、から非課税とされている項目は

対象外である。また、当該指令を受けてドイツで採用されているオプション制度も、金融

122 三木前掲注 119 論文213 -214 頁。三木教授も社会政策的配慮、に基づく非課税措置の

仕入税額控除を認めないことの理論的根拠は薄弱である旨主張されている。

123 その意味では、軽減税率の方が政策目的に適合している としづ指摘もある。See

Joachim Englisch ， supra note 117 ， at 59 しかし、非課税適用のものを軽減税率化することの問

題点については、前述第2章第10節第2項③参照。
124 Art icle 137 1 ofCouncil Directive VAT 2006 /112厄Cof28 November 2006 . EUの当該制度
を紹介するものとして、 西山由美「非課税範囲等の再検討」税研 167 号 (2013 年) 40-
43頁参照。
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取引及び不動産取引のみで、かつ、事業者間(Bto B)取引に限定されている125 。 ドイツにお

いて不動産賃貸にオプション制度が採用されているのは、賃貸が非課税のままだと賃貸人

である事業者が対応する佐入税額を控除できないため賃貸料が高くなり、賃借入である事

業者が建物の賃貸よりも取得を目指すようになることから、賃貸人がマーケットから締め

出されることを防止するための措置と説明される126。すなわち、オプション制度の狙い

は、専ら事業者において非課税売上であると不可能となってしまう仕入税額控除を可能に

することであると考えられる。欧州においてオプション制度は事業者間取引に限定されて

いるが、これは恐らく双方とも仕入税額控除の権利を有する事業者間の取引であるがゆえ

に混乱なく成り立つからではないかと考えられる127。

ただし、オプション制度をめぐっては制度の複雑化及び不透明性に関し批判128があり、

その取扱いや制度の間隙をぬった租税回避事案が欧州各国で訴訟となっている129 。そのう

ち欧州司法裁判所の判決と して以下に述べるハリファックス社事件130などがある。

イギリスを中心に銀行業を営むハリファックス社はその提供するサービスの大部分につ

いて付加価値税が非課税で、あったため、通常課税仕入れの5%程度しか控除できないでい

た。そこでハリファックス社は、四か所のコールセンター建物の建築工事に際し、自社で

は当該建築工事に係る仕入税額控除がほとんど受けられないことから、不動産業を営むそ

の子会社に建物建築工事を発注するとともに、その資金に係る貸付を行い、またその建物

を子会社から借受けることで、子会社において建物賃貸に係る非課税扱いを課税とするオ

プション131を行使して仕入税額控除を受けることを目論んだ。ここで仕入税額控除の対象

となる課税仕入れは、ハリファックス社の子会社が当該建築工事についてハリファックス

グ、/レーフ 。外の業者(ann 's-length builders) と契約して委託した業務についてである。

125 西山前掲注 124 論文40-41貰。

126 三木前掲注 119 論文 220 頁。

127 場合によっては、第6章でみる教育サービスのようにBto C取引でも成り立つことが

考えられる。

128 Rita de la Feria and Richard Krever ， supra note 53， at 20. 
129 ドイツの不動産賃貸に関する中間賃貸方式については、三木前掲注 119 論文220 -221

頁、イギリスにおける非課税取引の割合が高い大学による不動産賃貸に関しての裁量信託

Cdiscretionary 回 st) を挿入するスキームCC-223 /03，Univer si旬ofHudde 路島ld) については、西

山前掲注 124 論文41-43 頁参照。

130 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 February 2006 ， Case 255 /02， Halif ax plc ， Lee ds 
P ermanent Development Servi ces Ltd and County Wide Prop erty Inv estme nts Ltd v Commissioners 
of Customs & Excise . 

131 Schedule 10， 2-3A ofthe VAT Act 1994. 法文上は“election to waive ex巴mption "とし、う。
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これに対し課税庁は、ハリファックス社と子会社聞のコールセンター建築工事契約は実

体を伴わないもので、実質的にはハリファックス社が直接グ、ルーフ。外の業者と契約して業

務を遂行していたとみるべきであることから、グループ外の業者と子会社間の取引は税法

上供給 (supp lies )には該当しないとして、子会社がグループ。外の業者に対して支払った建

築工事代金に係る VAT の仕入税額控除を否認した。

ハリファックス杜とその子会社は当該課税処分を不服としてロンドン付加価値税関税審

判所(V ATand Duties Tribunal London) に提訴したが、審判所は欧州司法裁判所 (ECJ )に以

下の三点につき先決裁定(p reliminary ruling) を求めた。

ア.専ら税務上のメリットを得ること以外に事業目的がなく取引に参画した事業者は付 加

価値税法の適用に当たりその経済活動(economic activities) として供給 (supplies )を行って

いるといえるのか?

イ. グ、/レーフ 。タトの業者が行った業務の受け手を決定する判断基準は何か?

ウ. ECJ が確立してきた権利の濫用(abuse ofrights) の法理はハリファックス社の子会社が

行った仕入税額控除を否認する根拠となるか?

ECJ は上記アにつき、仮に税務上のメ リット得ること以外に経済的な目的がなくとも、

客観的な状況からその要件を満たしていると考えられるときは、事業者は付加価値税法の

適用上供給を行っていると判断した。またイについては、濫用的な取引が行われている場

合には、濫用的な取引がないとした場合の取引に引き直すこととなるとした。さらにウに

ついては、その取引が濫用的であると認められるためには、指令や園内法の規定の目的に

反して税務上のメリットが受けられ、また、客観的な事象から取引の主要な目的が税務上

のメリットを得ることにあることが明白である必要があると判示された。加えて、この判

断基準に基づき濫用的な取引が行われていると認められる場合には、濫用的な取引がない

とした場合の取引に引き直すこととなるとされた。

上記のような欧州の経験を踏まえれば、仮にわが国でオプション制度を採用する場合に

は、 租税回避スキームへの対処策も重要な検討課題となるであろう 132

7. 小f舌

イギリスの付加価値税は、標準税率のみならず、ゼロ税率及び軽減税率を採用するなど

132 同様の指摘として、西山前掲注 124 論文42-43 頁。
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複雑な税率構造を採っており、しかもその適用範囲がかなり広範囲に渡っているなど、そ

れが課税ベースの浸食をもたらし中立性を損ねることとなるため、その早急な見直しが叫

ばれている。イギリスにおける付加価値税の複雑な税率構造の教訓|からわが国が学ぶべき

点は少なくないが、ここで特に強調しておきたいのは、軽減税率の導入の可否である。 イ

ギ リスは付加価値税導入時軽減税率を採用していなかったが、 1990 年代に採用するとその

後徐々に適用範囲を広げている。主として逆進性に配慮、した措置である非課税、ゼロ税率

及び軽減税率は、一度採用するとその縮減、廃止は政治的ハード、ルが高く、実現は極めて

困難である。逆進性対策の中で(そもそも逆進性対策の必要性の有無も含めて)、軽減税

率をどう位置づけるのかの理論的な検討なしに、わが国において安易に軽減税率を導入す

ることには慎重であるべきことを、われわれはイギリスの経験から学ぶことができる。

また、イギリスを含め欧州では付加価値税の「制度疲労Jが問題視されており、マーリ

ーズ ・レビューやグリーンペーパーなどにより見直しの動きがみられ、非課税措置につい

てもその例外とはなっていない。しかしながら、医療や福祉等に対する社会政策的観点か

らの非課税措置については、未だ見直しの方向性が定まっていないところである。この点

はわが国の医療非課税の見直し論議においても十分念頭に置くべきと考えられる。

なお、社会政策的配慮から非課税とされ、かっ、 終消費者向け(Bto C)の取引である医

療・福祉については、事業者単位で課税選択をするオプション制度の導入は現場が大混乱

する恐れ133もあり、事実上不可能ではなし、かと考えるところである。欧州においてオプシ

ョン制度が事業者間(B to B)取引に限定されるのは、このような執行上の問題がその主たる

理由ではなし、かと考えられる。

133 村井教授は医療サービスの提供に関してもオプション制度の適用が可能ではないかと

指摘するが、現実問題として、病院等の支払い窓口において患者から向けられる「なぜこ

の病院は(他の病院と異なり)社会保険診療に消費税を課すのか Jという問いかけ(抗

議)に対し、会計担当者にその都度説明させるというのは、酷に過ぎると思われる 。ただ

し、村井教授の fE Uの経験に必ずしもこだわる必要はなく、我が国の事情を考慮、した上

で、選択権の適用範囲、適用要件を考えていくべきはいうまでもないJという指摘には賛
成である。村井正 「消費税法上の非課税取引は全廃か、課税選択権かJ税研201 4年 1月
号20- 24頁参照。
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第5章 カナダ及びオーストラリアにおける医療の提供に対する付加価値税の取扱い

1.は じめに

第2章で詳述したように、わが国においては社会保険診療や福祉事業の提供は消費税が

非課税とされているが、それに対応する仕入税額が控除不能となる控除対象外消費税の問

題、いわゆる 「損税」問題がクローズアップされている。わが国と同様の付加価値税を導

入している欧州をはじめとする諸外国においては、多くの国で‘医療や福祉事業の提供につ

いては非課税としているが、非課税売上に対応する仕入税額控除は通常認められないた

め、わが国と同様に控除不能となる仕入税額が生じることとなる。しかし、カナダの付加

価値税である GST(Goods and Services Tax) においては、病院を含む公的サービスを提供す

る事業者に対して、非課税売上に対応する仕入税額に関し、その一部ないし全部を還付す

る制度が導入されている。そこで本章の前半では、カナダにおける GST制度及び病院を

含む公的機関に対する GST 還付制度(public service bodies' rebate) を概観し、その意義を検

討することで、わが国の控除対象外消費税問題解決に向けての参考資料にすることとした

し1。

また、本章では後半においてオーストラ リアにおける医療の提供に係る付加価値税

(Goods and Services Tax ， GST) の取扱し、と仕入税額控除制度について合わせてみていくこと

としたい。OECD 加盟国中付加価値税の導入が 後発であるオーストラリアにおいては、

医療の提供に対するゼロ税率や、非課税売上に対応する仕入税額控除が不能となる仕組み

の例外として、 住人税額の 75%相当額の控除を認める減額仕入税額控除制度(reduced input 

tax credit ， RITC) が適用されるなど、諸外国において例を見ない独特の興味深い制度を導入

している。わが国の医療界は医療のゼロ税率化の可能性を模索しているため、オーストラ

リアにおける当該措置に係る立法趣旨の解明は有意義であると考えられる。

2. カナダにおける付加価値税導入の経緯

(1) カナダ税制の特徴

カナダは連邦制国家であり、それがカナダ税制にも色濃く反映している。連邦制国家の

下では一般に憲法の規定に基づき立法権が連邦政府と地方政府の間で分割される制度を採

るが、カナダの場合、憲法上の税源の配分については、連邦が税制全般、 州が州の目的の

ための直接課税とされている(カナダ 1867 年憲法91条3項及び92条 2項)。このように
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カナダにおいては憲法上課税権に関し連邦の優位性が明確であるが、実際には、後述する

州売上税は小売業者を税務当局の代理とみなすことで直接課税の範鴫に入るとし、う解釈を

採って導入されたというように、柔軟性があるl。これは、 1867年カナダ憲法はイギリス

議会の制定法で、あったことから、違憲審査権が 1949年にカナダ 高裁判所に移譲される

までイギリス枢密院司法委員会(Judicial Committee of the Privy Council )にあったが、同委員

会が憲法92条 13項の「州内における財産及び民事的権利」を根拠に州の権限を強化する

解釈を行う傾向にあったということを反映しているものと考えられる20

現在のカナダにおける租税等収入の内訳は以下の表のとおりである。

0 図5-1 カナダにおける租税等収入の内訳(20 09年) (単位.百万カナダド、ル )

連邦 州・ 準州 地方 合計(連結ベース)

所得税 153，003  95，652 248，655 

消費税 42，535 64，499 116 107，150 

資産税 8，689 46，173 54，862 

その他の租税 1，207 19，660 940 21，807 

小計(租税) 196，745 188，500 47，229 432，474 

医療保険料 3，390 3，390 

社会保険料 17，284 12，866 35，404 

財 ・サービスの販売 9，588 29，862 18，342 53，625 

投資所得 12.878  37，3 14 3，355 54，068 

その他の自主財源 439 5，426 1，155 6，836 

自主財源、計 236，934 277，358 70，082 585 .799 

他の政府からの移転 424 64，225 51，711 

合計・ 237，357 341，582 121 ，793 585，799 

(注1 ) 連邦及び州 ・準州は2009 年 3月期、地方は 2008 年 12月期である。

(注2) r他の政府からの移転j が自主財源、のうち社会保険料以下に割り振られるため、社

会保険料以下の各項目の合計額は連結ベースの合計額と一致しない。

(出典) Statistics Canad a， G overnment -R evenue and Expenditure s 

l池上岳彦「カナダの連邦制度と社会保障」海外社会保障研究A utumn 20 12， 43-44 頁。

2岩崎美紀子「政治と現代福祉国家J城戸喜子・塩野谷祐一編『先進諸国の社会保障3カ
ナダ~ (東京大学出版会 ・199 9年) 78 -79頁参照。
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また、連邦税収の内訳は以下のとおりである。

0 図5-2 カナダ、連邦税収の内訳(20 11-2012会計年度) (単位 :百万カナダドノレ)

エネノレギー

税， 5，328

(2.7%) 

非居住者所得税，

5，300 

(2.7 % ) 

(15. 

(注) カッコ内は割合

その他の税

収， 5，546 (2.8%) 

税収総額: 1，993 億

7，700 万カナダドル

(出典) Department of Finance ， Ann ual Financial Report of the Government of Canada ，町2011 -2012.

カナダの付加価値税制を理解するうえで重要なのは、その法的構造である。すなわち、

連邦国家であるカナダは本節第2項で見るような経緯を経て付加価値税を導入していった

が、その過程で州政府との課税権の競合が生じたため、連邦政府は各州政府と個別にその

調整を図る必要に迫られた。その結果、連邦税である GST(Goods and Services Tax) はカナ

ダ全土で施行されているものの、州税は以下のように複雑なパターンに分かれて施行 ・執

行されている(2013 年 1月現在、後掲図 5-4も参照)。

① GST のみの州

間接税法(Excise Tax Act(以下"ETA" と称する))により連邦税である GST は課されるもの

の、 州税として付加価値税ないし小売売上税(Retail Sales Tax ， RST) は課されない州・ 準州

で、アルパー タ(Alberta) 州並びにノースウエスト・テリ トリーズ、(Northwest Territories) 、ヌ

ナプット(Nunavut) 及びユーコン(Yuk。ωの3準州が該当する。
② GST 圧1ST を導入する州

連邦税である GST のほかに、州税として GST と基本的に課税ベースを共有し州ごとに

税率を設定し、 執行も連邦に委託する HST(Hannonized Sales Tax) が導入されている州とし

て、ニューファンドランド ・ラブラドール(Newfoundland and Labrador) 、ニュー・ブランズ

ウィック(New Brunswick) 、ノパスコシア(Nova Scotia) 、オンタリオ(Ontario) 及びブFリテイツ
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シュ ・コロンピア(B ritish Columbia) 3の5州がある。HST は連邦が執行 ・徴収するものの、

連邦との合意4に基づき一定金額を州に配分する仕組みとなっている。

③ GST のほかに RST を導入する州

連邦税である GST のほかに、州税としてRST を賦課徴収する州として、プリ ンス ・エ

ドワード ・アイランド(Prince Edward Island) 5、マニトパ仏4姐 itoba) 及びサスカチュワン

(Saskatc hewan) の3州がある。州税としての RST が州税法に基づき執行され、税収も州に

直接帰属することとなる。

④ GST /QST を導入する州

連邦税である GST とほぼ課税ベースを共有する州税である QST(Quebec Sales Tax) を州

政府が GST をも含めて一括で執行し、その一定部分を連邦政府に配分するユニークな仕

組みを採っているのが、歴史的に分離主義的な政治風土を持つケベック(Quebec )州で‘あ

る。法的には、 州から連邦に税法の執行権限を委譲するHST とは逆に、 QST は連邦から

州に税法の執行権限が委譲されていると評価できる60

なお、上記のうち①と②は州税部分に独立の州税法はなく、 連邦法である間接税法によ

り税法が施行・執行されている(single law provinces /territories) 。一方③と④は間接税法以外

に独立の州税法が適用される(double law provinces) という点が大きく異なる7。

(2) 付加価値税の沿革8

カナダにおいて付加価値税制である GSTが導入されたのは、マノレノレーニー(Mulroney) 保

守党政権下の 1991 年のことであった。カナダにおいては、 世界に先駆けて 1920 年に連邦

税として多段階課税である税率 1%の売上税(Federal Sales Tax) が導入され、これが 1924 年

3後述するように、 2013年4月以降ブリテイツ、ンュ ・コロンビア州においてはHST が廃

止されRST が復活したため、結果として上記③のカテゴリーに分類されることとなっ

た。

4例えば、連邦政府とオンタリオ州聞の合意については、 see ，Memorandum of Agreement 

Con cerning a Canada-Ontario Comprehensive Integrated Tax Co・ordination Agreement (2009) ， and 
Canada-Ontario Comprehensive Integrated Tax Co・ordination Agreement (2009 ). 

5後述するように、2013 年 4月以降プリンス ・エドワー ド・アイランド州は州小売売上税

から HST に移行したため、結果として上記②のカテゴリーに分類されることとなった。

6 Rebecca Mill ar， Smoke and Mirr ors: Applying the Full Taxation Model to Government under the 
Australian and New Zealand GST Laws ， edited by Rita de la Feria ， VAT Exemptions ， Wolters 
K.l uwer ， (20 l3)， at 169 . 

7上記分類は、 Rebecca Millar ， supra note 6， at 168-16 9の考え方に依拠している。

8以下は、Ri chard Domingue and Jean Soucy ， The Goods and Services Tax: 10 years later ， PRB 
00・03E ，15 June 2000 の記述に基づく。また知念裕『付加価値税の理論と実際~ (税務経理

協会 ・1995 年) 162 -165 頁も参考になる。
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に、納税者が比較的大企業である製造業者に限定され執行が容易な単段階課税である製造

(業)者売上税 (manufacturer's sales tax、税率6%) となった。

連邦税である製造者売上税は税率については順次上げ下げされていたが、基本的な仕組

みは維持されたまま存続していた9。また、 1930 年代の大恐慌期には州税である小売売上

税が 1937 年のサスカチュワン州及び 1940年のケベック州を皮切りに導入されていった

10。 しかしその後、 1960 年代以降度々制度的な問題点が指摘され、その解決のための提案

がなされてきた11。例えば、 1966 年の王立税制委員会(カーター委員会)では、小売段階

の売上税の方が製造段階のものよりサービスをも課税対象に含めるなど課税ベースが広い

ため中立的であることや、売上税に関し連邦と州とが課税ベースや徴収を共通化すべきこ

とを提案された。1977 年には物品税検討グノレープが、売上税は統一的に卸売段階で課税す

べきというレポートを公表した。 同グループは小売段階の課税の方がより 中立的であるこ

とは認めていたが、 9つの州税に関し小売段階課税に統一することは困難であるため採用

は難しいとしていた。

1983 年 2月には連邦売上税検討委員会(グッ ドマン委員会)は、製造段階での課税も

卸売段階の課税も売上税の改革案としては問題があるとした。 同委員会は改革案として、

①連邦と州にまたがった小売売上税(National Retail Sales Tax) 、②連邦レベルの小売売上税

(Federal Retail Sales Tax) 、③連邦レベルの付加価値税(Value Added Tax) の三つの選択肢を提

示した。 同委員会のレポー トはその中でも、連邦レベノレの付加価値税の導入とそれへの州

の参加を特に提案していた。連邦国家であるカナダにおいては、州において既に導入済み

の小売売上税との調整が重要な鍵となっていた120

9製造者売上税は各国でも導入されていったが、その後次々と廃止され、結局 後まで残

ったのはカナダ、においてで、あった。林宜嗣 fEC 型付加価値税と日本型消費税j 貝塚啓

明・石弘光・野口悠紀雄・宮島洋 ・ 本間正明編『税制改革の潮流~ (有斐閣・ 1990 年)

135 頁参照。

10 Benjamin Alar ie and Richard M . Bird ， Canada ， Edited by G. Bizioli and C. Sacchetto ， Tax 

Aspects ofFiscal Federalism ， A Comparative Analysis ， (IBFD ， 2011) ， at 114. その後20年間でア

ノレバータ州以外の全州で小売売上税が導入されていった。

11 カナダの売上税改革に係る先行研究と しては、水野忠、恒『消費税の制度と理論~ (弘文

堂 ・1989 年) 62-100 頁がある。

12 カナダの 1867 年憲法(Cons titution Act 1867 )の制定者は、隣国アメリカが合衆国憲法によ

り連邦議会が限定された権限しか有しておらず、政策等の実行に制約が加えられているこ

とへの懐疑(結果としてアメリカは南北戦争という内戦を引き起こ している)から、強力な

連邦政府を樹立するとしづ意図で憲法を起草しており、条文上連邦政府による州のコント

ローノレの余地を強く残しているが、現実には州の権限が広く認められ、連邦の政策を推進

する際はかなりの譲歩を迫られている。 松井茂記『カナダの憲法~ (岩波書庖 ・2012 年)
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1987 年6月にはウィノレソン大蔵大臣が税制全般の改革に関する白書13を公表したが、そ

の中で、間接税(multi -stage sales tax)に関し3つの選択肢が提示された。一つ目が連邦と州と

にまたがった付加価値税(n ational sales tax l4
)で、これにより既存の連邦売上税と州の小売売

上税が廃止されることとされた。その他の二つの選択肢は州の小売売上税はそのままで連

邦税のみ多段階の売上税とす‘るものであり、 一つが非課税項目の(ほとんど)ない単一税

率の財 ・サービス税 (goods and services tax l5) で、もう一つが少数の非課税項目がある欧

州型の付加価値税(value-added tax 16) で、あった。政府はこのうち連邦と州とにまたがった付

加価値税(national sales tax) の導入が望ましいとし、 州との協議が行われる旨が発表され

た。

翌 1988 年3月には下院の財政経済問題常任委員会が前年の改革案に関するこつのレポ

ートを公表した。一つはニュージーランド ・モテ、/レ 17を手本にした、連邦と州とにまたが

った課税ベースの広い (食料品も課税対象とする)売上税を導入することであり、もう一

つは連邦政府が州と交渉し連邦と州、ほにまたがった売上税を早期に導入することで、あっ

た。

1989 年4月24 日にはウィノレソン大蔵大臣が、連邦政府が先行して、1991 年 1月 1日

から財・サービスに対する多段階の付加価値税を導入することを宣言した。これは、付加

価値税導入に関する連邦政府と州との交渉は決裂し、 連邦政府によれば、州は早期に連邦

政府の動きに呼応することはないということを宣言するもので、あった。

州側は当該連邦政府の決定に対して、消費課税は州固有の課税領域18であり、連邦政府

89-91頁参照。
13 Michael H. Wilson ， The Whi te Paper: Tax Reform 1987 ， June 18， 1987. なお、当該白書では売

上税の改革とともに所得税改革を一体かっ包括的に行うことが謡われていたが、これは

1986 年のアメ リカにおけるレーガン税制改革による所得税及び法人税の税率引き下げがカ

ナダ企業のアメリカ進出を促進したため、カナダの国際競争力を回復する目的で、 所得税

の負担軽減と売上税改革による安定した税収構造の確立を目指 していたとし、う背景があっ

た。水野前掲注 目 書92-93頁参照。
14連邦税部分と州税部分とに分かれ、 州税部分の税率は各州に決定権がある。現在の

HST の原型となる課税構造であると考えられる。 Michael H. Wilson ， SUj フranote 13， at 65. 
15わが国の消費税と同様に仕入税額控除をインボイスではなく帳簿書類に基づいて行う仕

組みとなっていた。Michael H . Wilso n， supra note 13， at 69. 
16欧州の付加価値税制と同様に仕入税額控除をインボイスに基づいて行う仕組みとなって

いた。Michael H . Wilson ， supra note 13， at 69. 
17ニュージーランドの付加価値税 (GST )の概要については、 seeCommentary by Ian 

Dickson and David White ， Dimensions ofTax Design ， at 387 -406. 
18ただし、憲法92条2号で州の課税権限は直接課税(direct tax) に限定されていたため、州、|
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の方針は憲法で認められた課税権を超える行使であると反発した。実際、アノレバー夕、オ

ンタリオ及びブリティッシュ・コロンピアの3州19は連邦付加価値税の導入は憲法違反で

あるとして提訴した。このうちアルパータ州は、 州政府自体は課税の対象外(100 %還付)と

されたものの、憲法上州の権限下にある大学、学校、病院といった組織が連邦付加価値税

(Goods and Services Tax)の課税対象となることを問題視し、そのような課税権の行使は州の

権限を侵害すると して州の控訴裁判所(Court of AppeaU に勧告意見20を求めた。それに対し

連邦 高裁判所は 1992 年 6月に、連邦付加価値税法それ自体は憲法第91条 3号の課税権

(税金のあらゆる方式及び制度による歳費の徴収)の行使であり、連邦議会の権限内であ

ると判断した2 1。

1989 年8月8日に公表されたテクニカルペーパーでは、付加価値税の税率は9%にする

と明記されたが、同年 11月の財政常任委員会は、連邦政府の売上税を付加価値税に切り

替える提案を支持したものの、税率は7%にすることや、連邦と州とにまたがった付加価

値税に三、四州でも参加することとなるように、 州、ほの交渉を継続することを推奨した。

連邦政府の方針に強硬に反対していた州側も、 1991 年の連邦付加価値税導入の日が近づ

くにつれ徐々に態度を軟化させていった。そしてついに 1990 年 8月 30 日、連邦政府とケ

ベック州は合意文書にサインをしたと発表した。その合意内容は、連邦政府はケベック州

内の付加価値税の執行を州に移管する22一方で、、ケベック州の売上税の課税ベースを連邦

付加価値税のものと共通化することで、あった。もっともこれが、 1991 年 1月 1日の連邦

付加価値税施行日までに連邦政府と州、同が合意した、 唯一のものだった。ケベック州のこ

売上税は消費者に対して直接課税するものという法的制約があり、税額表示についても別

表示(tax-exclusive pricing);Ò~義務付けられていた。 これが GST圧ìST の導入後も尾を引き、

税額表示についてはその後も税額別表示を国民が支持していった。Alarie and Bird ， s叩ra

note 10， at 120. 
19訴訟には加わらなかったものの、ケベック州 も同様の懸念を抱いていたという。Alarie
and Bird ， supra note 10， at 116. 
20 カナダにおいては、連邦法や州法の解釈や合憲性について、連邦政府は連邦 高裁判所

に、州政府は州の控訴裁判所に勧告意見を求める照会制度(reference) が存在する。R.J .
シャープ「カナダ憲法における司法制度と違憲審査権(l)J法雑43巻 1号(1996 年)168 頁

参照。

2 1 Reference 陀 Goods and Services 払x，[1992] 2 S.C.R . 445. 松井前掲注 12書 104 -105 頁参
昭

22 連邦政府と州政府の合意により、 州政府がケベック，'Iiにおける GST の執行を行う見返
りとして、その事務委託費用を連邦政府から受けることとなっている。Alarie and B凶 ，

supra note 10， at 116. 
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の新しい売上税の仕組みはケベック協調売上税23 (Quebec Sales Tax ， QST) と呼ばれ、 1992

年7月1日に施行された24。ケベック州に続いたのはサスカチュワン州で、 連邦付加価値

税施行直後の 1991 年2月、 1992 年から連邦税に州売上税を調和させるとした。

1994 年 6月20 日、下院の財政常任委員会はレポート25を発表し、連邦 GST と州売上税

とを統合して連邦と州、ほにま.たがった 付加価値税(National VAT) を導入することを推奨し

た。そのレポートでは、カナダの付加価値税は連邦税部分と州税部分とに分かれるものの

基本的に全国で課税ベースが共通化されることが謡われていた(ただ し州売上税が存在し

ないアルパータ州を除く)。付加価値税につき連邦と州とで課税ベースを共通化すること

のメリッ トは、税の簡素化に加え、執行に伴う費用の削減及び納税者側の申告コストの削

減が挙げられていた。

各州と連邦政府との交渉の結果、ついに 1996 年4月23 日、連邦政府は、太平洋に面 し

たノパスコシア、ニュー・ プランズウィック及びニューファンドランド ・ラブラドールの

3州と連邦税と州売上税との調和に関し合意したと発表した。その6か月後の同年 10月、

連邦政府と上記3州は 1997 年4月 1日から州売上税に代わり、新しい付加価値税である

調整売上税26(Harmo nized Sales Tax ， HST) を導入すると発表した。HST の下では、太平洋に

面した州については税率 15% (うち連邦税5%、ただし当面連邦税7%及び州税8%)、そ

の他の州は 14%とすることとされていた。

連邦と州との合意では、連邦税と州、|税との調和により州税の税収減の半分程度を補うた

め、連邦は3州に対し、 初の2年間は毎年3億 4，900 万ドルずつ、 3年目は l億 7，500万

ドノレ、 4年目は8，800 万ドルの総額9億 6，100 万ド、ル支払うこととされていた。これは連邦

23 後述する HST と異なり、課税ベースは共有するものの、課税標準や執行権は別々

(QST の場合執行権を州政府が持つことが大きな特徴である)としづ重複型付 加価値税

(dual VAT) の一類型である。See ，Richard M. Bird and Pierre Pascal Gendron ， Dual VATs and 
Cross -Border Trade: Two Problems ， One Solution? ， lnternational Tax and Public Finance ， 5 (1998) ， 
at 433-434 . 

24連邦から GST に係る執行に係る委託を受ける QST の枠組みについても連邦 高裁によ

り合憲とされている。 Rφrence re Quebec Sales Tax ， [1994] 2 S.C .R. 715. 

25 Standing Committee on Finance ， Replacing 血eGST: Options for Canada ， June 1994. 

26 連邦政府と州政府が同一の課税ベースに対し各々均一税率(標準税率)の付加価値税を

賦課し、連邦政府が徴収したのち、 一定の算式に基づき州政府へと配分する、共同型付加

価値税QointVAT) の一類型で、ある。1996 年に EUで提案されたpreparatory act(A Common 

砂'stem ofVAT' A Programmefor the Single Market ， (COM(96)0328 C4-0458 /96) や日本の地方消

費税もこれに分類される。持田信樹「付加価値税の政府間割当てJ経済学論集67-2
(2001 年) 13、25 頁参照。
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が州売上税を連邦税に調和させる仕組み但ST) へと各州を誘導するため、 州の税収減が5%

を上回る場合、 初の2年間は税収減の 100 %相当額を、 3年目は50%相当額、 4年 目は

25%相当額を支払う「調整援助措置(ad jus回 ent assistance) Jに基づく措置である。

当該調整援助措置制度の下では、ケベック、オンタ リオ及びブリティッシュ・コロンビ

アの3州は税収額が 5%を超えないため連邦からの援助は受けられない。一方、サスカチ

ュワン、マニ トパ及びプリンス ・エドワード・アイラニィドに対しては連邦から 5億 4，000

万カナダドノレ支払われることとなる。

しかしながら、このような州にとって有利な調整援助措置の導入にもかかわらず、 州が

HST への転換を拒んだのは、以下の5つの理由からだ、った。

① 政治的リスク

HST の導入は政治的にリスクが高いとみなされていた。すなわち、課税ベースを連邦税

と合わせて拡大すると、それに伴う政治的な圧力(課税対象となる業種からクレームを受

けるなど)を受ける こととなるというわけである。

② 転嫁の問題

HST の導入により、前段階の仕入税額控除が認められることから、租税負担が企業から

消費者に転嫁されることとなる。いくつかの州では、消費者に過重な負担を強し、ることに

なるとして、これを問題視していた。

③ 課税権の喪失

HST の導入により、州側が課税に関し独自の権限ないし裁量権を喪失することを懸念し

ていた。しかし、 1996 年の合意においては、連邦側は州に対し個人及び法人所得税に関す

る更なる課税の権限を付与していた。

④ 税執行の複雑化

HST の導入により、税の執行が複雑になることが懸念されていた。連邦はHSTにより

税の執行が簡素化し執行コストも減少すると主張していたが、 初に導入したケベック州

においてはそれとは程遠い状況にあったとされる。確かに、各州が一致して閉じ課税ベー

ス、同じ税率を適用する場合には、連邦が主張するような状況になることが想定される。

しかし、実際の税制は州により異なるため、特に州をまたがる取引に関する付加価値税 ・

売上税の取扱いが複雑化した。

例えば、 HST を導入していない州から導入している州へ商品を販売した場合、 HST を

導入していなし、州で、あっても相手先の HST を徴収しなければならなかった。一方、 HST
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を導入している州から導入していなし、州へ販売した場合、販売者の所在する州はHST を

徴収する必要がないこととなる。これを図で示すと以下の通りとなる。

0 図5 - 3 HST 導入州・ 非導入州聞の取引

HST 導入州 HST 非導入州

HST 徴収不要

業者.

HST 徴収要

しかも、 1996 年の合意では、 HST を徴収する権限は州ではなく連邦側にあるとされて

いた。

⑤ 予算編成の困難性

これまで常に州側が問題にしていたことであるが、 HST の導入により州の税収が減少し

予算編成が困難になることが想定された。課税ベースの拡大にもかかわらず税収が減少す

るのは、主として課税の累積を排除するための前段階における仕入税額控除がその理由で

あった。これを解決するため、連邦は前述の調整援助措置により州における税収の減額分

を補填することとした。さらに、連邦との合意を締結した州に対しては、前述の③の通

り、連邦は個人及び法人所得税に関する更なる権限を付与していた。これらの措置によ

り、少なくとも州における HST 導入に伴う当面の税収減に関しては対応できるものと期

待されていた。

その後も連邦と州との交渉は継続され、 2009 年3月にカナダ 大の州であるオンタ リ

オ州が2010 年7月 1日から州売上税を廃止 しHST に切り替えることを発表した。このと

き連邦政府とオンタリオ州政府は合意文書27により、連邦政府から州政府へ43億カナダド

ノレの一時金(transitional 出sistance) のみならず、 HST の執行に係る費用の名目で追加の金銭

が支払われている28。しかも、廃止する州売上税と切り替え後のHST の税率はともに8%

27 Comprehensive Integrated Tax Coordination Agreement between 也eGovernment of Canada and 
the Government of Ontario (2009) ， at 69. 
28 HST 導入に際して 1996 年に連邦政府と 3州が合意した調整援助措置は、あくまで州売
上税をHST に切り替える際に税収が減少することへの補償措置という位置づけで、あった

が、オンタリオ州の場合これに該当しないという批判があった。この批判に対しては、①

経済的規模の大きいオンタ リオ州がHST に切 り替えることで事業活動が活発化すれば、

カナダ経済全体に与える影響も小さくない、②リーマンショック後の経済危機の下で売上
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であるが、 州売上税よりも HST の方が課税ベースが広いため、州政府にとって税収が増

加するというメリットがあった。同様の理由で、連邦政府から 16億カナダドノレの一時金

を受けたブリティッシュ ・コロンピア州においても、州売上税がHST( 税率7% )に切り替

わることとなった。

2010 年7月1日から、カナダの州の中で経済的規模が大きいブリティッシュ ・コロン

ピア及びオンタリオの2州が新たに HST を導入したが、これは上記理由のほか、州売上

税で事業者が負担することを余儀なくされた税の控除(消費者への転嫁)が可能となり、

新規ビジネスの誘致に魅力を増すとともに、課税ベースの調和化によりコンブライアンス

コストが減少するのもメリットであるとされた29。しかし、 2013 年 1月現在において

HST/QST を導入した~'I~ は、カナダ、全土の 10 州、|及び 3 準州のうち、ブリティッシュ・コロ

ンビア、エュー ・プランズウィック、ニューファンドラン ド・ ラブラドーノレ、ノノくスコシ

ア、オンタリオ及びケベックの6州と半数にも満たない30。アノレバータ州及びノースウエ

スト ・テリトリーズ、ヌナプット及びユーコンの 3準州はHST のみならず小売売上税も

課していない。サスカチュワン及びマニトパの2州(2013 年 4月以降はブリティッシュ ・

コロンビア州も)ではいまだ‘に小売売上税が課されている。

ところが、ブリティッシュ・コロンビア州においてはHST が不人気で、 2011 年8月に

HST 廃止の住民投票(referend um) が行われ、 2013 年4月1日から HST が廃止され

GST5 %のみ課されることとなった。一方、プリンス ・エ ドワード・アイランド州におい

ては、 2013 年4月1日から小売売上税に代えて HST が導入されることとなった。結果と

して、 2013 年4月以降における HST /QST の導入州は、ニュー・ブランズウィック、ニ

ューファンドランド ・ラブラドーノレ、ノパスコシア、プ リンス ・エドワード ・アイラン

ド、オンタリオ及びケベックの6州である310

税改革がなされれば、ほかの経済対策よりもはるかに効果的である、というカナダ政府の

意図があったものという指摘がなされている。Alarie and Bird ， supra note 10， at 119. 

29 Jim Day ， Together on Imperfect Harmony: Ontario and British Columbia Embrace Value-Added 
Tax ， Journal ofStat e Taxation ， January-February 2010 ， at 18. 
30 ただし、2013 年 1月現在の加入済み6州において、人口にして 81.7%、GDPにして
75.0% (し、ずれも Statistics Canada の2011 年国勢調査のデータに基づく)を占めており、

未加入の州で大きなところはアルパータ州 (人口は 10.9 %、GDP は16.8 %) くらいであ

る。なお、 2013 年4月以降HST から離脱したブリティッシュ ・コロンピア州の割合は、

人口にして 13.1 %、GDP にして 12.4%である。
31 連邦財政主義の下、カナダの税制は連邦と州レベノレの調整が課題となってきたが、所得

税に関しては、州の課税自主権を担保しつつ、 二重行政の徴税コスト上昇を抑えるための

工夫(徴収協定により連邦政府が州税分も徴収するなど)がなされるなど、比較的両者のパ
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3 .カナダ付加価値税の税率構造と仕入税額控除制度

(1) 税率

連邦税である GSTは間接税法(ETA) の一部(Pa rtVIII ， Section 122 through 362) として規定

されている。カナダの GST圧王STの税率は以下の表のようになる。

0 図5-4 カナダの GSTIHST の税率(2013 年4月1日以降)

州名 連邦税 州税 合計

アルパー タ 5% 5% 

ブリティッシュ ・コロンビア 5% 5% 

マニトパ 5% 5% 

ニュー・ プランズウィック女 5% 8% 13% 

ニューファンドラン ド・ラブラドーノレ女 5% 8% 13% 

ノースウエスト ・テリトリーズO 5% 5% 

ノパスコシア大 5% 10% * 15% 

ヌナプットO 5% 5% 

オンタリオ 5% 8% 13% 

プ リンス・ エドワード・ アイランド 5% 9% 14% 

ケベック* 5% 9.5 % 14.975 %台

サスカチュワン 5% 5% 

ユーコンO 5% 5% 

一一
(注1) ケベック州の売上税 (QST )は課税標準が「譲渡価額+連邦税 5%J であるた

め、 州税の実質税率は 9.975 % (= 9 .5%x (1 +5%) )となり、合計税率は 14.975 %とな

る。なお、ケベック州は2012 年 1月 1日に QSTの税率が 8.5 %から 9.5 %となった。

(注2) *印は連邦と 初にHST に合意した 3州を示す。また、 O印は準州を示す。

(注3 ) ノパスコシア州のHST は2010 年7月 1日より 8 %から 10%に引き上げられた。

(注4) プリティッシュ ・コロンピア州は2013年4月に廃止されるまでHST の税率は

7%であった。

(出典) カナダ歳入庁及びケベック州歳入局ホームページより作成

ランスがうまく取れていると評価されている。 A larie and Bird ， supra note 10， at 124 . 佐藤主
光「地方財政と地方消費税J租税研究2013年8月号 163 頁参照。
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連邦税である GST の標準税率は 1991 年の導入時には 7%で、あったが、 2006 年 7月か

ら6 %、2010 年 7月から現在の 5%と徐々に下がっている。これらの税率引下げは GST

減税を選挙公約に掲げて 2006 年に政権に就いた保守党ハーパー(Harper) 政権により実行さ

れている。

(2) 税率構造

前述のとおり、連邦税である GST の標準税率は 5%である。標準税率以外には、軽減税

率の一形態であるゼロ税率(zero-rated) 32及び非課税の税率構造となっている。なお、ゼ、ロ税

率以外の軽減税率が適用される取引は存在しない。

① ゼロ税率

ゼロ税率が適用される取引(zero-rated supplies) は以下のものである(Section 123(1) ， 

Schedule VI ofETA) 。

ア処方薬(Schedule VI， Part 1 ofETA ) 

イ 医療器具(Schedule VI， Part 11 ofETA) 

ウ 基礎的な食料品(basic groceries) (Schedule VI， Part 皿 ofETA)

エ 農業や畜産業で使用される種苗や肥料、繁殖用の卵、魚介類など(Schedule VI， Part IV 

ofETA) 

オ輸出取引(Schedule VI， Part V ofETA) 

カ海外旅行(Schedule VI， PartVI ofETA) 

キ公共交通(Schedule VI， PartVII ofETA) 

ク 国際機関向けサーヒdス(Schedule VI， Part VIII of ETA) 

ケ 非居住者向け金融取引(Schedule VI， Part 医 ofETA)

コ カナダ郵便会社及び連邦政府による関税の徴収(Schedule VI， Part X ofETA) 

イギリスと同様に(もっとも欧 州では例外的ではあるが)、基礎 的な食料品や公共交通

といった生活必需品、処方薬や医療器具に対し幅広くゼロ税率が適用されるところが注目

される330

32 わが国のようにゼロ税率の適用対象が輸出免税のみの場合、 一般にゼロ税率を「軽減税

率(reduced rates) Jに分類することはないが、①軽減税率の究極の形態がゼロ税率であるこ

と、②カナダは輸出免税のみならず食料品や処方薬など生活必需品にもゼロ税率が適用 さ

れることから、本稿ではゼロ税率を軽減税率の一形態ととらえることとする。なお、 GST

導入前のカナダにおける議論では、ゼロ税率を tax 岳民、非課税をt砿 -exempt と称してい

た。See ，Michael H. Wil son， Goods and Services Tax: Technical Paper ， August 1989 ， at 85-87 . 

33 イギリスのVAT におけるゼロ税率の適用については、第4章第3節参照。
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② 非課税

非課税となる取引は以下のものである(Section 123(1) ， Schedule V ofETA) 。

ア 一定の中古の居住用住宅の譲渡や居住用住宅の賃貸、農地の譲渡など、(Schedule V， Part 

IofETA) 

イ 医療及び介護(Schedule V， Part 11 ofETA) 

ウ 小学校及び中学校 ・高校における教育、大学における学位取得のための授業料など

(Schedule V， Part 皿 ofETA )

エ保育サービ、ス(Schedule V， Part IV ofETA) 

オ法律扶助サービ、ス(Schedule V， Part V ofETA) 

カ 慈善団体や公的団体による資産の譲渡(Schedule V， Part V.l of ETA) 

キ 公的機関(public sector bodie s34)による資産の譲渡(Sch edule V， Part V I ofETA) 

ク 国内における金融取引(Schedule V， Part VII ofETA) 

ケ フェリ一、道路及び橋の通行料(Schedule V， Part VIII ofETA) 

欧州諸国における付加価値税の取扱いと同様に、カナダにおいても医療及び介護サービ

スの提供はGST が非課税とされている。この点については本章第4節において触れる。

(3) 仕入税額控除制度

付加価値税制度の根幹をなす仕入税額控除制度(in put tax credit s and refunds) で、あるが、カ

ナダの GST においては間接税法の 225 条から 239条に定めがある。

カナダの GST において仕入税額控除を受けるための要件は以下の二点である。

① 課税取引の譲渡人が譲受人に対しそれを証する証意書類を提供し、それを譲受人が保

存していること(s223(1 ) ofETA )。仕入税額控除の要件となる譲受人による証懇書類の取得

は譲受人の仕入税額控除に係る申告前に行う必要がある35。

② 譲受人に提供された物品やサービスが譲受人によって行われる事業活動(commercia l

activity) において消費、使用文は供給されるために取得されたものであること (s 169(1) of 

ETA) 。仮に物品やサービスが一部は事業目的で一部は事業以外の目的で取得された場合、

仕入税額控除の計算上事業分と事業以外分とに按分する必要がある。なお、非課税となる供

34 後述第4節第2項の"public service bodies "との違いは、 "public s巴ctor bodies "には連邦政府

及び州政府が含まれるより広い概念であるという点である(s123(1 ) ofETA) 。

35 申告前に証恵書類を取得せず発生ベースで、仕入税額控除を行った(“accrued "input tax 

credi t)ケースでそれが認められなかった判例として、 The Toronto-Dominion Bank v. The 

Quee n， 2009 GTC 971 (2009 TCC 264) がある。
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給(exempt supply 36)はここでいう事業活動から除外されている(s 123(1) ofETA) 。そのため、

非課税売上に対応する仕入れに係る税額は控除できない。

非課税売上に対応する課税仕入れに係る GST が控除できないことから、諸外国の制度と

同様に、非課税売上を有する事業者は仕入税額控除の算定に当たり非課税売上に対応する

仕入税額の除外を行う必要がある。

4. カナダにおける医療の提供に対する付加価値税の取扱い

(1) 医療の提供に対する取扱い

カナダにおいては、第3章第3節で説明したとおり、基本的に保健医療制度は憲法上州

の専権事項とされており37、連邦レベノレで、統一的な制度が提供されているわけではない。

しかし、 一方で、連邦政府は州の専権事項に対しても財政支出 (補助金)を行うことが認

められており38、これを行使することで事実上連邦主導39の画一的な医療保障制度

(Medicare) 40が実現されている410

前述第3節第2項②のとおり、カナダにおける医療の提供(health care services) に関して

は、わが国や欧州諸国と同様に付加価値税は非課税となっている (8 123(1) ， Schedule V， Part 

IIofETA) 。カナダの間接税法上非課税となる医療の提供は以下のものが挙げられる。

36 Schedule V ofETA . 

37 カナダ 1867 年憲法(也巴Constitution Act ， 1867)92 条7号で病院、保護施設、慈善施設及

び慈善の組織を設置し、維持し、管理することは州の立法者の排他的権限であるとされ

る。

38 これを一般に財政連邦主義(fiscal federalis m)としづ。池上岳彦「財政連邦主義の変容J

新川敏光編『多文化主義社会の福祉国家~ (ミネルヴァ書房・ 2008 年) 140 -163 頁参

照。なお、財政平準化のための補助金(equa 1iza tion paymen 岱)は 1982 年憲法36条(2) に明記

された。

39 連邦政府は 1984 年にカナダ保健法(Canada Health Act ， CHA) を制定し、普遍性

(universali ザ)、利用可能性(accessibility )、包括性(comprehensive) 、随伴性(portabili 刷、非営

利運営(public a白血istration) という 5つの基準に合致するような州政府の保健医療制度に対

し財政支出を行っている。新川敏光「カナダにおけるナショナノレ・アイデンティティの探

求と超克の旅j 新川敏光編『多文化主義社会の福祉国家~ (ミネルヴァ書房 ・2008 年) 19 

頁参照。

40 Medicare は医療保険伺ealth Insurance) と称されることもあるが、運営費は税金で賄われ

おり、保険料により賄われるわが国やドイツ・フランスの公的医療保険とは異なる仕組み

である。州により保険料を課すところもあるが、その場合でも運営費の大半は税金(一般

財源)による。 Medicare の対象となる医療には患者の自己負担分がない。なお、歯科は原

則として M edicare の対象外であるが、 GST は非課税である。

41 新川敏光 Iカナダにおける医療と介護の機能分担と連携J海外社会保障研究 Autumn

2006 No.156 ， 61 頁参照。
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① 医療機関における医療42の提供(Schedule V， Part II， s 2ofETA) 

② 救急車による搬送(カナダ国内外の空路搬送(ゼロ税率が適用される43) を除 く)(Schedule 

V， Part II， s 4 ofETA) 

③ 医療従事者による医療相談、診断及び治療の提供(Schedule V， Part II， s 5 of ETA) 

④ 看護師及び看護助手等による看護サービスの提供(Schedule V， Part II， s 6 ofETA ) 

⑤ 検眼士、カイロプラクター、理学療法士、足治療師(chiropodic )、整骨療法士、言語聴

覚士、 作業療法士、 臨床心理土及び助産師によるサービスの提供(Schedule V， P art II， s 7 of 

ETA) 

さらに、医療の提供に関連して、医療機関の患者に対する食事の提供も非課税とされる

(Schedule V， Part II， S 11 ofETA) 。

(2)公的機関への還付制度

付加価値税制を有するほかの固と同様に、 カナダ、においても原則として非課税となる売

上に対応する仕入れに係る税額の控除は認められていない。しかしこれには例外があり 、

公 的機関(public s巴rvice bodies) については、 申告により非課税売上に対応する控除不能の仕

入税額(non-creditable tax charged )のうち一定部分の金額に対して還付(rebate) を行う制度が導

入されている44 (S259(3) ofETA )。還付の対象となるのは公的機関(selected public service 

bodies) で、ある病院(hospital authorities) 、学校(school au血orities )、大学(uni versities and public 

coUeges) 及び地方自治体(municipalities) のほか、慈善団体(charity) 及び認定NPO(quali ちrmg

non -profit organization) で、ある(s259(3) ofETA) 。還付制度は連邦税だけでなく、州税である

HST /QST にも採用されている。

公的機関等の類型別還付割合は以下の表のとおりであり、同じ類型で、あっても州により

還付割合にパラつきがあることがわかる。特に、ニューファンドランド ・ラブラドーノレ州

はHST 部分に関する地方自治体を含む公的機関等への還付を一切行っていない点が注目

される。

42 美容外科(co smetic surgery )は除く (Schedule V， Part II， s 1.1 ofETA) 。

43 s 123 (1) ， Schedule VI， Part VII ， Section 15 of ETA . 

44 なお、欧州各国(デ、ンマーク、フィンランド、オランダ、ノノレウェ 一、スウェーデン、

イギリス)においても地方公共団体に 対する還付制度が存在する。Pierre-Pascal Gendron ， 
How should the U.S. 仕eat govemment entities ， nonprofit organizations ， and other tax -exempt bodie s 

under a VAT? ， Tax Law Revi ew， Vol. 63， NoムWinter 2010 ， at 496. また、第4章第5節第5項

も参照。
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0 図5-5 公的機関等の類型別GST /HST/QST 還付割合(2013 年 l月現在)

公的機関等 還付割 還付割合(HST/QST)

の類型 合(GST) NS NB NL ON BC  QB NPP 

地方自治体 100 % 57.14 % 57.14 % 0% 78% 75%  0%  0% 

大学 67% 67%  0%  0% 78% 75% 47%  0 % 

学校 68% 68% 0%  0% 93% 87%  47% 0 % 

病院 83% 83% 0%  0% 87% 58%  51.5%  0 % 

慈善団体 50% 50% 50% 0% 82% 57% 50%  0 % 

認定NPO 50% 50% 50% 。% 82% 57% 50%  0 % 

(注1) NS: ノパスコシア、 NB: ニュー・ブランズウィック、 NL: ニューファンドラン

ド・ ラブラ ドーノレ、 ON :オンタリオ、 BC: ブリティッシュ ・コロンビア、 QB: ケベッ

ク、 NPP(non-participating pro vinces) :それ以外の州・ 準州

(注2) ブリティッシュ ・コロンビア州では2013 年4月以降HST が廃止されているた

め、 HST 部分の還付 も行われなくなった。

(注3 ) プリンス ・エドワード ・アイランド州は2013 年4月以降HST を導入したが、

HST に関する公的機関等に対する還付は、慈善団体及ひと認定NPO( ともに 35% )を除き行

われていない。

(出典) Canada RevenueAgenc y， GST /HST Public Service Bodie s' Rebate ， November 2012 ， at 12 

及びRevenue Quebec ホームページを基に筆者作成

非課税売上に対応する控除不能の仕入税額について 100% 還付45されるのは連邦 GST に

係る地方自治体に対するものだけで、その他の公的機関における還付割合は 0%'"'-' 93%の

間である(部分還付 (partial re白nd) 制度)。カナダ会における付加 価値税の還付制度は、法形式

上は還付(rebate) で、あるが、その経済的効果に着目すると仕入税額控除と同等の制度である

と考えられる46。

なお、公的機関が二以上の事業を行っている場合、例えば、大学が教育活動以外に付属

病院を運営している場合には、その仕入税額につき教育活動の部分と病院の部分とに分類

45 100 %還付された場合、実質的にゼロ税率が適用された場合と経済的効果は同じであ

る。

46 カナダの還付制度を部分控除制度(partial credit) で、あると評価するものとして、 Charles E. 
McLure ， Jr. ， What Can the United States Learn 企omthe Canadian Sales Tax Debate s?， Canada-U.S. 
Tax Compari sons， ed. by John B. Sho ven and John Whalley ， University ofChicago Pre ss， at 314. 
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し、それぞれの金額に還付割合(GS Tの場合、大学の教育活動は67% 、病院は83% )を適

用することとなる(s259(4 .1) ofETA) 。

(3) 病院に対する還付制度

GST に関する 83% の還付を受けるためには、医療機関は公的病院(public hospita l)を運営

している必要がある。公的病院は以下の要件を満たす必要がある(GSTIHST Policy 

Statement ， P-245 ， Au思1St 17， 2005 ， at 3)。

① 検査、診断や治療の際いつでも医師、看護師や関連するスタッフがいること

② 患者に対する医療サービスの提供の際、医療従事者及び医療器具を使用すること。具

体的には、検査室、放射線室、医薬品管理室、手術室、保管庫、医療器具及び手術用器具

などを指す。

③ 入院設備が完備されていること。入院患者は検査、診断及び治療を受けるためベッド

があてがわれることとなる。さらに、入院患者の快適な生活を保障するため、 24時間看護

サービスや食事及び洗濯サービスが提供される必要がある。

④ 入院及び外来患者へのサービスに充てるため、州や地方公共団体から事業費及び資本

投資に係る財政的な援助が受けられること。

⑤ 州や地方公共団体の規定する法律や条例の下で病院業務が営まれること。

還付の対象となる仕入税額は入院に係るもののみではなく、外来に係るものも含まれる

(GSTIHST Policy Stat 巴ment ，P-24 5， August 17， 2005 ， at  4)。

(4) 公的病院の要件

還付を受けられる公的病院(public hospita l)の要件であるが、例えば、その施設が提供す

るサービスの内容が日々の看護文は介護にとどまる場合には、当該施設は公的病院には該

当しない。また、入院設備がなく、緊急の処置にのみ対応する診療所も公的病院には該当

しない。

83% の還付が受けられる公的病院の要件として重要なのは、入院施設の完備及び入院サ

ービスの提供であるが、還付の対象となる仕入税額は入院に係るもののみではなく、外来

に係るものも対象となることに留意する必要があるだろう(GSTIHS TPolicy Statement ， P-

245 ， August 17， 2005 ， at 4)。

さらに、仮に病院が立案した治療計画の下、病院が当該治療計画を管理・実施し、患者

が外来ベースで継続的に通院しているようなケースについては、その治療が病院、患者の

自宅、その他の場所のいずれで行われていようと、公的病院の要件を満たす医療サービス
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といえる。例えば、ある患者が病院で治療を受けたのち、退院した後も病院が立案した自

宅療養フ。ログラムに基づき病院の管理の下訪問看護及び抗生物質による療養を実施する場

合、病院は当該フ。ログラムの実施に係る仕入税額につき 83%の還付を受けることができる

(GSTIHST Policy Statement ， P-245 ， August 17， 2005 ， at 9， Example No.l) 。

しかし、 当該治療計画が仮に診療所によって管理・実施されているような場合には、公

的病院の要件を満たす医療サービスとはいえない。

(5) 入院患者の治療行為

83%の還付の対象となる公的病院が行う入院患者の治療行為やそれに関連する施設・器

具等の使用には、以下のものが挙げられる47。

① 入院サービス及び入院食

② 看護サービス

③ 病理診断や放射線検査

④ 医薬品の管理

⑤ 手術室や新生児ルーム、麻酔設備の使用

⑥ 医療器具や手術器具

⑦ 放射線治療設備の使用

③ 理学療法、作業療法、言語聴覚療法といったリハビリテーション

(6) その他の患者に対するサービスの提供

公的病院でなされる患者に対するサービスのうち、以下に掲げるものなどは 83%還付の

対象となる480

① 患者の入退院に係る救急・送迎サービス

② 退院患者に対する自宅療養に係る教育サービス

③ 牧師による患者やその家族に対する精神的サポー トサービス

④ 理容サービス

⑤ ソーシヤノレワーカーによるサービス

@ 患者サービスに関する研究活動

⑦清掃、警備、人材派遣、物品管理活動 など

47 GST 圧1ST Policy Statement ， P-245 ， August 17，2005 ， at  4. 
48 supra note 47 at 5. 
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(7) 公的病院の要件に該当しない活動

長期にわたる介護療養(ω10n 略1沼gε.北 rm宜mc臼areωeω) や病院の遊休設備等を利用した営利活動などは、

患者の治療には直接関係しないことから、一般に 83% の還付を受けられる公的病院の要件

を満たさないこととなるべしたがって、急性期の一般病床以外に療養病床を抱える病院

の場合、 83%の還付を受けるために、介護療養病床50と一般病床とを区別して経理処理す

る必要がある。

介護療養に係る施設には、継続的ケアセンター、ナーシングホーム、居住型介護施設な

どがあるが、いずれも治療行為や外科的手術を行う施設ではないため、 83%の還付を受け

られる公的病院の要件を満たさない。

公的病院の要件に該当しないその他の活動には、以下のものが挙げられる5 1。

① 医薬品メーカーとの研究開発契約など、患者の治療行為と直接関連性のない応用研究

活動

② 医薬品の購入及びそれの第三者への供給のような、患者の治療と関連のない集中購買

③ ケータ リングサービスや外部販売用の冷凍食品の製造、見舞客等への食事の提供とい

った患者の治療と関連のない食事の提供サービス

④ 患者の治療とは関連のない病院外の者に対する洗濯 ・クリーニングサービス

⑤ 会議室や宴会場、庖舗スペースの賃貸事業

⑥ 暖房用などの蒸気の供給

⑦ 病院の売店スペース以外での書籍や雑誌等の販売

③ 患者の治療とは関連のない医療用又は手術用器具・物品の販売

⑨ 患者の治療とは関連のない看護・デイケアサービス

⑮ 患者の治療とは関連のないフィ ットネスやレクリエーションクラスの開催

(8) 地域貢献活動

また、病院が行う地域に対する健康 ・保健に係る啓蒙活動(community outreach activities) 

は、基本的に患者の治療活動には該当しないため、 GST の83%還付の対象とはならない

52。病院が行う地域に対する健康 ・保健に係る啓蒙活動の具体例は、以下のようになる。

49 supra note 47 at 6. 

50 介護療養病床は83%の還付は受けられないが、 Section 259 のその他の還付制度の適用

がある可能性がある。
51 supra note 47 at 7. 

52 supra note 47 at 7-8. ただし、 Section 259 のその他の還付制度(例 えば慈善団体として)の
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① 出生前クラス、新生児家庭訪問及びホットライン

② 母乳での育児教育

③ 子育て方法の伝授

④ 栄養状態のカウンセリング

⑤ 摂食障害のカウンセリング

⑥ 免疫力向上フ。ログラム

⑦ 毒物中毒のホットライン

③ 麻薬中毒のカ ウンセリング

⑨ 禁煙フ。ログラム

⑩  睡眠障害のカウンセリング

(9) 還付制度の見直し論議

後に、 GST 導入後の医療の提供に関する取扱いについての見直し論議について以下で

見ていくこととする。

そもそも、カナダにおける GST 眉ST還付制度の対象となるのは公的機関に分類される

病院に対してであり、医療の提供そのものに対してではない。すなわち、通常の開業医

(physician practic 巴s)が提供する医療はGST が非課税であるが還付は受けられないため、日

本と同様に控除対象外の税額の負担を強し、られることとなる。そのため、カナダの開業医

を中心に構成される組織であるカナダ医療協会53 (Canadian Medical Association ， CMA )は

1991 年の GST 導入時にカナダ連邦政府に対し、医療の提供について非課税ではなくゼロ

税率が適用されるようロビー活動を行ったが、認められなかったという経緯があるへ

還付制度についての見直しであるが、カナダにおける 2000 年代に入ってからの医療制

度改革の結果、従来病院によって提供されていた医療が慈善団体等(GST の還付割合 50% )

により提供されるようになった。そのため、カナダ、へノレスケア協会(Canadian Healthcare 

Association ， CHA) の要求などに基づき、 83%の還付が受けられる病院の範囲が2005 年 l月

から医療を提供する慈善団体及びNPO 法人まで拡大されている(s259(1) ofETA) 55o さらに

適用がある可能性がある。

53 iカナダ医師会Jと訳しているケースもある。新川敏光 「医療保険J城戸喜子 ・塩野谷

祐一編『先進諸国の社会保障 3 カナダ~ (東京大学出版会 ・1999 年)24 1頁。

54 Nanc y Robb ， Harmonized sales tax a taxing issue for MDs in Atlantic Canada ， Canadian Med ical 
Associatio n Joumal ， Nov . 15，199 7， at 1411 . 
55 R yan， Value-Added Taxation in Canada: GST ， HST ， and QST ， 4出Edition ，CCH ， at 525 . 
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カナダへノレスケア協会は、病院に対しても地方自治体56と同様 に 100 %還付するように求め

ている57。これは、原則全額税金で賄うはずの医療に関し、 GST に関しては 17%相当額の

負担を病院に強いているほか、州税については全く還付を認めない州もあるなど病院の立

地による不均衡が生じていることから、その解決には病院への還付率を州税分も含め一律

に 100 %に引き上げるしかないという主張である。この点については2011 年 10月 18日の

連邦議会下院財政委員会58で、カナダ、へノレスケア協会会長がその旨証言しているものの、現

在までのところその実現の見通しは立っていなし倒。

また、開業医は基本的にGST の還付が受けられないという不合理を解消するため、カナ

ダ医療協会は2005 年 10月に連邦議会下院財政委員会(Standing Committee on Finance) に対

して提出した要望書60で医療の提供に関し GST のゼロ税率の適用6 1を求めており、同議会

でカナダ医療協会会長がその旨を証言している62が、これも実現の見通しが立っていない

56 地方自治体への GST の還付割合は従来57.14 %で、あったが、 2004 年2月から 100 %に

引き上げられている。 Canada Reven ue Agency ， Guides RC 4049 ， GSTIHST Inf ormation for 
M阻 cipalities ，at 19. 
57 Canadian Healthcare Association ， Heath Sector GST unfair ， onl y sol ution is 100 % rebat e， says 
CHA ， in November 14， 2007. (CHA ホームページより、 20 13年3月現在リンク切れ)020日年

8月にも同様の主張をしている。 Canadian Healthcare Assoc iation ， Pre -Budget 2012 Bri ef 
Submitted to the House ofCommons Standing Committee on Finance ， August 2011 ， at 4. 
58 Presentation by Ms. Pamela Fralic k， Presideot and CEO ， Canadian H ealthcare Associatio n， 4151 

Parliament ， 1 sl Session ， Standing Committee 00 Finance ， Pre-budget consultations 2011 ， October 18， 
2011 . 

59 同様の主張は別の業界団体であるカナダ教育医療機関協会(Association of Caoadian 

Academic Healthcare Organizations) 及びカナダ戸医療協会(Canadian Medical Association) からも

出されている。カナダ医療協会の主張では、公的病院への還付割合を 100 %、現在 GST 還

付制度の対象外となっている開業医による医療の提供をゼロ税率とすることを求めてお

り、 税収に及ぼす影響はそれぞれ年間 8，000 万カナダ ドル及び6，500 万カナダドノレの合計

1億 4，500 万カナダドノレで、あるとしている。 Canadian Medical Association ， The G oods and 

Services Tax (GST) and health care access ， CMA backgrounder ， April 2006. Association of 
Canadian Academic Healthcare Organization s， Maxirnizing the Performance of Canada 's Health 
System ， A Submissioo to the Honourab le Jirn Flaherty ， Minister ofFinance ， Apri119 ， 2006 ， at 15・16.

60 Canadian Medical Association ， A Prescription for Prod uctivity: Towards a mor e e伍cient，
eq凶table and effective health system ， October 24，2005 ， at 5. 
61 カナダ医療協会の試算では、ゼロ税率への移行により連邦政府の GST の減収額は

8，400万カナダドルで、当該減収額は 2005/ 2006 会計年度の GST 税収 315億カナダドノレ

の0 .27%に相当する規模で、あった。ただし、当該減収額は 1992 年時点、での推計額5，720

万カナダドルにインフレを考慮した額であり、高めの数値となっている可能性がある。実

際、前掲注60で触れた翌年(2006 年)に算定された推計額は、税率の変更がないにもかか

わらず6，500 万カナダド、ノレに下がっている。 See ，supra note 60， at 5， 16. 
62 Presentation by Ms. Ruth Collins-Nakai ， President ， Cana dian Medical Association ， 38由

Parliameot ， 1 sl Session ， Standing Committe 巴onFinance ， Pre-budget consultations 2005 ， October 24， 
2005. 
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ところである。

5. カナダ付加価値税における還付制度の評価

(1) 還付制度の意義

カナダはオーストラリアとは異なり、公的病院の提供する医療サービスに係る GST が

非課税とされるため、それに対応する課税仕入れに係る税額が控除不能となる問題への対

応策として、控除不能額の83% 相当額を還付する仕組みを採り入れている。カナダの還付

制度は病院のみならず地方公共団体や大学など公的機関に広く適用される制度仏町SH

rebate system 63)であるが、還付割合は適用対象により細かく異なっている。これは、連邦売

上税の改革に関して、連邦政府はそれまでの税負担よりも重くなるような改革を行わない

としづ基本姿勢があり、連邦税である GST については、その導入時において、各公的機

関がそれまで課されていた売上税(Federal Sales Tax)の負担を上回らない水準となるような

還付制度(partial rebates of sales tax)及び還付割合が設定されたという経緯による 64。実際の

還付割合は、公的機関ごとに以下に示される算式により計算されている65。

0 図5-6 還付割合

税制改革を行わない場合の 1991 年の予想小売売上税税収

還付割合(% )= (1一 )x 100 

1991 年の予想GST 税収

図5 - 5のように州税である HSTに関しても還付を行っている州が多いが、その割合

については、例えばオンタ リオ州及びプリティ ッシュ ・コロンビア州については、各公的

63 地方公共団体(Municipality) 、大学(University) 、小中学校(School) 、病院(Hospital) の頭文

字をとってこのように称される。

64 当時の立法趣旨を説明する資料として参照されるものとして、 Michael H. Wilson ， Good s 

and Servi ces Tax: Technical Paper ， August 1989 ， at 135 ・137. なお、 Wilson 氏は当時の大蔵大臣

である。同様の指摘として、 United States Government Accounting 0缶ce，Value-Added Taxe s， 
Lessons Learned 企omother Countries on Compliance Risks ， Administrativ 巴Costs ，Compliance 
Burden ， and Transition ， GAO ・08・566 ，ApriI2008 ，at52及びAlarie and Bird ， supra note 10， at 12 1 

などがある。また、 近のカナダ議会でのMervTweed 議員(保守党)に対する財務大臣

の政務秘書官(parliamentary Secretary ωthe Min ister ofFinance) の答弁でも、公立学校への

GST の還付割合についてであるが、それが 68%と設定されたのは、その導入時において、

公立学校がそれまで課されていた売上税(Federal Sales Tax) の負担を上回らない水準となる

ようにという趣旨であることが明らかにされている。House ofCommon s Hansard #243 ofthe 
41 sl Parliament ， 1 sl Session ， D巴bate sofApri130 lb， 2013. 
65 Michael H. Wilson ， supra note 64， at 138 . 
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機関ごとに小売売上税の税収と切り替え後の HST の税収とが同程度の金額となるように

設定されたということである66。

また、そもそも還付を行う理由であるが、欧州やオーストラリアでも問題視された点、

すなわち、非課税取引を行う事業者がそれに対応する課税仕入れに係る仕入税額を控除で

きないという問題を回避するため、外部に発注するサービスを内部化するという現象(self-

supply bias) に対処するためであるとされている67。当該現象に対処するため特別のノレーノレ

を導入することも検討されたが、還付制度の導入によりその必要性がなくなった680

(2) 還付制度の規模

カナダの還付制度を評するに当たり必要な基礎情報として、還付制度の規模、すなわち

還付制度によりどの程度税収が失われているのか、というものがある。カナダ連邦財務省

は1994 年から毎年、税法上に定められた各種租税優遇措置の規模がどの程度なのかを明

らかにした租税支出レポート(Tax Expenditures and Evaluations )を作成しており 、その2012

年度版によれば、GSTに関する租税支出の主要項目に関する内訳は次頁の表の通りであ

る。

66 Jim Day ， Together in Imperfect Harmony: Ontario and British Columbia Embrace Value -Add ed 
Tax ， Journal ofState Taxation ， January-February 2010 ， at 19. 同論文では一方で州ごとに異な

りかつGST とも異なる還付割合が制度の複雑化をもたらすという問題点を指摘している。

67 David W. Conklin and France St-Hilaire ， Provincial Tax Reform: Options and Opportunities ， The 
Institute for Research on Public Policy  (1990) at 178. また、 Michael H. Wilson ， supra note 64， at 
139にも同様の指摘がある。なお、欧州の議論は第4章第5節、オーストラリアの減額仕
入税額控除制度侭ITC) の議論は本章第7節参照。

68 Michael H . Wilson ， supra note 64， at 139. 
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0 図5-7 GST に係る租税支出の主要項目に関する内訳の推移(単位 :百万カナダド

ノレ)

項目 2007 2008  2009 2010 2011* 2012* 

<還付 >

慈善団体 295 270  260  255  265 280 

NPO 法人 70  70  70 70  70 75 

教育機関 770 680 700 740  740  740 

病院 525  485 515  560  560  555 

住宅 910 795  675  675 635 680 

地方公共団体 1，805 1，745 1，890 2，070 2，000 1，985 

<非課税>

慈善団体及びNPO 法 845  755 775  800 825 850 

人 510  450  480 505  530  555 

教育 585 545  570 600  630  660 

医療 135 120  130 135 140 150 

児童扶助 1，295 1，195 1，230  1，265 1，305 1，345 

住宅 165 150 155  160  165  170 

地方公営交通 240 220 230 235 240  250 

水道及び清掃事業

<ゼロ税率>

医薬品及び医療機器 910 815 855 890  930  975 

基礎的食料品 3，540 3，105  3，290 3，390 3，535 3，690 

(注) 2011 ・2012 年は予測値である。

(出典) Canada Department ofFinance ， Tax Expen diture s and Evaluations 2012 ， at 26-27. 

連邦GST の税率は2007 年までは6%、2008 年からは 5%であり、それを反映して非課

税及びゼロ税率による減収額が縮小している。2011-2012会計年度の GST の税収は283

億 7，000 万カナダドソレで、あるが、 2012 年の病院に対する還付額はGST 税収の 1.96 %程度と

なっている。また、 2012 年の病院に対する還付額と医療非課税に伴う減収額の合計額は

12億 1，500 万カナダドルで、 2011 -2012 会計年度のGST 税収に占める割合は4.28 %であ

る。
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なお、本章第4節第2項で見たとおり、連邦GST以外にも HST /QST について病院に対

する還付制度が導入されているが、その規模は各州から特に公表されていない。

(3) 還付制度のわが国への導入可能性

カナダの付加価値税制における公的機関への還付制度をわが国に導入することについて

は、さしあたり以下の点が検討事項として挙げられるだろう。

① カナダとの法的・経済的・社会的環境の違い

仮に海外の法制度が優れているとしても、それをそのままわが国に導入すべきとは簡単

には言えない。特にカナダは連邦制の国であり、憲法上、州の専権事項に連邦が介入する

ことは制限されており、州の専権事項である保健医療制度に連邦が介入する場合、連邦財

政主義の下で、財政的な移転を行うことを余儀なくされるという状況にある。病院の控除

不能税額に対する還付制度もその一環としてとらえることも可能であり、わが国とは置か

れている状況が異なるということも否定できないであろう。

② カナダにおける還付制度の評価

カナダの還付制度については、批判的な見方も存在する。代表的なものは、還付の対象

が病院のみならず公的機関全般に及び、また、図 5-5 のようにその形態によって還付割

合が異なるため、制度の複雑性及び中立性の欠知を問題視する批判である69。カナダにお

いては、控除不能税額の負担の問題から、公的機関(特に地方公共団体)が外部委託すべ

き事業を内部化する動きが現れ、それを解消するため還付割合を上げた(地方公共団体に

ついては 100 %とした)という経緯がある 。

わが国の場合、控除対象外消費税に関するサービスの内部化の問題は生じていないが、

仮に還付制度の適用対象を医療機関全体ではなく(補助金による補填のなしす民間医療機関

だけに限定する場合、中立性の観点のみならず、適用対象外となった医療機関においてサ

ービスの内部化の動きが出るという観点、からも問題となるだろう。そのため、適用対象を

限定することには慎重であるべきであろう。

③ 人的非課税vs物的非課税

上記②とも関連するが、付加価値税における非課税制度は、それが人的非課税であるか

それとも物的非課税であるかに着目して評価すべき場合がある。すなわち、カナダにおけ

69 Micha el Smart ， Departure s合omNeutra lity in Canad a's Good s and Servi ces Tax ， SPP Resea rch 

P ap ers， Vol. 5， Issue 5， February 2012， at 19・20.なお、当該論文では公的機関を課税化し、ゼ

ロ税率の適用とすることも選択肢としてあり得ると している。

200 



る医療非課税は諸外国と同様に医療サービスを非課税とするという制度であるため物的非

課税であるが、病院に対する還付制度は公的機関の一類型である(公的)病院を対象とす

るものであり、人的非課税制度そのものではないものの、人的非課税と軌をーにする制度

である。還付制度が物的非課税制度から生じる問題(self -supply bias) に対処するための措置

であるならば、還付対象は病院に限定されず医療を提供しているすべての組織を含めない

と中立性の観点、から問題となり得る。この点で、カナダの制度は必ずしも望ま しい制度で

あるとは言えないように思われる。したがって、わが国に還付制度を導入する場合には、

閉じサービスを提供している事業者は同等に取り扱うようにすべきであろう。

④ 制度の安定性

一般に、租税制度を評価するときに重要となる基準の一つは、 制度の安定性である。仮

にその制度が理論的に優れているとしても、導入後日が浅い場合、特に執行面での問題点

が表面化していない可能性が少なくない。 したがって、わが国の税制改正の議論の際、海

外の類似の制度を参考にするときには、その制度が導入以来どの程度存続しているのか(制

度の安定性)を見ることが必要であろう。この点からいうと、カナダの還付制度はGST 施

行時から導入されており以来既に 20年以上経過しており、その間基本的な枠組みに変更

は加えられておらず、また、不正還付といった租税回避事案が起こっているという報告も

特に聞かれないため、制度の安定性の面から十分評価できると言えよう。

6 .オーストラリアにおける付加価値税導入の経緯

(1) オーストラリアにおける付加価値税の位置づけ

オース トラ リアにおける税収の内訳(連邦及び州 ・地方政府全体)は次頁のとおりであ

る。
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0 図5 - 8 オース トラリアにおける税収の内訳(連邦及び州・地方政府全体、 2011

12年度) (単位:百万豪ドル)

間接諸税，その他，3.02%
11.33% 

(44 ，20 

1，155) 売上税， 0.30%

資産税，8.59 %

(33 ，517) 

給与税， 5.05%

(19 ，704) 非居住者所得

税， 0.32% (1，254) 

(注) カッコ内は各税目の税収額である。

(出典) Australian Bureau of Statistics 

<税収総額: 390 ，067> 

オーストラリアの GST の税率は 10% とわが国の消費税(現行 5%)の2倍であるが、総税

収に占める割合は 12% 強とわが国の消費税(地方消費税を含め 16% 強)よりも低い 。 こ

れは、オーストラリアのGST の方が課税ベースの浸食度合いが高いことを意味しているも

のと考えられる。実際、第2章第 11 節の図2 -31 で示されたとおり、 2009年におけるオ

ーストラリアのVAT税収比率は0.52 と日本の0.67 よりかなり低い。

(2) 付加価値税の導入の背景

オース トラリアにおいて付加価値税(GST) が導入されたのは、 "ANew Tax System  (Goods 

and Services Tax) Act 1999 (Cth) (以下“GST Act") "の施行に伴う 2000 年 7月 1日からであ

る。これは前述第2章第 11 節の図 2-29でも示した通り、 OECD 加盟国の中では 後発

である。このことは、オーストラリアは先発各国の付加価値税制の執行状況などを参考に

しながら自国の制度を設計していったということを意味する。

GST 導入前、オーストラリアでは卸売段階の売上税(sales tax) が施行されていた。この売

上税は 1930 年代に単一税率2.5% で導入されたが、次第にオーストラリアの経済構造の変

化、すなわちサービス産業の成長、関税その他の障壁の撤廃に伴うグ、ローパル市場との競
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合といった状況にそぐわないものとなっていった70。そこで、 1996 年に政権に就いた自由

党のハワード、(John W. Howard) 首相は、 1997 年8月、以下の税制改革の玉原則を提示し

た。

① 全体の税負担を引き上げないこと

② 新しい税目は家族に特別に配慮した個人所得税の減額に寄与ずること

③ 既存の間接税を整理し課税対象の広い間接税を導入すること

④ 配慮すべき事項に十分な目配りを行うこと

⑤ 連邦・州政府間の財政関係に配慮すること

翌 1998 年の総選挙に勝利した自由党・ 国民党の連立政権を率いるハワード首相は、 上

記五原則及び四つの理念、すなわちインセンティブ(incentive) 、保障(sec uri ザ)、一貫性

( consistency) 及び簡素(simplicity) に基づき、 他の税目の改革とともに、老朽化した売上税や

個別間接税(金融機関税(F inancial Institutions Duty) や有価証券取引税(stamp duty on marketable 

securities) 、宿泊税(bed taxes) など)を、欧州を中心に諸外国で導入が進んでいる付加価値税

(GST) に改組することとした。

政府の当初案では、医療、教育や保育などはGSTの課税対象から外すこと(GS T-企 ee、

後述第 7節で述べるように「ゼロ税率」をいう)としていたが、一方で、食料品や衣料は課

税対象とすることとされていた。

オース トラリアはカナダと同様に連邦制国家であるが、 付加価値税 (GST) の位置づけ

がかなり異なる。すなわち、オース トラリ アの GST はオーストラ リア全土に共通して適

用される連邦税であり、その税収は連邦連結財務諸表(The Commonwealth 's Consolidated 

Financial Statements) 上に連邦収入(Commonwealth revenue ， taxation revenue) として計上され、

州や特別地域(周辺 の島 )々への配分額は 連邦補助(Commonwealth grants ， grants expense) とさ

れている71。これは GST 導入時の連邦政府と州・ 準州政府との合意72により、州 ・準州が

憲法上保障されている課税権の一部を放棄する代わりに、連邦 GST税収の一部の配分を

70 Peter Costello ，“Tax Reform: Not a New Tax， A New Tax System ，" (August 1998) in“An out of 

date syste m". Peter Costello はGST 導入時の財務大臣(Treasurer of the Commonwealth of 

Aus 仕alia) で、ある。なお、廃止時の売上税は標準税率22% 、 高税率45% という 6段階の

税率構造を持つものへと複雑化していた。

71 Rebecca Mil 1ar ， supra note 6， at 169. さらに、See ，Department of Finance and Deregulation ， 
Consolidate Financial Statements for 白eyear ended 20 June 2012. 
72 Council of Aus 仕alian Governments ， Intergo vernmental Agreement on the Reform of 
Commonwealth-State Financial Relations (1999). 
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受ける権利が与えられていることによるものである。 したがって、オース トラリアの GST

は課税ベースや税率が全国一律である。

なお、カナダは連邦政府と州との合意は州ごとに締結されている(一種のbilateral

agreement) が、オーストラリアは連邦政府と州・準州とが一本の合意を締結している

(multilateral agreement) という点が大きく異なる。

7. オーストラリア付加価値税の税率構造と仕入税額控除制度

(1)税 率

GST の標準税率は導入以来 10%である。その他に非課税(exemption 、なおオーストラリ

アでは非課税を指す独特の用語として“input t似 ed"を使用している)及びゼロ税率 (GST-free)

が適用される取引があるが、軽減税率73は存在しない740

(2) 非課税及びゼロ税率

① 非課税取引

オース トラリアのGST に関し非課税とされる取引は以下の通りである。

ア金融取引(s40-5 ofthe GST Act) 

イ 居住用住宅(residential premi ses)の賃貸(s40-35  ofthe GST Act) 

ウ 居住用住宅の売却(s40・65of the GST Act) 

エ 居住用住宅の長期リース(s40-70  ofthe GST Act) 

オ精錬前の希少鉱物(preciou smetals 75)の取引(s40-100 ofthe GST Act) 

カ 小 ・中 ・高校の校内売肩(旬ckshop) 及び食堂(canteen) で、の食料及び食事の販売(s40・130

of the GST Act) 

キ 慈善団体による募金活動(s40・160 of the GST Act) 

上記のうちアの金融取引については(4)(5) にて詳述する。

② ゼ、ロ税率

73 ゼロ税率を軽減税率の一形態という考え方については、前掲本章第 3節注32参照。

74 オーストラリアの GST に係る用語法は独特で、ゼロ税率(zero-rated supplies) はGST- 合間

と称し、非課税はinput taxed suppli es と称する。ただし、オーストラリアの GST-free は

GST の課税対象から除かれるという点で、諸外国の付加価値税制におけるゼロ税率、すな

わち課税対象に取り込むもののゼロ税率(0% )を適用するものとは多少性格が異なる。See

Pet er Hil l， Aus 仕alian GST Handbook 2011 ・12，at 225. 
75 金、銀、プラチナ等を指す(s 195 ・1of the GST Act )。後述②シにあるように、精錬後の希

少鉱物の取引にはゼロ税率が適用される。
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オーストラリアのGST に関しゼロ税率が適用される取引は以下の通りである。

ア食料品(s38-2 ofthe GST Act) 

イ医療(Subdivision 38-B oftbe GST Act16
) 

ウ教育(Subdivision 38・Cof tbe GST AcC 7
) 

エ幼児保 育(cbild care services)(Subdivision 38-D oftbe GST Act18
) 

オ 輸出(Subdivision 38・Eof the GST Act19
) 

カ宗教活動(s38-220 ofthe GST Act) 

キ慈善事業(Subdivision 38・Gof tbe GST Act80) 

ク事業(going concem) 譲渡(s38・325 oftbe GST Act) 

ケ農地(s38-475 oftbe GST Act) 

コ 政府等が行う一定の土地の譲渡(s38・445 of tbe GST Act) 

サ上下水道(ss38・285 to 300 ofthe GST Act) 

シ 精錬後の希少鉱物(precious metals) の取引(s38-385 oftbe GST Act) 

ス 障害者用自動車(s38・5.05oftbe GST Act) 

セ免税応で、の販売(s38・415 oftbe GST Act) 

③ 非課税取引及びゼロ税率による課税に係る仕入税額控除

通常の付加価値税制においては、課税売上(ゼロ税率による課税を含む)に対応する課

税仕入に係る税額が控除の対象となる81。これは基本的にオーストラリアのGST において

も同じである。すなわち、非課税取引(input taxed supplies) については仕入税額控除が認め

られていなし、(ss 9・30(2) and 40・1of the GST Act) 。一方、ゼロ税率が適用される売上に対応

する仕入れに係る税額については全額控除が認められる(s38- 1 oftbe GST Act 、法律構成に

ついては後述第3項参照)。ゼロ税率による課税と非課税の違いは仕入税額控除の可否であ

り、非課税売上の割合が高い業種については、わが国の医療機関のケースと同様に、控除

不能となる仕入税額(日本でいう控除対象外消費税額)の負担82の問題が生じることとなる。

76 ss 38-7 to 38-55 ofthe GST Act. 
77 ss 38・85to 3ふ110 oftbe GST Act. 
78 ss 38・140 to 38-155 of tbe GST Act. 
79  SS 38-1 85 to 38・190 of the GST Act. 
80 ss 38-25 0 to 38-270 oftbe GST Act. 

81 日本の消費税法については、消法30②参照。

82 第2章第8節注 129 で触れたように、オーストラリアにおいてはこのような負担を

“hidden GST cost "(隠、れた GST コスト)ということがある。
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(3) 仕入税額控除制度の概要

オーストラリアの付加価値税(GST) における仕入税額控除制度(input tax credits )の概要は

以下の通りである叱すなわち、 GST の税額を 終消費者に負担させるため、登録した事

業者は一般に事業のために取得し又は輸入した物品ないしサービスにかかる税額について

控除する権利を有する。一般に、住入控除税額は以下の税額の合計額である。

ア.仕入れた物品及びサ ービスに係る税額

イ.輸入時に税関に納付した税額

しかし、上記は仕入税額控除の基本概念を説明したに過ぎず、実際の税法ではこれに

様々な要件が加えられている。以下でその要件についてみていくこととする。

① 控除可能な取得であること

仕入税額控除の対象となるのは、物品ないしサービスの取得が控除可能な取得(creditable

acquisitions) 文は控除可能な輸入取引(creditable importations) で、ある必要がある(s7・lofGST

Act) 。控除可能な取得とは以下の四要件をすべて満たした取得であるとされる(s11・50f

the GST Act )。

1) 事業者が専ら控除を受けるために(creditabl epurpo se84)物品ないしサービスを取得する

こと

2) 事業者への当該物品ないしサービスの供給が課税取引であること

3) 事業者が当該物品ないしサービスにつき対価を支払って又は支払債務を負って供給を

受けること

4) 事業者がGST の事業登録していること又は事業登録することが求められていること85

上記2)の課税取引であることを供給先である事業者が知るために利用されるのが、イン

ボイス(tax invoice) で、ある。

② インボイスを保存していること

税法上、 75豪ドノレ(税抜価格)を超える物品ないしサービスの提供に関し仕入税額控除

を受けるためには、有効なインボイスの保存 (5年間)が求められている (Reg29・80.01 of A 

83百leExplanatory Memorandum to A New Tax System (Goods and Services Tax) Bill1 998 ， in 
Chapt er 1. 
84 “credit able purpose "とは、事業者がその事業の用に供する目的で物品ないしサービスを取
得することをいうとされる(s11・150f 也eGST Act) 。

85 年間課税売上高が75，000 豪ドル(非営利組織の場合は 150 ，000 豪ドノレ)以上の事業者は

GSTの事業登録を行わなければならなしゅ23-5ofthe GST Act )。
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New Tax System  (Goods and Services Tax) Regulations 2000( 以下では"GST Regs ."と称する)。

ただし、以下のケースではインボイスの保存は不要で、ある(s29・10(3) ofthe GST Act) 。

1) 2000 年 7月 l日より後に供給された物品ないしサービスに関し2000 年 7月 1日よ り

前に発行された送り状などで代用できる場合

2) リパースチャージ制度の適用がある資産等の譲渡

3) インボイスが風水害などで殻損した場合や物品等の供給者が譲受者の求めにもかかわ

らずインボイスの発行を拒否した場合など「特別なケース(special circumstances) J 

さらに、ゼロ税率(GST-free) の取引及び非課税取引(input taxed supplies) についてもインボ

イスの発行は不要である。

③ 課税取引であること

上記①2)の要件にあるように、仕入税額控除が可能なのは課税取引(taxable supplies) とな

る仕入れに係る税額のみである。課税取引の要件は以下の通りである(s9-5 ofthe GST 

Act) 。

1) 対価を得て行う取引であること

2) 取引が事業(enterpri se )の一環文は推進(血rther 組 ce) のため行われるものであること

3) オーストラ リアと結びつきのある(connected wi白)取 引86であること

4) 取引を行う事業者が GSTの事業登録していること文は事業登録することが求められて

し、ること

オーストラリアのGST における課税取引は標準税率(10 % )によ り課税される取引のみで

あり、法律上、ゼロ税率(GST 企ee) による課税及ひ寺非課税取引(input taxed supplies 87)は課税

取 引から除かれている (s9・5ofthe GST Act) 。そのため、ゼロ税率が適用された仕入につい

ては-J!仕入税額控除の対象外であるとされる (s 11・5(d) ofthe GST Act)。 しかし、 別途ゼ

ロ税率が適用された仕入についても仕入税額控除の対象であると規定されている(s38-1 of 

the GST Act) 。分かりにくい法律構成となっているが、 肝心なことは、 オーストラリアの

GST においてもゼロ税率が適用された仕入について課された税額は仕入税額控除の対象で

あるということである。

86 輸出取引も含まれる。ただし輸出取引は他国の付加価値税制と同様にゼロ税率(GS 下

free) による課税と取り扱われている(Subdivision 38・Eofthe GST Act) 。

87 付加価値税の非課税売上の本質は、当該売上に対応する仕入に対し税額が課されている

にもかかわらず控除できないことにあるという観点に立てば、オース トラリアのinput

taxed supplies とし、う用語法は非課税の性質をよく表したものである と考えられる。
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(4) 仕入税額控除の特例

オーストラリアのGSTについては、他国にみられない仕入税額控除の特例が存在するの

で、以下でみていくこととする。

① 金融取引に係る非課税

金融取引はわが国88をはじめ多くの国"におい て付加価値税が非課税とされている。これ

は既に第2章第5節で説明したとおり、理論的帰結というよりも課税技術上の問題であ

る。すなわち、例えば銀行の収益源であるスプレッド(貸出金利と預金金利の差)について

は、ア.金銭の時間的価値(tim evalue ofmone y)、イ.リスクプレミアム及びウ.銀行の手

数料相当額とで構成されると考えられるが、このうちウ.の手数料相当額は付加価値税の

課税対象とすることは可能である。しかし、スプレッドのうちどの程度が手数料相当額と

いえるか算定するのが困難であるなど、主として執行の簡便性を重視して非課税とされて

いるものと一般に解されている"。

オーストラリアにおいても金融取引(financ ialsupplie s)、すなわち貸付、信用の供与、年

金 、生命保険、保証などは原則として G STが非課税(input taxed) となっている91が、その理

由は主として金融取引の付加価値を算定できないからとされる92。そのため、金融取引に

対応する費用に対して課される GSTに係 る仕入税額控除は他国と同様に原則として認めら

れなして隠れた GST コスト及びそれに基づくカスケード、効果"casca deeffect"9 3の発生)。

このような問題点を解決する方法については従来から様々な研究"がなされているが、

それらの研究に基づく提案は実際に執行するにはやや複雑であるため、実務にはそのまま

の形では導入されていない。中には課税という形で導入された例95もあるが、執行面を重

88 有価証券等の譲渡、利子を対価とする貸付、信用の保証としての役務の提供、保険料を

対価とする役務の提供、外国為替業務に係る役務の提供などが非課税とされている(消法 6

①、別表第1二三五)。

89 EUの付加価値税指令 135条で各種金融サービスは保険を含め非課税とされている。
See Arti cle 135 l(a) to (g) ofCo uncil Directi ve VAT 2006 /112厄Cof28 November 2006. 

90 中里実『キャッシュフロー ・ リスク ・ 課税~ (有斐閣 ・1999 年) 21-31 頁参照。

91 Regs 40・5.09(3) and (4) ofthe GST Regu1 ations . 
92 Explanatory Sta tem ent to Statut ory Rule 245 of 1999 ， Attachment E. 

93 一般に、隠れた GST コストを金融機関が取引価格に上乗せして取引先に負担を求める

ことで、本来中立的であるべきはずの付加価値税が市場経済に影響を及ぼす現象をし、う。

94 先行研究としては、 Lorey A. Hoffm an， Satya N. Poddar ， and John Whalle弘Taxation of 

Bankin g Serv ices Under a Consum pti on Typ e， Destin atio n Basis VAT ， National Tax Joumal40 No.4 

(Dece mber， 1987) at 547・554. がある。

95 例えば、イギリスにおいて 1994 年に導入された保険税(insurance premi um tax) は一定の

保険契約に基づいて支払われる保険料に課税されるが、税額控除が認められていない

208 



視しているため、理論的には問題点を抱えたままである。

② オーストラリアにおける金融取引に係る仕入税額控除制度

オーストラリアにおいては、金融取引に係る仕入税額控除に関し独特のルーノレがある

960 それは原則として税額控除が不能な金融取引に関し、 一定の条件のもとで控除を認め

ようというものである。それは以下のように減額仕入税額控除制度、少額金融仕入控除制

度及び借入に係る仕入税額控除の3種類があるが、とれら 3つをまとめて本稿では「部分

控除制度(p artial credit system)J と呼ぶことにする。

ア. 減額仕入税額控除制度

金融機関は多くのサービスを外注しているが、当該サービスの提供に対して課される

GST は非課税の金融取引に対応する費用である限り原則として控除できない。一方、当該

サービスを外注せず自社で雇用する従業員に提供させれば、人件費には仕入れ段階での

GST は課されないため、金融機関における隠れた GST コスト負担の点から有利となる。

一般に大企業ほど従業員を雇用しサービスを内部化(in-sourcing) することが可能であるが、

そうなると大企業と中小企業との不公平が生じることとなるため、これを是正するために

採られた措置が減額仕入税額控除制度(reduced input t獄 credit ，問TC)である。

減額仕入税額控除制度とは、財務省規則に列挙された一定の項目につき、原則としてそ

の仕入税額の75%相当額の控除を認めようという制度である(Reg70・5.03 ofthe GST 

Reg s.)。財務省規則に列挙された減額仕入控除制度の対象となる銀行97における金融取引の

項 目98 (例示)は以下のとおりである (Reg70-5.02(2) ofthe GST Regs .)。これらの取引は金

融機関が外注する傾向の5齢、もので、内部化した場合との仕入控除税額の差が表れやすい

ことを反映したものと解される990

1) 銀行口座の開設や維持管理に関するもの

2) 銀行口座の情報処理に関するもの

(cannot be recovered) 。また、欧州では2013 年 1月に金融取引税 (FTT)が導入されてい

るが、これは金融サービスに対し付加価値税 (VA T )が課されないこともその根拠のーっ

とされている。第2章第8節参照。

96 邦文でオーストラリアの当該制度を紹介したものとして、 一高龍司 「消費課税の世界的

潮流J租税法研究第34号47、117 -119 頁がある。

97 当該制度の対象となるのは銀行のみならず、証券、貸付、債権回収、 資産管理、 保険と

いったサービスを提供している金融機関も含まれる(Reg70-5.02(2) ofthe GST Reg s.) 。

98 さらに、 200 4年に公表された 146 ページにわたる詳細なノレーリンク可blue boo k)で、対象

取引を規定している。See GSTR 2004 /1 Goods and serv ice s tax: reduced credit acquisitions. 

99 Peter Hill ， supra note 74， at 359. 
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3) 銀行取引用のカー ドに関するもの

4) 銀行口座に係る小切手等に関するもの

の 銀行口座の信用調査に関するもの

6) ~艮行 口座からの引き出しに係る手数料に関するもの

7) ATM やインターネットバンキング等による銀行口座取引に関するもの

8) 銀行口座開設者以外の口座取引に係る手数料に関するもの

当該制度により、金融機関がある種のサービスを内部化するか外注化するかについて税

制が中立的であることとなる。なお、この f75%J という数値であるが、立法時における

金融業界に対する調査の結果、上記サービスを外部委託から内部化した場合であっても人

件費相当額以外の仕入が生じることから、引き続き 25%相当額のGST コスト負担が金融

機関に残るということにより決定されたとされる100 。

当該制度と同様の制度はオーストラリアよりも前に、シンガポールにおいて 1994年の

付加価値税(GST) 導入と同時に導入されていたところである(Goods and Servic es Tax 

(General ) Regulations ， (rg 1) Part V， Reg. 34)101 。シンガポールにおいては、金融機関の付加価

値税に関し仕入税額の一定割合を控除する制度となっているが、オーストラリアのものよ

りもやや洗練化されており、金融機関の5つの業態(ぬIl bank s， merchant banks ， wholesale 

ba由 民offshore banks ，組 dfinance compani es) ごとに固定的な控除割合が定められている(釦U

banks や financ 巴∞mparnes は比較的低く 70%強、 mer chant banks や offshorebanks は比較的

高く 90%強)となっている。シンガポールの制度における当該割合は、基本的に各業態が

サービスを提供する相手方のうち登録事業者及び海外の事業者が占める割合に関するシン

ガポーノレ金融庁φ.fonetary Authority of Singapore ， MAS) の統計に基づいて毎年決定される

102。また、 EUにおいてもオーストラ リアやシンガポールの制度が注目されその導入が検

討されたが、法的安定性は評価されたものの、両国の制度は比較的均質な労働市場を前提

としているがEUはそのような状況にはないことや、一旦導入すれば他の非課税取引への

適用も要請されることが予想されるが、他の取引について同様の固定的な控除割合を算定

することは技術的に困難であるため、非中立的な事態を引き起こしかねないといった理由

1∞Peter Hill ， supra note 74， at 359. 
101 Glenn P. Jenkins and Rup Khadk a， Value Added Tax Policy and Implementation in Singapore ， 
応4TMonito ηVo 1.9 No.2 1998 ， at 40-41. 
102 Howell H. Zee ， VAT Trea 位nent of Financial SeIVices ， A Primer on Conceptual Issues and 
Coun 町 Practices ，Intert ，似，34(10)2006 ， at 458 ・474.
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で、見送られている1030

イ.少額金融仕入控除制度

小規模な金融機関や金融サービスが主要な事業ではない企業の納税コストへの配慮、104か

ら、少額金融仕入控除制度(白 nancial acquisitions threshold ， FAT) が設けられている(s 11-15( の

of血巴GST Act) 。当該制度の下では、少額金融仕入に該当する仕入税額は全額控除できるこ

ととなる。ここでいう少額金融仕入とは、金融サービスの提供(後述ウ.の借入(boηowing)

を除く)に対応する仕入税額の総額が以下の2要件のいずれも満たす場合をいう(ss 189・5

and 189・10of the GST Act) 。

1) 150 ，000 豪ド、ル以下105

2) 仕入税額総額の 10%以下

上記「金融サービスの提供に対応する仕入税額の総額」の算定期間は、当期(current year : 

その月及びその前の 11 か月の合計 12か月の期間)及び来期 (白ture year: その月及びその後

の 日か月の合計 12か月の期間)の両方の期間を指し、少額金融仕入控 除制度の適用を受け

るためには当期及び来期のいずれの期間においても上記 1)及び2)の要件を満たす必要があ

る。なお、「来期(白ture year) Jについてはその時点、での見積もりを要することとなる106 。

仮に少額金融仕入控除制度の適用要件を満たさない規模の仕入税額が生じる場合には、

前述ア.の減額仕入税額控除制度の適用を検討することとなる。

ウ. 借入に係る仕入税額控除

ア. イ. とはやや意味合いが異なるものの、借入(borrowing) が非課税の金融取引

(血lancial supplies) に該当するため、措置されたものである。すなわち、借入資金を用いて

非課税の供給を行うのでない限り 、借入に係る費用の仕入税額控除は可能で、ある(s 11・15(5)

of the GST Act) 。例えば、メーカーが借入金を用いて製造用の機械を取得する場合には、借

入に係る費用の仕入税額控除は可能となる。

103 Euro pean Commission ， Commissio n StaffWorking Document ， Accompanying document to血e
proposal for a Council directive amending Directive 2006 /112 厄Con the common sys tem of the 
value added t民 asreg 紅 ds血e仕ea回 ent of insurance 組 diinancial services ， Impact Assessment ， 
SEC(200 7) 1554 ， at 34・35.
104 一種の deminimis 制度である。Michael Walpole ， The Miraculous Reduced Input Tax. Cred it 

for Financial Supplies in Aus 仕alia ，Int ernati 切wl 四TMonitor ， September /October 2011 ， at 3 17. 
一高前掲注96論文47頁。

105 2012 年 7月 1日に5 0，000 豪ドノレから引き上げられた。

106 Peter Hil1， supra note 74， at 362. 
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8. オーストラリアにおける医療の提供に対する付加価値税の取扱い

(1) 医療の提供に係る付加価値税の取扱い

オーストラリアにおける医療の提供に関し ては、付加価値税 (GST )はゼロ税率(GST-

free) が適用される(Subdivision 38・BofGST Act) 。前述のとおり、 "GS下企ee" とし、う用語はオ

ーストラリアの付加価値税法特有の用語であり、「非課税(ex empt )107J を指すものとの誤解

を招きやすいが、対応する仕入に係る税額控除が認められない非課税ではなく、税額控除

が可能なゼロ税率(zero-rated) で・あることに留意すべきであろう108。

オーストラリアのGST に関し医療の提供にゼロ税率が適用されるのは、法案提出前から

の既定路線で、あった。すなわち、ピーター ・コステロ財務大臣が法案提出前に発表したレ

ポート109 で、以下の項目前'GST-free "となることが明記されていた。

①財貨サービスの輸出取引

② 国際運輸サービス、非居住者による圏内航空旅客サービス

③ 医療、教育、保育サービス

④ 慈善団体の活動

⑤ 宗教活動

⑥政府や地方公共団体の課する税金や公共料金 など

(2) 医療の提供に対するゼロ税率適用の理由

オーストラリアの GST に関し医療の提供にゼロ税率が適用されるのは、欧州の付加価

値税のように医療が公共財であり政策的配慮、から特別の取扱いをすべきという考え方に基

づくのではない。むしろ、欧州(中でもイギリス )における医療の提供に対する付加価値税

の取扱いを検討した結果、非課税ではなくゼロ税率を適用することにより、公的部門と民

間部門との競争の中立性を確保することが可能になるためであると説明される110 。すなわ

ち、仮に民間の医療機関が提供する医療サービスに GST を課税する場合、サービスの価格

が上昇することとなる。その結果、国民は民間病院ではなく公立病院を受診するようにな

るが、これは民間の医療機関の事業活動を奨励し医療制度の持続性を確保するという連邦

107 前述第7節第1項のとおり、オーストラリアの GST では非課税取引については"input

taxed " supplies( 仕入につき課税された取引)と称する。

lωCatherine Whi tby ， First Do  No Harm: GST and Health Care Service s， Revenue Law Journal: 
Vol. 10: Issue 1， Arti cle 9 (2000) ， at 120. 

109 Peter Costello ， supra note 70， at 13. 

110 Catherine Whi tby ， s叩ranote 108 ， at 120・121. • 
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政府の政策目的に合致しない。また、医療に対する GST の課税により、消費者の医療の選

択(受診するか否か)に対する制限要因となることも回避されるべき課題で、あった 111 。 さ

らに、 1998 年の総選挙では、医療制度の維持と GST の導入が 大の争点となったが、医

療に対して GST を課税するという議論を提示すると不必要なまでに世論が割れることとな

るため、政権与党がそれを避けたといういきさつがあった112 。

(3) Vos 委員会のレポー トと上院の委員会による批判

医療の提供に対する GST のゼロ税率適用に係るこのような考え方は、コステロ財務大

臣に提出された租税諮問委員会(Tax Consultative Committee ， or "Vos Commi 町 eI13" )のレポー

ト114でも確認された。そこでは、基本方針として、 GST-free( ゼ‘ロ税率)の取扱いに関し公的

部門と民間部門との聞の差異があってはならないことが福われていた115 0 VOS 委員会は、

どの医療サービスにつき GST- 企巴eとするかについては、サービスの内容がすでに社会通念

上 「主流である(mains 仕eam) Jことや、十分に専門的な能力のある人により提供されること

が重視されると していた1160 この観点からすると、「カウンセラー」はソーシヤノレワーカ

ーや臨床心理士のように国や州政府、業界団体が能力を審査し資格を付与したものではな

いことから、 Vos 委員会はカウンセラーが提供するカウンセリングサービス(counselling 

services) はGST-free の適用がある医療サービスのリストに入らないとした117 。

しかし、 Vos 委員会の提示した考え方をもとに立案された GST 法案は、上院の委員会118

で厳しい批判を浴びることとなった。すなわち、租税は統一的に課されるべきであり、一

般に利用されているサービスについてはすべて閉じように取り扱われるべきである。端的

に言えば、法案では比較的低所得者が利用する代替的な治療法(altemative 也erapies) をゼロ

税率の適用対象から外しているが、これは差別的な取扱いであり問題であるとした1190

これに関連し、上院の委員会は具体的には特に以下の点を問題にした。メディケアが主

流である医療をカバーしているとしても、かなりの割合のオーストラリア国民が代替的な

治療法を利用しており、メディケアでカバーされるような公的医療に対する需要が減少し

111 Catherine Whi tby ， supra note 108 ， at 123 . 

112 Catherine Whi tb弘supra note 108 ， at 120. 

113 この委員会の議長の名を採って rVos 委員会」と称される。

114 Tax Consultative Committee (1998) “Report ofthe Tax Con sultative Cornm ittee " 
115 Tax Consultative Committee ， supra note 114 ， at ch 1. 
116 Tax Consultative Committee ， supra note 114 ， at 28-29. 
117 Tax Consultative Committee ， supra note 114 ， at 29. 
118 Senate Select Cornmittee (1999) "A New Tax Main Report" 

119 Senate Select Committee ， supra note 118 ， at 10.73. 
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ている。もしGST が代替医療ないし補完医療に対し課される場合、それが患者にとって経

済的な負担となり公的医療に対する需要の増加につながることとなる。代替医療に GST を

課税するということは、公的部門と民間部門とを同等に取扱うとしづ税制改革の基本方針

の例外となり、望ましくない。伝統的な医学教育を受けた医療従事者もある種の疾患には

代替医療(例えば誠療法 (acupuncture) など)を 利用するケースが増加している。しかも、

医師は一般に短期間のコースを受講しただけで誠治療を行うのに対し、誠灸師は多くの場

合長期間の専門的なコースを受講して知識や技能を高めている。しかし、 Vos 委員会の考

え方では、医師が行った誠治療にはGST が課されない(ゼロ税率)が、鯨灸師が行うと標準

税率で課税されることとなる。したがって、上院の委員会は、治療行為を行う者の資格を

基準に課税の可否を決定すべきでないとした120 0

上院の委員会のこのような批判は、 終的な法律には必ずしも十分には反映されなかっ

た。すなわち、 GST ・合間 となる医療の提供は、 低限の専門的な知識と技能を証明するよ

うな資格を有する者により行われることが必須であるということが条文に盛り込まれたの

である(Section 38-7 ，38-10 and 195-1 ， Schedule 3 ofGST Act) 。しかし、上院の委員会で指摘

された代替医療の重要性には一定の配慮、がなされた結果、鯨灸師(acupuncturist) や薬草療法

士(herbalist) 、自然療法医(naturopath) による施術の提供はGST -free とされた121(S ection 38-

10(1 ))。

(4) GST-f 記eとなる医療の提供

GST 法でGST -企ee となる医療サービス(medical service) は、メディケアの対象となる医療

従事者(medical prac 出 oner) によるもの又は認定された病理学者(approved pathology 

practitioner) によるものに限定される(Section 38-7 ， 195-1) 。メディケアの対象とならない美

容外科は、一般に GST- 企eeの適用対象から外れている(Section 38・7(2) (b)) 。

メディケアの対象とならない医療サービスのうち、 GS下企巴Eとなるかどうかの判断は、

以下の三点が基準となる122。

① 患者が診療を受けるにあたっての自発性(voluntariness)

120 Senate Select Committee ， supra note 118 ， at 10.76. 
121 ただし、後述第5項の 「認知された専門家(re cognised professional)J に係る国や州政

府、業界団体等が能力を審査し資格を付与するという要件を満たすため、 2003 年 7月 1

日まで準備期間を置くことと された(Section 21(1) of A New Tax System (Goods and Services 

Tax Transition) Act 1999) 。
122 Catherine Whi tby ， supra note 108 ， at 126-127 . 

214 



仮に、保険会社や雇用主の要求により診療を受ける場合には、患者の自発性が乏しいた

めGST が課税されるということになる。例えば、保険会社の要求で健康診断を受ける場

合、その結果は患者又は保険会社に送付されるが、患者はその結果を他者(ほかの保険会

社や医師など)に 提供することはできない。この場合、実質的には保険会社が当該サービ

スの受け手ということになるため、患者のための医療サービス(medica lservice) がGS下合間

の要件であることを定めた法の適用がないこととなる(Section 195 ・1)。

なお、イギリスでは、 「診断の直接の受益者が受診者ではなく将来の雇用主文は保険会

社であることは(課税の判断基準として)重要とは言えない 123Jとして、当該「自発性J

をVAT の課税 ・非課税の判断基準とすることが裁判で否定されている。イギリスでは雇用

主又は保険会社の要請で行う健康診断は、受診者の健康の維持 ・回復、病気の早期発見を

目的に行うものである限り VAT が非課税とされている124 (Notice 701157 Health professionals 

and pharmaceutical products ， November 2011 ， at 4.8，4.11) 。

② サービスの内容が医療従事者 ・専門家の間で一般に受け入れられており 、患者にとっ

ても必要であるかどうか

無論、サービスの提供が資格のある医療従事者により行われていることが前提となる。

「一般に受け入れられた(認められた)サービスJとは、一般に、有効性に関して医学的証

拠があり、かつ、専門家集団の学会等でそれが認められているものを指すと考えられる

125 。

③ サービスが美容のためのものであるかどうか

「美容のため(cosmetic reas oDs) Jとは一般 に、専ら患者の容姿(appearance )の改善を図る

ために行われる施術のことをいうものと解されている出。美容のためではなく医療目的で

あるとするためには、病気や心理的トラウマ、先天的な奇形(congenital deformity) による外

観上の欠陥を治療するために行うものであるということが必要である127 。また、美容外科

手術に関する精神科医又は臨床心理士の推奨は多くの場合必須である128 。ただし、オース

トラリアでは美容外科には一般に GSTが課されるが、ホワイトニングなどの審美歯科の領

123 D 'Abrumenil v Commissi oners ofC ustom s and Excise (1999) VAT Deci sion 15977. 

124 イギリスの医療提供に関する付加価値税の取扱いについては、第4章第4節参照。
125 Catherine Whi tbぁsup ranote 108， at 129. 
126 Cat herine Whi tbぁsup ranote 108 ， at l30・131.
127 Catherine Whi tbぁsupra note 108 ， at l31. 
128 Cat herine Whitby ， supra note 108 ， at l31. 
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域は一般に GS下企ee となっている(Section 38-10(1 ))。これはわが国をはじめ129 他国の取扱

いとは異なり、必ずしも十分な合理性を有する取扱いではないといえよう。

サービスの提供が GST-free となるかどうかの要件として、誰がそのサービスを提供する

のかが多くの場合重要となる。すなわち、GP( 一般医)がニキビの痕を治療するため行うケ

ミカノレピーリングは、それがメディケアで賄われようとなかろうと、皮膚科において一般

的に行われる医療行為であるとして GS下合問 と取り扱われる(Section 38-7( 1))。しかし、同

じ曹、者が美容セラピストを訪れ全く同じサービスの提供を受けた場合には、 GST が課され

る。美容セラピストは、 GST-free と取り扱われる医療の提供主でなければ、次の(5) で述べ

る医療隣接サービスの提供主としても取り扱われないのである130 0

(5) 医療隣接サービスの提供

GST 法でGS下企ee となる医療隣接サーピ、ス(heal 白service) の提供の具体例は、以下の表

に列挙されたとおりで、ある(Section 38-10(1)( 的)。

アボリジニ及びトレス海峡諸島の住民に対する医療

2 誠療法

3 聴覚療法

4 足治療(Chiropody )

5 カイロプラクティック

6 歯科

7 食事療法

8 薬草療法(漢方療法を 含む)

9 自然療法

10 看護

II 作業療法

12 検眼 ・視力測定

13 整骨治療(Ost 巴opa 也y)

129 わが国においては美容外科と審美歯科のいずれも一般に自由診療扱いであり、消費税

が標準税率で課税される。

130一方わが国においては、皮膚科で行うケミカノレピーリングは一般に自由診療であり、

医療行為が行えないエステサロンで行うケミカノレピーリングと同様に消費税は課税され

る。同一のサービスを同等に取り扱うわが国の消費税の取扱いの方が中立性の観点からは

望ましいといえるかもしれない。
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14 準医療従事者σaramedical)

15 調剤

16 臨床心理

17 理学療法

18 足病治療σodia 句r)

19 言語病理学(Speech patholo gy) 

20 言語療法(Speech 血erap y)

2 1 ソーシャルワーク

イギリスやカナダにおいて VATない しGST が非課税となる医療の提供と比較 した場

合、オーストラリアの上記規定の方が適用範囲が広いとしづ指摘がある 13 1。すなわち、イ

ギリスやカナダでは自然療法のような代替医療は非課税とはならない。これは、オースト

ラ リアの地理的条件から、主としてアジアで普及している代替医療が広まっていることの

反映であると考えられる。

また、医師以外の者が提供する医療サービスが G S下企ee となる要件と して、関連法令等

により登録することが義務付けられている認知された専門家(recognised professional) がサー

ビスを提供し、当該サービスの内容が患者に対する治療行為として必要であることが専門

家団体により一般に認められていることが必要である(Section 38-10(1)(b)(c) ， 195・1)。

このうち、認知された専門家により提供されるとしづ要件は、「十分に専門的な能力の

ある人により提供されること」という Vos 委員会の見解を反映してのものと考えられる。

また、治療行為として必要であることが専門家団体により一般に認められていることとい

う要件は、前述の第4項②の要件と同様の意義を有すると考えられる。

9. 小括

本章では前半でカナダ、後半でオーストラ リアの付加価値税における主として医療の取

扱いについて検討した。それからいえる結論としては、 付加価値税の税率構造と仕入税額

控除との対応関係、 中でも非課税売上げに対応する仕入れに係る税額の控除が認められな

いとう措置が必ずしも付加価値税制における本質的かつ不可変の構造であるとはいえず、

むしろ政策的な措置で可変的なものではないか、ということである。このことは、減額仕

131 Catherine Whi tb弘supra note 108 ， at 123. 
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入税額控除制度(reduced input tax credit ， RIT C)を採用するオーストラリアの制度から直接的

に導き出せると考えられるが、カナダ、の還付制度も本質的には部分控除制度であるとみる

ことができるため、カナダの制度からも補強されるものと考えられる。

次に両国の制度の中身についてみていくと、付加価値税における公的機関が負担する控

除不能税額に係る包括的な還付制度はカナダ特有のものであるが、近年欧州において当該

制度への関心が高まっている132 。これは人的非課税に伴 う控除不能税額の発生による不合

理をし、かに取り除くかという側面からの関心であり、わが国の状況とは異なる。しかし、

物的非課税に伴い発生する控除不能額の転嫁がうまく機能していないわが国の医療機関へ

の対処方法として、カナダの付加価値税制における還付制度は、その制度の安定性とも相

まって極めて参考になる手法であると考えられる。ただし、カナダの制度は中立性に観点

から問題があるため、還付対象を事業者の類型ごとに行うのではなく 、同一サービスにつ

いては同一に取り扱うというようにすべきであろう。

また、オーストラ リアの付加価値税 (GST) においては、諸外国の付加価値税とは際立

った相違点がし、くつかみられる。本研究において特に注目したのは、非課税売上に対応す

る課税仕入れでありながら 75%相当額を控除する減額仕入税額控除制度と、医療の提供に

対するゼロ税率(GST-free) の適用で、ある。前者は付加価値税制において 「非課税売上Jと

「仕入税額控除不可」の対応関係は制度上必ずしも絶対的なものではなく政策的な判断に

過ぎないということを示唆する規定であると考えられる。一方後者は、オーストラリアが

付加価値税制に関し先行する欧州における医療の提供に対する取扱いを検討した結果、非

課税ではなくゼロ税率を適用することにより 、公的部門と民間部門との競争の中立性を確

保することが可能になるため採用されたものであり、医療の提供体制において民間の役割

が大きい日本においても参考になる取扱いである。中でも前者は財政事情が厳しく新たな

ゼロ税率の導入が事実上困難と考えられるわが国において、控除対象外消費税問題の解決

策を検討するにあたって、部分的とはいえ一定の効果が望める方法であることから、非常

132 公的機関の人的非課税の問題点と解決策を検討したものとして、Ri chard M. Bird and 

Pierre-Pascal Gendron ， VKI Revi sited: A New Lοok at白eValue Added Tax in Developing and 

Transitional Coun 仕ies ，University ofToronto ， October 2005 が、カナダ税制jからの分析とし

て、 Pierre-Pascal Gendron ， VAT Treatment ofPublic Sector Bodi 巴s:The Canadian Model ， Oxford 
University Centre for  Busin ess Taxation WP 10/17， July 20 I 0がある。また、 Copenhagen

Economics ， VAT in也ePublic Sector and Exemptions in the Publi c Interest ， Final Report for 

TAXUD /2011 /DE/334 ， 10 January  2013; Rebecca Millar ， supra note 6も同様の観点からの検討

が加えられている。
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に示唆に富む規定であるといえよう。
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第6章結論

1.控除対 象外消費税問題への対処方法

(1) 控除対象外消費税問題の診療報酬改定からの切り分け

前章まで、付加価値税である消費税における仕入税額控除制度と税額の転嫁の仕組み、医

療機関において控除対象外消費税が発生するメカニズムとその問題点、イギリス ・カナダ・

オーストラ リアを中心にした海外の医療保障制度とそれを踏まえた付加価値税の取扱い、

カナダの還付制度とオーストラリアの部分控除制度の意義と機能とを検討してきた。

前章まで検討してきたこれらの諸点を考慮すると、医療機関における控除対象外消費税

問題の解決策としては、理論的には、まず過去の診療報酬改定による対応1の不合理性、換

言すれば裁量行政による不透明性 を排除し法の支配を貫徹するとともに、 問題の枠組みを

単純化し透明性が確保された枠組みの中で妥当な結論を導くため、医療政策(診療報 酬改定)

と租税政策(消費税法による措置)とを切り分け、税制上の措置すなわち租税立法により対

応することが望ましいということがいえるだろう。医療機関における控除対象外消費税の

負担は現行消費税法の仕組み上必然的に発生するもので、その時点での経済状況や財政事

情とは無関係である。このような問題への対処方法は、その時点での経済状況や財政事情を

踏まえて柔軟に対応することが可能な診療報酬改定としづ裁量行政によるのではなく、租

税法規に従い裁量の余地なく透明性をもって執行される方が妥当といえる2。

また、非課税を維持しつつ診療報酬引上げにより対処するとしづ方法は、保険料及び窓口

負担 (原則 3割) の引上げを通じて患者負担の上昇を伴うが、第 2章第 8節で見た医療非

課税の政策目的である「患者に消費税を負担させるべきではない」としづ理念との不整合も

18%引き上げ時の診療報酬改定による控除対象外消費税負担への補填(還元)割合につい

てはいくつか推計があり、全国自治体病院協議会の「平成26年度診療報酬改定影響率調

査結果(概要版) Jによれば2014 年4月"-' 6月の3か月分のその割合は69%で、あった。
なお、同調査によれば、一般病院の還元率が 68%であるのに対し精神科病院(単科)のそ

れが 136%と負担額以上の補填がなされており、診療報酬改定による対応により診療科に
よる不公平が生じていることが分かる。診療報酬による対応の不合理性を示す事象のーっ

といえよう。

2控除対象外消費税問題解決推進を主張する者に対する批判として、医療機関やその経営

者である医師は経済的に恵まれた地位にあり、税制上の措置は必要ないというものがあ

る。しかし、仮に経済的に恵まれているということが言えるとしても、その是正は基本的

に医療政策中で、も診療報酬改定によるのが筋であり、負担の問題はそれとは切り分けて税

制上の措置により透明性をもって解決すべきであろう。
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指摘できるため、妥当ではないといえるであろう。

(2) 医療非課税の維持

そ うなると、消費税の枠内における対応を検討すべきということになるが、その場合は次

に、現行消費税の「医療非課税の原則Jを維持するか否かが問題となる。付加価値税におけ

る非課税措置は、課税の累積を排除する機能を持つ仕入税額控除を停止させることであり、

それが事業者の仕入税額の負担につながるため、中立性・簡素性の観点、から理論的には回避

すべき措置であるといえる。実際、付加価値税制の見直しを検討したイギリスのマーリー

ズ・レビューや EU のグリーンペーパーなどにおいては、付加価値税における非課税を含

む複数税率構造を単一税率構造にすることを提言しているところである。しかしながら、仮

に理論的には妥当なもので、あったとしても、その実現への具体的な道筋が見通せない場合

には、画餅に帰するといわざるを得ない。非課税規定の中でも社会政策的配慮、に基づく措置

の見直しは、その代替措置に対する国民的なコンセンサスを得るのに相当の時間を要する

ことが容易に想像できるところである。これはわが国においても同様であり、医療非課税の

見直しは言うは易く、行うは難き課題である。控除対象外消費税問題は医療機関側の強し、要

望で当初2015 年 10月に予定されていた消費税率10% 引上げ時における解決が求められて

いる問題であり、それが 2017 年4月に延期されたとしても、 2016 年4月には次の診療報

酬改定があるため、残された時間は限られている。

前述のとおり、消費税導入時に医療が非課税となったのは、 「患者に消費税を負担させる

べきではなしリとしづ医療界の主張を採り入れたという意味合いが強い。医療界のこのよう

な主張は、基礎的な医療は社会保険診療により国民全体に平等に提供されるべきという国

民皆保険の原則やフリーアクセスといった、当時から現在まで維持されてきたわが国の医

療政策の基本理念と整合的であると考えられる。また、消費税導入以来20年以上も非課税

で、あったという歴史に基づく当該措置への国民の「安心感Jを踏まえると、今後採るべき医

療政策との組踊が予想されるのではない限り、消費税に関して医療非課税を維持するのが

自然な流れであるものと考える。

(3) 還付制度の導入

① 還付制度導入の意義

医療に関し消費税非課税を維持するとなると、現状のように医療機関が控除対象外消費

税額を負担することとなる。これは現行消費税法上、売上が非課税の場合対応する仕入に係

る消費税が控除できなし、からであるが、非課税を維持したままこの問題に対応したのがカ
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ナダである。すなわち、第5章第4節で説明したとおり、カナダでは病院に対して非課税売

上に対応する仕入税額の 83% 相当額が還付される。カナダの当該制度は法的には「控除j

ではなくあくまでも「還付」であるが、経済的効果は控除と同等であり 、いわば「部分控除

(partial credit) Jとみることができる30

ところで、カナダの還付制度は人的非課税措置への対処方法であり、日本の医療非課税の

ような物的非課税措置に導入することに対して、理論的な整合性が疑問視される可能性が

ある。これについては、第2章第8節でも触れたとおり、物税である付加価値税に関しては、

理論的にはその非課税措置は原則として人的非課税ではなく物的非課税によるべきこと、

及び、人的非課税であれ物的非課税であれ控除不能額が生じることには変わりがなく、その

対処方法として還付制度はいずれの措置に対しても有効であることから、問題ではないと

考えられる。したがって、税方式4と保険方式の違いこそあれ、国民の健康に政府が責任を

持つという医療政策に関し共通の理念を有するカナダの制度5をわが国に適用することは、

理論的にも実務的にも妥当性があるものと考えられる60

わが国において当該還付制度を導入する意義の一つは、問題解決の迅速性という点が挙

げられる。主要国において付加価値税に関し社会政策的観点から非課税とされている項目

につき課税(標準税率、軽減税率又はゼロ税率)に変更した事例は皆無と考えられる 。標準税

率はもちろんのこと、軽減税率で、あっても、非課税の場合と比較すると消費者の負担は純増

であるため、消費者サイドの理解を得ることは容易ではないだろう。医療のような国民全体

に影響を及ぼす項目(課税化は大衆課税化を意味する)であればなおさらである。税率 10%

引上げ時までに解決策を見出すことが迫られているわが国においては、議論の収散に相当

3仮に還付割合を 100 %まで引き上げると、経済的効果は完全控除(釦11credit) となりゼロ税

率との差がなくなる。そのため、カナダの還付制度は"parti alzero -rating system "とも評価 さ

れている。See Pierre-P asca l Gendron ， VAT Treatment of Public  Sector Bodies : The Canadian 

Mod el，OゆrdUniversi 汐Centre for Busin ess Taxation 'ffア 10/1スat 19. 
4第 3章第3節でみたとおり、カナダの医療保障制度は基本的に国民全般をカバーする

M edicare により運営されてい る。Medicare は医療保険と称されることもあるが、運営費は

税金により賄われ、保険料が徴収されるわが国の公的医療保険とは異なる。
5なおこの趣旨はあくまで理念を共有しているということで、あって、(特に待ち時 間に関

し)カナダの医療制度が特別優れているという ことを言いたいわけではない。
6ちなみに、日本医師会は2012年 11月に公表した「今こそ考えよう 医療における消費

税問題(パンフレット第 2版)J 24頁で、非課税のまま控除対象外消費税を還付する制度

を「税制の基本的 な仕組みを超えたものになりますので、実現困難と考えています」と し

ているが、カナダ(還付 制度)やオーストラ リア(部分控除制度)において既に実現して

いる。 医師会はその後 2014 年3月の 「医業税制検討委員会答申Jの26頁において、非課

税還付案を「取り得る選択肢の一つ」と位置づけている。
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な時間を要すると想定される「課税化Jではなく、還付制度の導入により対処するのが現実

的と考えられる。また、非課税を維持したままでの還付措置の導入は、その適用範囲が基本

的に医療(介護及び福祉)にとどまるため、将来の消費税に係る逆進性緩和措置の全般的な

見直しに関して柔軟に対応できるという点も見逃せない。仮に医療機関における控除対象

外消費税問題に関し軽減税率による対応7を選択した場合には、将来軽減税率の弊害が顕在

化し更なる見直しを迫られたとしてもその廃止が決して容易ではないことは、欧州におけ

る現状を見れば明らかであろう。

ただし、ここでわれわれが気を付けなければならないのは、他国の制度をわが国に採り入

れるときには、その国のおかれている社会的、経済的、政治的背景や歴史的経緯をできるだ

け詳細に検討し、それが租税政策にどのように反映しているのか十分理解した上で、わが国

にそのまま導入するのか一部でも改変するのか、また導入するタイミングはいつがベスト

であるのか見極めることが重要であるということである80

② 還付制度の概要

還付制度を導入するにあたりその基本となる要素は、還付割合とその原資である。

仮にカナダ型の制度を導入する場合、まずどのくらい還付するのか、すなわち還付割合

をどうするのかが問題となる。カナダのように還付割合を何パーセントと定める方法もあ

るが、その数値を理論的に導き出すことは意外に難しい。そこで、還付対象税額9を以下の

算式に基づき算定するという案を提示してみたい。

還付対象税額=非課税売上 (社会保険診療等)対応課税仕入税額×

標準税率-5%

標準税率

上記算式(税率連動型還付税額計算)の趣旨は、非課税 売上 (ただし社会保険診療等公定

価格の診療報酬に限る10) に対応する課税仕入れ税額のうち平成26年 3 月までの税率であ

7軽減税率導入のメインターゲットは食料品等の生活必需品であり、適用対象が医療に限

定される(もしくは先行して導入される)ということは極めて考えにくいことに留意すべ

きだろう。

8導入元の国の租税政策の真の影響に関する情報の欠知は、導入先の租税政策ひいては国

民に害悪をもたらしかねない。See 町tade la Feria and Richard Krever ， Ending VI¥I 
Exemptions: Towards a Post-Modem VI¥I ， 0ゆrdUniversi 汐Centre for Business Taxation WP 
12128 (2012) ， at28. 
9還付対象税額はまず事業者の納付税額から控除され、 控除しきれない金額がある場合に

はその金額を還付することとなる。

10医療機関における非課税売上のうち、 助産については、自由診療であるため控除不能額
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る5%までは仕入税額控除を認めず、それを超過する部分について控除を認めるというも

のである。これは、平成26年3月までの適用税率5%までは過去になされた診療報酬改定

で消費税負担分を(一応)加味していること 11、標準税率が今後 10%を超える場合12にも

対応できること、という点から一定の妥当性があると考える130

当該算式はカナダのように一定割合(公的病院に対する GST は83% )とする方法と一見

異なるように思えるが、第5章第5節で触れたとおり、カナダの場合も還付割合は税制の

切り替え前後で事業者の負担が変わらない水準とするよう設定されており、上記算式は税

率5%のときと事業者の負担が変わらないように設定されたものであると解するのであれ

ば、基本的な考え方は同じであるとも評価できる。

また、還付の対象となる課税仕入れは社会保険診療等に対応するもの全般であり、高額

医療機器や病棟建設費等に係る課税仕入税額に限定しない。これは、非経常的な投資であ

る高額医療機器等についての合理的な線引きが困難であるという中立性の観点に加え、経

常的な費用である医薬品や医療材料等は医療の安全性や質を担保するのに必要欠くべから

ざる支出であり、それらに係る課税仕入税額を還付対象から除外することはわが国の医療

政策の理念にも反すると考えられることがその主たる理由である。

次に医療機関へ還付される金額の原資であるが、それは徴収済の税金となる。そのため、

の転嫁が可能であることから除外し、また、その他の非課税売上(利 子収入など)につい

ては、 他の業種においても控除できないため同様に対象外とするのが妥当と考えられる。

11 これに対しては医療界からの反発(すなわち控除できない部分があるのはおかしいとい

う主張)も予想されるが、過去に診療報酬で対応したとしづ政府の立場を全く無視するこ

ともできない(もし無視するのであれば、過去の診療報酬改定の効果はゼロ文はマイナス

で、あったことを証明する必要がある)だろう 。そのため、 5%未満の部分についても還付
せょとしづ主張に対しては、特に財政当局から「過去に対応した部分の診療報酬を返還せ

よJとしづ議論が誘発されることも想定されるところである。このような(ある種不毛

な)議論を引き起こさないためにも、還付額を 上記算式によることには一定の合理性があ

るものと考える。

12税率 10%への引上げは当初予定より 1年半延期されたが、その引上げ前に次の診療報
酬改定の時期が到来する。本来であれば次の診療報酬改定より前に税制上の措置を講ずる

べきであるが、そのために軽減税率導入を前倒しすることは事実上不可能である。しか

し、還付制度であれば8%時で、あっても導入は可能である。
13 ところで、還ー付額を減らすため等の理由で5%を超える分ではなく 8%を超える分を還
付の対象とするとしづ方法もあり得るが、仮にそうした場合、 5%から 8%への税率引上げ
に係る診療報酬による対応も問題ないということを間接的に認めることとなるため、診療

報酬ではなく還付による対応を行う根拠が崩れるものと思われる。なお、 5%を超える部
分を還付の対象とする場合、 2014 年の診療報酬改定で8%対応分として増額改定された項
目(初診料 +12点や再診料+ 3点など)は次の診療報酬改定で元に戻す( 引き下げる)必

要があるだろう。
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消費税収はその分だけ減少することとなる。また、診療報酬の改定の場合と比較して、受益

と負担の関係が暖昧となる恐れもある。これらの点については、還付金額は医療(中でも社

会保険診療)という国民共通のインフラを維持するための社会的なコスト 14であり、国民全

体が負担するのが望ましいという考え方に基づくとしづ説明が可能であると考える。

③ 還付制度導入による影響

仮に②で述べた還付制度をわが国に導入するとした場合、その影響はどの程度となるで

あろうか。まず還付制度導入による減税規模について推計してみる150

14 健康状態が良好で、病院にかからない若い世代にはこのロジックがやや分かりにくいとこ

ろかもしれないが、厚生労働省の「平成23年度国民医療費の概況Jの年齢階層別国民医
療費によれば、 75 歳以上の人口 一人当たりの医療費(892.2 千円)は 15~44 歳のそれの

8.14倍にも上るなど、医療需要は一般に年齢を重ねるにつれて高まるものであり、「人は

必ず老いるJとしづ点から一応正当化できるものと考えられる。

15 この点は課税庁にとっても関心が高い事項であろう。実際、 2014年3月3日の参議院

予算委員会で民主党の足立信也委員(医師)と麻生財務大臣とでこの点が以 下の通りやり取

りされている。

「足立信也君:先ほど総理は、薬や医療機器のことで、その分は入っているとおっしゃい

ました。ですから、それ以外の部分で損税が生じているというのが多くの団体の意見で

す。これは納得していません。それから、国民の皆さんも、非課税と言われながら実際は

その報酬の中に入っているんだと今説明されると、国民の皆さんも納得できないと私は思

うんですよ。

そこで、私は、この分野を課税にするという多くの団体の要望があります。そして、ゼ

ロ税率、これは私は反対です。非課税のまま、世界中そうなんですから、非課税のまま、

先ほど冒頭に申し上げたように、足らざる部分は還付するという方式がやっぱり私は正し

いんだろうと思います。

そこで、できれば財務大臣、税のことですので財務大臣だと思いますが、カナダの公共

サービス機関リベート制度ございますですよね。この概略、そして、私は日本で導入した

らどうかと思うんですが、その点についていかがでしょうか。

国務大臣(麻生太郎君) :これは、お尋ねのカナダの公共サービス機関のリベート制度と

いうことの説明でしたけれども、いわゆる公益団体などが医療や教育などの非課税サー ビ

スの提供を行う際に仕入れに係る付加価値税につきま しては、国が一定割合は還付すると

いう制度であります。このうち、公営病院に対する還付がヘルスケアリベートと呼ばれて

いるということを承知をいたしておりまして、国分の付加価値税が八三%、州分の付加価

値税が八七%となっております 。

いわゆる、昔、日本でもゼロ税率という話があったと承知をしておりますが、ヘルスケ

アリベートというのを、これを仮に日本で導入することになりますと、還付によって国や

地方公共団体においては多額のこれは減収を招くことになるのは間違いないと思います

が、医療を含みます社会保障のために必要な財源を確保するというところが必要になりま

すので、そこをどうするか。また、リベー トの申請をしていただくことになるんですが、

これは消費税額の正確な計算が必要になります。

したがって、現在消費税の免税対象になっている事業者である医療機関が約七割ぐらい

ありますかね、七割の医療機関につきましては消費税に係る記帳というものをきちんとや

っていただかないかぬ(ママ)という事務が新たに発生することになる 。

したがいまして、そのもし仮に事務ができるということになるんであれば、今小規模の
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税率 10%に引き上げられた時点での消費税収(地方消費税を含む)は、平成 25年度の消

費税収(地方消費税を含む、予算ベース)が約 13. 3兆円であり、 5%の増税に係る税収増が

約 13.5兆円と見積もられている16ため、単純に加えると合計約26.8 兆円と推計される。

一方、税率 10%時点での還付税額であるが、計算の前提として、平成24年度の公的医療

保険が適用される医療費17が約 36.4兆円 、日本医師会の調査18による社会保険診療報酬に

占める控除対象外消費税の割合(平成 18年度 ・19年度)が約 2.2 %であることから、 両者を

掛け合わせることにより、税率5%時における控除対象外消費税額の総額が約8，008 億円と

推計できる。そこから、税率 10% 時における控除対象外消費税額の総額は、 5%時のそれの

倍であるとすると、約 1兆6.016 億円と推計できる。

ここで、社会保険診療報酬から生じる控除対象外消費税額のうち、税率 5%を上回る部分

の金額は、10%時における控除対象外消費税額の総額から 5%時における控除対象外消費税

額の総額の差額であるため、約 8.008 億円と推計できる。そのため、還付対象となる控除対

象外消費税額の総額も約 8.008 億 円となる。当該還付制度の導入により 10%時の消費税収

は上記推計から還付金額だけ減少するため、導入後の消費税収は約 26.0 兆円となる。した

がって、還付金額が消費税収に占める割合は 3.08 %程度となる。

これはカナダのGSTにおける病院に対する還付額が税収に占める割合 1.96% 19よりも高

いが、カナダの場合HST/QST に係る還付制度も存在するので、それを加えれば、実際には

医療機関においては、地方の診療所等々はこの事務負担を配属:して、所得税、法人税に関

しては、これは概算で経費を計算することを認めるという特例制度がありますので、それ

を見直さないと論旨が合わないということになろうということになりますので、これはい

ろんな問題が発生するということははっきりしております。

足立信也君 :先ほど田村大臣三%のところで、おっしゃらなかったんですが、資料五に書い

てあります。今回、医療経済実態調査で、やっぱり一番大きなのは、その他課税費用という

のが数値がしっかり出たという ことなんです。これは、いただいている消費税分、それか

ら事業者ですね、この場合は医療機関ですが、払っている消費税分ってかなりクリアにな

ったんですよ。今の事務的なことを云々おっしゃいましたけれども、害IJとク リアになって

いる。そして、それは持ち出し分が多い、歯科医師会ではー ・二三%、あるいは医師会は

二 ・二%損税だと、そのように 言っているわけです。

これは、自民党の議員の中にもこの非課税還付方式を取るべきだとしづ方はいらっしゃ

います。是非とも私はその形が成立できるように頑張っていきたいと、そのように思って

いる次第です。J
16 第 1四社会保障制度改革国民会議「社会保障・税一体改革関連参考資料j(平成24年
11 月30日)7頁。
17 厚生労働省「平成24年度医療費の動向j 1頁。
18日本医師会・ 日医総研 「消費税の実態調査j(平成21年2月 12 日 ・平成24年 7月改)7
頁。

19 2012年予測値。第5章第5節第2項参照。
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日本における上記試算と還付の規模はそれほど変わらない水準であるといえそうである。

また、消費税率8%引き上げ時の診療報酬による対応を検討していた厚生労働省の中医協

の資料20によれば、診療報酬の引上げはプラス約 1.2%と試算されるところであり、この割

合を平成 24 年度の公的医療保険が適用される医療費に単純に乗じると約 4，368 億円とな

る。公的医療保険に占める税金(公費、国・都道府県 ・市町村計)の割合は平成 23年度21で約

31.7%であるので、消費税率 3%引き上げに対応する診療報酬の改定に係る税投入額は約

1，385億 円と見積もられることとなる。これが還付の規模を検討する際の一応の基準となる

数字であろう。

なお、控除対象外消費税額のうちの一定額の還付は、医療機関の費用(原則として医業費

用)のマイナスとなり、法人税・所得税法上も損金の額ないし必要経費の額が減少する 。そ

の結果、法人税及び所得税の税収も増加することが見込まれるが、その規模は不明である。

還付の規模の適正性を検討する際この点も考慮に入れるべきであろう。

④ 還付制度導入への抵抗感

控除対象外消費税問題の解決方法として、カナダ型の還付制度を採用しようとする場合、

予想される反論は、不正還付を誘発するのではなし、かとしづ懸念である。これは特に課税庁

サイドから主張される懸念であろう。確かに、わが国において従業員(給与 所得者)を外注

者と偽装して不正に仕入税額控除を適用し還付を受けるとしづ事案22や、マンションに投資

し非課税の家賃収入を得る一方で架空の法律助言料を収入として計上することで不正に還

付を受けるという事案23が報じられているし、海外でも欧州においてカノレセーノレ・スキーム

24等の輸出免税を利用した不正還付事案が生じている。

20 厚生労働省中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織(医療機関等における消費税

負担に関する分科会)第7回(2013 年8月2日)資料(税 ，- 1)10 頁。

21 厚生労働省「医療保険制度の財政構造表(平成23年度)J91頁。
22 2012 年5月24 日付毎日新問。この事案では、従業員を人材派遣会社に転籍させ、非課

税仕入れである給与の支払いを課税仕入れである人材派遣料に変更していたが、人材派遣

会社側は資本金 1，000 万円未満の法人等が設立後2年 間の課税売上高がそれぞれ 1，000 万

円以下であれば免税事業者となることを利用して、 2年ごとに法人の設立・解散を繰り返
して消費税を免れるという手法を用いていた。当該スキームについては平成22年 11 月 1
日の政府税調第 10回専門家委員会でも取り上げられ、平成23年度の税制改正により、こ
のような事業者には事業者免税点制度が適用されないこととなった(消法 9の2)。

23 2013 年 7月 13 日付読売新聞夕刊。

24 カルセーノレ・スキーム(carousel sche m e，回転木馬型スキーム)については、例えば、西村
閉多「第3回OECD 税務行政フォーラム (FTA) 会合についてJファイナンス 2006年
11 月号 55頁及び西山由美 「消費課税における『事業者』の法的地位」税法学557 号

(2007)209 -219 頁参照。
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元来課税庁には、 一度国庫に収まった税金を納税者に返還(還付)することを鵠踏ーするメ

ンタ リティーがあるようで、消費税の不正還付事案が少なくないことおも相まって新たな還

付制度の導入に抵抗を示すのは、心情的には理解できないでもない。しかし、法律に定めら

れた納税者の権利であれば、課税庁は法律に従い粛々と執行する義務を負うはずであり、そ

れは還付で、あっても同様である。また、消費税に関する不正は「控除できないものをできる

ように装うj方法により実行されており、これまで、控除できない制度下で適正な申告に努め

てきた医療機関が、還付制度導入により実質的に控除できるようになるとしづ有利な制度

改正がなされる中で、さらに進んで不正に手を染める事態というのは極めて想定しにくい

26。また、既に導入され20年余が経過しているカナダ27において、病院による不正還付事案

に悩まされているという報告もないようである。したがって、還付制度導入により医療機関

の不正還付が誘発されるというのは、仮にあっても極めてレアケースであり、当該制度導入

の障害とはならないと考えられる。

仮に還付制度への抵抗感が強いというのであれば、代替的にオーストラリアで採用して

いる減額仕入税額控除制度(部分控除制度)を導入することも検討対象となり得る 。いずれを

採用しても経済的効果は同じであるが、減額仕入税額控除制度は仕入税額控除制度の枠組

内であるという点で、(理論的にはともかくとして軽減税率と 同様に)課税庁の心情的な抵

抗感はより小さいのかもしれない。

⑤ 執行可能性

税制上の措置を検討する上で欠かすことのできない事項は、執行可能性である。すなわち、

いかに理論的に優れた立法措置で、あったとしても、導入に多額の費用を要したり、納税者に

過度なコンブライアンスコストを強いるといったもので、あっては、執行可能性の点から導

入可能性が危ぶまれることとなる。

カナダ型の還付制度をわが国に導入することは、執行可能性の観点からも問題ないもの

25 国税庁(国税庁編『国税庁レポート 2011~ 20頁)によれば消費税の不正還付事案は税務

調査の重点項目であるが、不正件数 ・追徴税額ともにここ数年減少傾向にある。国税庁

I平成23事務年度法人税等の調査事績の概要jの「消費税還付法人に対する取組j参
日召

26 もし医療機関のコンブライアンス意識が低いのであれば、現行消費税制度の下でも不正

控除 ・不正還付を行う事案が頻発していることとなろうが、そのような事実は特に見受け

られない。

27 制度の効率性を評価する際の留意点として、中里教授は、継続している制度は多くの場

合合理的なものであることを指摘する。中里実「制度の効率性と租税J論究ジュリスト

201 4年夏号91頁参照。
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と考えられる。なぜなら、多くの医療機関においては28既に現行制度の下で控除対象外消費

税の金額を算定しており、その金額を基に還付額を算出することは容易であるためである。

なお、国税庁の統計によれば平成 24年度の国税の還付金(還付加 算金を含む)に関し、消費

税は3兆 1，000 億円強と総額の 50% 強を占める税目となっている29。その主たる理由は輸

出免税と設備投資によるものと考えられるが、消費税の還付は仮に新たな項目が加わって

も 小限の追加的なコストで執行可能な税目であると想定される。

(4) 簡易課税適用事業者及び免税事業者への対応

還付制度を導入した場合、その適用対象に簡易課税適用事業者を含めるべきかが問題と

なり得る。簡易課税の適用事業者は基準期間の課税売上高が 5，000 万円以下の事業者であ

るから、課税売上となる自由診療等30の規模が小さい開業医はその適用対象となるため、 中

小の医療機関を中心に適用事業者は少なくない31。

そもそも簡易課税制度は納税事務の簡素化と コストの軽減のために、税額の算定を容易

にしてほしいという中小企業者からの要望に基づいて採用された制度であるが32、売上に係

る消費税額の一定割合(みなし仕入率 )を仕入税額とみなして控除する制度であるため、原理

的に売上が計上される限り必ず納付税額が生じることとなる33。このような簡易課税制度と

還付制度との親和性、すなわち簡易課税制度の適用事業者にも還付制度の適用を認めるの

かについては、還付制度の前提は社会保険診療等に係る控除対象外消費税の金額を算定す

ることであり、そのためには課税仕入れの税額を正確に把握する必要があることから、 相容

れないものではなし、かと考えられる。また、簡易課税制度についてはみなし仕入率が実際の

仕入率と事離しておりそれが益税を生み出しているという批判34があり、廃止を含めた抜本

28 簡易課税制度適用事業者及び免税事業者については、次項参照。

29 国税庁 「平成24年分税務統計(徴 収関係各表)J 21頁。
30 社会保険診療等は非課税売上であるため課税売上から除外される。

31日本医師会の調査によれば、調査対象医療機関数に占める簡易課税事業者の割合は平成

18年が14.4%( 母数1，207) 、平成 19年が 12.0% (母数 1.138) で、あった。日本医師会・日医

総研前掲注 目調査 11頁参照。ちなみに同調査によれば免税事業者の割合は平成 18年が
40.3% 、平成 19年が40.0%で、あった。
32 金子宏『租税法(第十九版)~ (弘文堂・ 2014年)660 頁。

33 輸出売上がある場合、簡易課税適用事業者は仕入控除税額の算定の際、みなし仕入率を

乗じる課税標準額に対する消費税額がゼロとなるため、仕入控除税額もゼロとなることか

ら還付は受けられない。したがって、 輸出売上(免税)に基づ、く還付を受けるためには、仕

入税額控除に関し必ず簡易課税ではなく実額控除の適用を受ける必要がある。

34 例えば、会計検査院 iW消費税の簡易課税制度について』に関する会計検査院法第30条
の2の規定に基づく報告書(要旨) J (平成24年 10月) 3 - 7頁参照。また、平成24年8
月に可決 ・成立した改正消費税法においてもその第7条第一号ニにおいて、簡易課税制度
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的な改革が必要となる制度である35。さらに、簡易課税制度を採用している医療機関の多く

は、実額控除計算が可能でありながらみなし仕入率を選択した方が有利であるから採用し

ているというのが実態であり、実額控除計算へ移行は実務的にはそれほど困難でないもの

と考えられる。したがって、医療機関に対する還付制度の適用対象から簡易課税適用事業者

を除外するのもやむを得ないものと考える。

同様に、歯科等の開業医を中心に存する免税事業者についても、還付制度の適用対象から

除外し、そのような小規模事業者36が還付制度の適用を受けるためには、原則通り課税事業

者となることを要件とせざるを得ないものと考える。

なお、簡易課税適用事業者及び免税事業者へのこのような措置により、所得税 ・法人税に

おける概算経費控除制度(措法 26・67) への影響を懸念する向きもあろうが37、そもそも社会

診療報酬に係る概算経費控除制度は、縮小されたとはいえ未だに存続していることの根拠

が薄弱な規定であり、原則として廃止すべき制度であると考えられるため、その影響につい

ては考慮する必要はないものと考えられる。

(5) 公的介護保険サービスへの対応

本論文は社会保険診療に係る消費税の非課税措置に係る控除対象外消費税問題を検討し

てきた。しかし、同様の問題が公的介護保険サービス(消法別表第 1七イ)の非課税措置につ

いても生じることとなるため、現在までのところ業界団体からの要望もあまり聞こえず38ほ

とんど議論されていないが、仮に社会保険診療について還付措置を導入する場合には、次節

でも論じるように公的介護保険サービスについても同様の措置を講じることを検討すべき

であろう。

(6) 非課税還付制度導入論の限界

の仕入れに係る概算控除率については、更なる実態調査を踏まえて、その水準について必

要な見直しを行う旨が明記されており、平成26年度の税制改正でみなし仕入率の見直し

がなされている(ただし医療機関に関しては変更なし)。

35 もっとも、 日本医師会は 「平成27年度医療に関する税制に対する意見(改訂版 )J 4頁

で、簡易課税制度の見直しは慎重に行うことを要求している。

36 小規模な事業者への対応が仮に必要で、あるとした場合には、税制上の対応ではなく、医

師会等の同業者団体がそのような事業者に対し経理面での支援策を講ずる(例えば一時的に

税理士に業務を委託する費用を支出するなど)とし、う対応が採り得るであろう 。

37 前掲注 14における麻生財務大臣の答弁参照。

38 近になって全国老人保健施設協会(全老健)が厚生労働省老健局に提出した税制改正

要望で、消費税が非課税である介護保険事業を原則課税とすることを要求していると報じ

られた。2014年 11月 4日CBnews 参照。
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本論文では医療機関の控除対象外消費税問題への解決策として、非課税を維持したまま

還付制度を導入することを結論としているが、当該結論については以下のような限界ない

し留意事項が指摘できるであろう。

第一に、非課税還付制度導入論は当該問題の抜本的な解決策ではない点である。すなわち、

当該問題の抜本的な解決策は恐らく後述する給付付き税額控除の導入を軸にした非課税制

度の廃止ということになるのであろうが、本論文の結論では時間的な制約から国民的なコ

ンセンサスを得るのが容易でない抜本的な解決策の導入を先送りしているという面は否め

ないところである。

第二に、カナダの制度をわが国に導入する意義について必ずしも十分には論証されてい

ない点である。税方式を採用しているカナダの医療保障制度を背景に人的非課税制度への

対応策として機能しているカナダの還付制度は、わが国が置かれている状況と同じである

とはいえず、その制度を導入する意義が十分説得的であるとはいえない恐れがある。もっと

もこれは、わが国の置かれている状況が世界的に見て極めて特殊な状況にあることを反映

しているが故の限界であると考えられる。

第三に、財源問題への配慮が十分には検討されていない点である。前述のとおり非課税還

付制度の導入により約 8，008 億 円が医療機関に還付されると見込まれるが、その金額につ

いては厳しい財政事情から財政当局からの激しい抵抗が予想されるところである。 終的

な還付水準の決定は、理論的にはともかくとして、当該制度導入に伴う 2014 年の診療報酬

改定分の引下げ39による税投入額の減少額等を控除し、税の純減収額を算定することにより

判断することとなるであろう。

2. 他の非課税措置への応用可能性

(1) 仕入税額控除制度の法的意義と非課税措置

本論文では消費税法における仕入税額控除制度の法的意義として、税額計算における基

本構造をなすものであるという点を強調してきた。それでは、仕入税額控除制度は課税仕入

税額の 「完全控除Jを要求する措置であるととらえるべきなのであろうか。欧州では中立性

の原則からそのように解すべきという議論があるが40、第 1章でみた神戸地裁判決はそのよ

39 2016 年の診療報酬改定前に税制上の対応をした場合を想定している。

40 西山由美「金融セクターに対する消費課税J金子宏・中里実・J. マーク・ラムザイヤ

ー編『租税法と 市場~ (有斐閣 ・2014 年) 306 -307 頁参照。
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うには解しておらず、控除不能額が生じた場合まずは 終消費者への転嫁というルートを

採るべきとしている。これを踏まえると、仕入税額控除制度の日本法の解釈としては、裁判

規範として課税仕入税額の「完全控除Jを要求する措置ととらえるのではなく、事業者にお

いて控除対象外消費税の負担が生じた場合には立法者にその排除を要求する「根拠Jとなり

得るものととらえるのが妥当ではないかと考えられる。

(2) 他の非課税措置への応用可能性と判断基準

わが国における仕入税額控除制度のこのような解釈をさらに突き詰めていけば、現行税

法上全く認められていない非課税売上に対応する課税仕入税額に係る控除につき、どこま

で認められるべきなのかが問題となり、その判断基準を示す必要がある。なぜなら、原理上

は非課税措置全般に還付制度等を導入し控除対象外消費税額の完全排除を目指すことは可

能であるが、仮にそうした場合、わが国の厳しい財政事情の中到底容認できない「パラマキJ

であるとしづ批判を免れないためである。非課税措置の態様別に基準を示すと、以下のよう

に整理できるものと考えられる。

① その性質上消費税になじまないもの

消費税の非課税措置については、第2章の図2-12 で示したように 「その性質上消費税

になじまないものJと「社会政策的配慮、に基づくものjとに分けられるが、そのうち前者に

ついては、後者のように 終消費者に消費税の負担を求めることを回避する目的で非課税

とされているわけではなく、控除対象外消費税の負担を転嫁するか否かは事業者に委ねら

れている。そのような取引に対して還付制度等を導入し何らかの控除が認められるように

するのは必ずしも妥当とは言えず、基本的に非課税から課税への転換により対処すべきと

考えられる。

② 社会政策的配慮に基づくもの

一方の「社会政策的配慮に基づくものJであるが、まず事業者により控除対象外消費税額

の価格への織り込み(転嫁)が可能なものとそうでないものとに分けられる。ここでしづ価格

への織り込みができないものとは、社会保険診療や介護保険に基づくサービスのような事

業者に価格決定権がない公定価格のものをいい、可能なものとはそれ以外のものをしづ。

ア.価格への織り込みが不能なもの

価格への織り込みが不能なものへの対処方法の判断基準としては、まず事業者による価

格決定の代償措置として控除不能額の転嫁が保障されているかが問題となり、次にそれが

保障されていない(又はそれは不完全な)場合税制上の措置によるか、それとも財政 上の措
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置によるかが問題となる。ここで控除不能額を転嫁により解消することを優先的な対処方

法としたのは、当該金額は第一義的に事業者のコストであることから、当該コストは売上金

額に織り込むことで解消するのが標準的な価格決定メカニズムであるからである。転嫁に

よる解消は法的にも消費税創設を謡った税制改革法第 11条が根拠となり得る。仮にそれが

十分に機能しない場合には、その状況に応じたきめ細かな対応、すなわち税制上や財政上の

措置といった公的介入が必要となるのである。

次に個別の類型を見ていくと、まず「教科用図書」は、恐らく事業者における控除対象外

消費税の負担をも加味して文部科学省によりその価格が決定されている41と考えられるた

め、転嫁による対応で十分であり、還付制度の導入は不要であろう。

一方本論文で検討してきた「公的な医療保障制度に基づく療養・医療等Jは、事業者によ

る価格決定の代償措置としての診療報酬の改定が適切に行われているのであれば、転嫁に

よる対応を志向し、適切とはいえない場合には還付等の税制上の措置により対処すること

となる。同様に、「社会福祉 ・更正保護事業等」のうちの介護保険法の規定に基づくサービ

ス(消法別表第 1七イ)も、介護報酬改定が適切であれば転嫁により対応し、適切とはし、えな

い場合には還付等の税制上の措置により対処することとなる。

イ.価格への織り込みが可能なもの

価格への織り込みが可能なものについて見ていくと、まずサービス内容の公共性の高低

により分類が可能となる。サービス内容の公共性が比較的乏しい「住宅の貸付jは、公的介

入の必要性が乏しいと考えられる。また、「住宅の貸付Jは「逆進性緩和の一環」として平

成 3年度の税制改正で非課税とされたが、理論的には、持家が課税とされていることによ

る持家居住人と賃貸居住人との水平的公平性は、賃貸居住人への全額転嫁によって確保さ

れることとなる42。したがって、住宅家賃に対する措置は不要と考えられる。ただし、借上

社宅のように非課税とされ(消基通 6 - 13-7) 仕入税額控除の対象とはならないものの、実

質的には事業者間取引と考えられるものについては、事業者が課税選択を行うことができ

るオプション制度の導入も検討に値するだろう。

次に、サービス内容の公共性が高く転嫁による対応が必ずしも望ましくないことから、事

業者の経営に配慮した税・財政上の措置(公的介入)が求められるものとして以下の四項目が

挙げられる。第一に「助産jであるが、自由診療であり転嫁可能で、あることや、自由診療で

41 教科用図書は文部科学省告示により毎年科目ごとに定価の 高額が示されている。

42 知原信良「消費税と不動産取引j論究ジュリスト 201 4年夏号203 頁参照。
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あるため過去における消費税率引上げ時の診療報酬対応による措置の対象外で、あったこと

などから、従来医療界からも特に要望は出ていないようであるべしかし、転嫁できるかど

うかは医療機関と患者との関係に依存し、比較的低所得の妊婦の多い医療機関においては

正常分娩の価格44を低く設定せざるを得ないため、転嫁が不十分で、あるケースも少なくない。

このようなケースについても自由診療であるという理由で公的介入の対象外とするのは、

必ずしも妥当とは言えないと考えられる。しかしそのようなケースについては、画一的な対

応とならざるをない税制上の措置よりも、医療機関や患者の実情に応じたきめ細かな対応

が可能となる財政上の措置(補 助金や給付金など)の方がむしろ適切とも考えられる 。した

がって、助産を行っている医療機関の転嫁の状況に関する実態調査を行い、それが不十分な

医療機関に対してのみ税制上ないし財政上の措置を講ずることも検討に値するであろう。

「埋葬料・火葬料Jも「助産J と同様に、その利用者の実情に応じたきめ細かな対応が求

められる項目であるが、事業者は価格に転嫁し、行政は(仮に必要な場合には)低所得者に

対して利用料の補助を行うという方法が も効率的であると考えられる。

次に「身体障害者用物品の譲渡等jも「助産」と同様に転嫁可能ではあるが、その譲渡先

が原則として身体障害者であることから、事業者が転嫁できず負担しているケースがみら

れる。それでも平成23年度の税制改正前は、いわゆる 95%ノレーノレの適用により課税売上割

合が 95%以上で、あれば非課税売上対応分についても控除ができたが、改正後はその課税期

間の課税売上高が 5億円を超える事業者は実額控除が求められるようになったため、該当

する事業者にとっては新たに控除対象外消費税問題が生じたこととなる45。身体障害者用物

品の公共性に鑑みれば、その譲渡等を行う事業者に対して還付を行う措置を講ずることも

検討する余地があるだろう460

43 ただし 近日本医師会は、自由診療については 10% 引上げ時に軽減税率の適用とする

ことを求めている。 日本医師会「平成27年度医療に関する税制に対する意見(改 訂版)J4 

頁参照。

44 都市部の高所得者向けは100 万円を超えるケースもみられる半面、地方では助産に対応

している医療機関自体が少ないため、健康保険から支給される出産育児一時金(原則 42万

円)に満たない金額となっていることもあるなど、かなりの開差が生じている 。

45 平成26年度の厚生労働省税制改正要望でも、「平成23年度の税制改正において消費税

の仕入税額控除に関するノレーノレが見直されたことに伴い、福祉車両等を製造 ・販売する事

業者において仕入れに係る消費税の取扱いに影響が生じていることなどを踏まえ、福祉車

両等に係る消費税の取扱いのあり方を検討し、所要の措置を講じるJとされている。
46 公の支配に属さない慈善 ・博愛の事業(福祉事業)に対する公金支出を禁ずる憲法的

条との関係で、民間事業者への財政支出は可能かどうかの検討が必要である。
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後に「一定の学校の授業料・ 入学金等Jであるが、8 %引き上げ時に授業料等の値上げ

による転嫁ができず経営状況が悪化している学校法人もみられるところである。学校法人

の代表格で、ある私立大学(大学部門47)tこつ いてみれば、平成 24年度において収入の 77.0%

48を学生等納付金(授業料、入学金等)が占めており、控除対象外消費税額の転嫁の可否は私

学経営に直結する。私立大学の経営状況は地方 ・中小規模の大学において特に厳しく49、転

嫁不能分の負担が更なる経営状況の悪化をもたら しかねないところである。このような状

況への対処の方法としては、税制上の措置のほか、 補助金50 (私学助成)の拡大 51も考えら

れるため、いずれが適切であるかは教育行政・教育政策の方向性をも踏まえながら更なる検

討が必要である52。なお、教育サービスは広範であり、受給者(及びその家族)の所得水準も

まちまちであるが、私立大学の医学部教育など比較的富裕層(その子弟を含む) 向けのサー

ビスについては 終消費者に消費税を負担させることに問題はないと考えられることから、

事業者が課税選択を行うことができるオプション制度の導入も検討に値するだろう。

上記判断基準に基づく対処方法を図示すると次頁のようになる。

47学校法人会計基準第 13条及び第24条の規定による会計単位としての大学をいい、法人

部門や附属病院、研究所等の別部門は含まない。

48 日本私立学校振興・共済事業団『今日の私学財政(平成 25 年度版)~ 28頁。

49 多少古いデータであるが、平成21年度においては、帰属収支差額(収入 一支出)がマイ

ナスの大学の割合が学生数 10，000 人以上では 7.1 %に過ぎないにもかかわらず、 1，000 人

未満では63.2%にも上る。また、 地域別では、帰属収支差額がマイナスの大学の割合が近

畿(大阪 ・京都を除く)及び東海 ・北陸(愛知を除く)では 50%を超えているのに対し、京都

(16.0 % )、宮城(18 .2 % )、東京(24.3% )といった都市部では比較的低い。平成22年 10月 15

日中央教育審議会大学分科会「私立大学の収支状況(平成21年度決算)J 4・5頁。

50 日本私立学校振興 ・共済事業団前掲注47 によれば、収入に占める補助金の割合は

10.5 %である。

51 OECD の統計によれば、 2011 年の日本の GDP に占める教育機関への公的支出の割合

は3.8%とOECD 加盟国中 下位であり(加盟 国平均は 5.6 %)、公的支出全体に占める教

育機関への支出の割合も 9.1 %とイタ リア (8.6 %) に次いで低い(加盟国平均は

12.9 %)。生徒一人当たりの公的支出額は8，106 ド、ノレで、加盟国平均7，876 ドソレよりやや高い

水準である。SeeOECD ， Education at a Glance 2014 ， at 249 ，254. 私見では、わが国の教育機

関への公的支出の水準は低く、それを高めることが必要と考えられるため、この問題につ

いては税制上の措置ではなく補助金の拡大によるべきではないかと考えている。

52 平成26年度の文部科学省の税制改正要望では、「消費税率が引上げられた際に、学校法

人等の経営に影響が及ぶことが想定されるが、教育研究の質を低下させることなく、学生

等に対する負担が過大にならないようにするため、税制上の配慮を行うことが必要であ

る。Jとされている。
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0 図6- 1 社会政策的配慮に基づく非課税措置と控除不能額への対処方法

価格への織り込みが可能 価格への織り込みが不能

転嫁(公的介入無 ) 助産、教育、住宅、埋葬料・火葬料

転嫁(公的介入有 ) 医療(改定が適正)

介護(改定が適正)

教科用図書

還付等税制上の措 教育(オプション制度) 医療(改定が不 十分・還付)

置 住宅(オ プション制度) 介護(改定が不十分 ・還付)

身体障害者用物品(還付)

助産(低所得層 向け ・還付)食

補助金等財政上 の 助産(低所得層 向け)交

措置 教育(地方・中 小規模)

埋葬料・ 火葬料(利用 料の補助)

(注) 公印は選択を示す。

3 .今後の課題

(1) 医療提供体制の変化とそれに対する税制の対応

医療の提供は現在対面で行うことが前提とされ、必然的に国内取引に該当することとな

るが、医療技術の発展53により遠隔の画像診断や治療54が可能となり、対面による診断・治

療を要しなくなったとした場合には、医療の提供もクロスボーダー取引となりその結果輸

出免税の適用となることもあり得る。そうなると、控除対象外消費税問題がネックとなって、

医療機関はむしろ仕入税額控除の適用上有利となる輸出免税の適用が受けられる医療の提

供形態を模索するような事態、要するに圏内の患者をわざわざ海外の拠点、(滞在費の 比較的

安価な東南アジアなど)に移動させ、そこに対し圏内から医療を提供するというスキームに

よることも考えられないわけではない。無論、そのような診療は現状公的医療保険の適用対

象とはならないのであろうが、仮に海外居住・滞在中の邦人に対しわが国から遠隔治療を行

53 ロボットと画像技術の進展により遠隔手術の可能性を論じるものとして、 小西晃造 ・橋

爪誠「医療とロボッ ト技術J都市問題研究第61巻第8号 (2009 年) 20- 32頁参照。
54 現在のロボットによる治療方法である米国Intuitive Surgical ， Inc.のダ・ヴインチ外科手術

システム(da Vinci Surgical System )の延長線上に遠隔操作の手術システムがあるように思え

る。
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うことができるようになれば、今後それについても公的医療保険の適用対象となることも

あり得るだろう。もしそのような医療の提供形態が無視できない規模となったら、公的医療

保険のあり方すら抜本的な見直しを迫られることとなりかねない。また、クロスボーダーの

役務提供に対する消費税の取扱いに関しては、今後わが国おいても輸出免税の適用ではな

く原産地国課税(日本から提供された医療であれば日本で課税)へ移行するということも考

えられる。

医療政策の基本が変われば租税政策も変わらざるを得ない。そこまで考えると、現在検討

されているような控除対象外消費税問題に係る解決策の寿命は、意外に短いのかもしれな

し、。

(2) 非課税措置の抜本的な見直し

非課税措置は対応する課税仕入れに係る仕入税額控除が認められなし畑ことから、課税の

累積を排することを基本的な仕組みとする付加価値税制度の中では特異な措置であり、そ

の廃止が望ましいとする主張も随所でみられる56。確かに理論的には十分根拠のある主張で

あり、中長期的にはその見直しは避けて通れない課題であることは疑いないが、仮にそれが

理論的には正当性があるとしても、少なくとも社会保険診療を含む社会政策的配慮に基づ

く非課税措置をここ数年のうちに廃止にまで持ち込むことは極めて困難であると考えられ

る。その理由は以下の点が挙げられる。

第一に、非課税措置には社会政策的配慮、によるものと、その性質上消費税になじまないも

のの二種類があり、性格が異なる両者は分けて議論すべきと考えられるからである。後者に

ついては、本来課税すべきであるが 「その性質上消費税になじまないJ故に非課税としてい

るだけであり、課税技術上の問題が解消されれば課税化することには、事業者・国民共にそ

れほど抵抗はないであろう。しかし前者については、導入時にいわゆる逆進性対策として措

置されたもので、例えば社会保険診療や介護 ・福祉サービスに係る非課税措置を標準税率に

より課税することには、国民のみならず事業者からの強し、異論が予想されるところである。

第二に、そのため、仮に後者につき非課税措置を廃止するのであれば、その理論的根拠を

十分に詰め、国民及び事業者の理解を得られるよう周到な準備と広報が必要不可欠である

55 r遮断するj という表現を用いる論考も存在する。西山由美「消費税の理論と課題第 5
回仕入税額控除(I) J税理2013年 9月号89頁参照。
56 例えば、村井正 「消費税法上の非課税取引は全廃か、課税選択権かJ税研2014年 1月
号 16-25 頁など。
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と考えられるからである。したがって、社会政策的配慮に基づく消費税の非課税措置の見直

しは、中長期的な課題とならざるを得ないだろう。これは、欧州において見直しが叫ばれな

がら遅々として進まない状況からも言えるだろう 57。この点からも、医療の安易な「課税化J

という議論には問題が多いと言わざるを得ない。

しかし、今後わが国を取り巻く社会経済情勢が変化し、財政状況が益々厳しさを増すこと

が予想される中で、社会政策的配慮に基づく消費税の非課税措置といえどもいつまでも聖

域として見直しを免れるとし寸状況が継続するとは限らない。非課税措置が消費税におけ

る仕入税額控除のメカニズ戸ムの中で、特殊な存在(マーリーズ・レビューの吉で、はanathem a(異

端))であることは疑いのないところであり、 制度の簡素化及び課税の歪みの是正の観点から、

廃止を含めた抜本的な見直しが必要となるであろう。その観点からは、本研究で提案した還

付制度の導入は、暫定的な措置に過ぎないといえる。

恒久的な改革の方向性としては、制度の簡素化及び税収調達機能の確保(税率を可能な限

り抑制することをも意味する)の観点から、消費税の税率構造は標準税率のみとし、非課税・

軽減税率は認めず、例外として輸出免税(ゼロ税率)のみ認めるというものとなるだろう。そ

の一方で、廃止されることとなる非課税措置が担ってきた低所得者(逆進性 )対策は、仮にそ

れを消費税の枠組みの中58で対応するとしたならば59、マイナンバー制度(社会保障・税番

号) 60による所得把握が一定の精度を確保することを前提に、 一定の所得水準以下の納税者

に消費税を還付する制度の導入により代替することが考えられる。すなわち、付加価値税制

の透明性・中立性を確保しつつ、低所得者層への逆進性対策を実現する方策として有力なの

は、いわゆる「給付付き税額控除制度61Jの導入である。

57 欧州における議論については、第4章第6節参照。
58 給付付き税額控除は所得税の税額から消費税相当額を控除し、控除しきれない部分の金

額を還付する仕組みであるため、消費税と所得税とにまたがる制度である。

59 そもそも消費税の逆進性対策が必要なのかについての議論が十分になされることが必須

なのは言うまでもない。

60 アメリカでは共通番号として社会保障番号(Social Security Numbe r， SSN) を用いている

が、当該番号について成りすましによる不正還付が問題となっている。給付付き税額控除

の導入に際してはこの点からの対策についても今後議論すべきであろう。アメ リカの共通

番号制度の問題については、石村耕治「アメリカの登録納税申告書作成士 (RTRP )制度

(上)J 税務事例2013 年9月号23頁参照。また、アメリカにおけるなりすまし不正還付

の実態については、柏木恵「米国における ID窃盗となりすまし不正還付の問題JCrGS コ

ラム 2012 年7月 27日参照。

6 1給付付き税額控除制度による社会保障政策の転換、具体的には公的年金 ・医療保険の保

険料負担の軽減、低所得者支援策の転換を提言するものとして、小塩隆士 ・間近栄治 ・府

川哲夫『日本の社会保障政策~ (東京大学出版会・ 2014年) 214-22 1頁参照。
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給付付き税額控除制度導入の前提となるインフラは、納税者の所得を把握し:名寄せする

ための番号制度、すなわち納税者番号制度の整備であり、わが国においてその役割を果たす

ものは上記マイナンバー制度である。当該制度を実施するための関連法案62は難産の末よう

やく 2013年5月9日に衆議院を通過し、同年 5月24日に参議院も通過して成立した。た

だし、当該法律が成立しても制度が実際に動き出すのは 201 6年 1月以降にずれ込むため、

2014年 4月の税率 8%の施行時はもちろんのこと、 2015年 10 月の税率 10%の(当初予

定)施行時にも間に合わないこととなる 。また、マイナンバー制度が導入されても、当該番

号制度の税目的の利用がどこまで認められるのかは不透明である。仮にマイナンバー制度

をもってしても納税者(及び課税 低限以下の所得水準の者)の所得把握の程度が不十分で

ある場合には、その情報に基づく給付付き税額控除制度が新たな不公平を生みだすことも

懸念されるところである630

したがって、ここは一旦腰を据えて、中長期的な観点から、消費税における逆進性 ・低所

得者対策の必要性の有無、仮に必要な場合どのような方策が も適切であるかについて、諸

外国の番号制度を巡る不正事案とその対処法をも十分参照しながら検討することが不可欠

であろう。

62 r行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律J及び 「行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律」をしづ。

63執行の観点から給付付き税額控除導入の前提としてのインフラ整備の重要性を強調する

ものして、中里実「給付付き税額控除の執行上の問題点J税研 2009 年5月号45- 49頁
参照。
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