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序章  

筆者自身、国税の業務を執行していく中で、大規模法人の調査を行う際に、海外取

引、特に海外子会社との取引において、その取引内容から節税目的なのか、脱税も含

めた租税回避行為目的によるものなのか等、真実の目的を見極めることが困難で、税

法上、証拠不十分のため、結果として課税対象にできない事例もあり、対象国での反

面調査や情報交換等を行わない限り自国では解明できないということで限界を感じた

経験があった。 

また、過去に従事した国際関係の仕事で、嫌疑者が所得を隠して得たとみられる資

金をタックス・ヘイブンへ送金しているのは概ねわかってはいても、海外の当該国に

おいて、その入金積立金額がいくら溜まっているかが解明できず、日本での脱税に係

る解明に困難を極めたこともあり、ジレンマを感じた経験をした。  

国内において本来納付すべき税金と実際に納付されている税金との差額を「タック

ス・ギャップ」と定義して考えると、日本で課税すべき所得が海外へ流出しているこ

とも、「タックス・ギャップ」の理由の一つとして、上述の経験から少なからず影響し

ていると考えられる。我が国の「タックス・ギャップ」として、本来納付すべき税金

と実際に納付されている税金とには差額が生じていることは疑いのないところである。 

政府は課税環境の整備等に取り組んでいる状況ではあるが、「タックス・ギャップ」

は推定上どの程度で、それにはどんな原因や影響があるのか、現状を踏まえ、「タック

ス・ギャップ」を推定分析等により検証を行うとともに、課税の公平を図り、税務執

行上の適正な課税を行う観点から、基幹税である所得税・法人税における租税負担等

の考察を中心に研究を行うこととしたい。 

本稿の構成は以下の通りである。第１章ではタックス・ギャップの仮説検証及び研

究の考察方針を述べ、第２章では先行研究として米国及び英国におけるタックス・ギ

ャップの推定の実情を紹介し、第３章では日本のタックス・ギャップについて税収関

数を用いた推定を行い、第４章では富裕層の納税に着目した所得税申告の実態の検証

と政策への取組を考察し、第５章では法人の納税行動に着目した実態の検証を行い、

終章では、タックス・ギャップの課題について検討する。 
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第 1 章 タックス・ギャップの仮設検証及び研究の考察方針 

第１節 仮設検証及び方策 

我が国におけるタックス・ギャップは、特に所得税及び法人税における租税負担

等の開差が主な原因であるという仮説を検証し、タックス・ギャップに関して可能

な限り推定値の算出を行うとともに、特に基幹税である所得税・法人税における租

税負担等の考察を中心に行う。 

 

第２節 研究の考察方針 

   一般的に「タックス・ギャップ」とは、国内において本来納付すべき税金と実際

に納付されている税金との差額のことである。 

タックス・ギャップがなぜ起こるのかについて、米国では、①無申告によるもの、

②過少申告によるもの、③滞納によるもの、などにより差が生じるものと考えられ、

また、その実行行為には、①節税によるもの、②租税回避によるもの、③脱税によ

るもの、などが考えられる。 

我が国においても、タックス・ギャップの概念は存在するが、具体的な推定・分

析がほとんど行われていない。その理由として、本庄（2007）は「国会の議会はも

とより政党または政府において税制のあり方について沈黙しており、租税政策と租

税制度を具体的に執行する税務行政との理論の実態について評価することをほと

んど忘れている。この最も重要な問題を国会も税制調査会も研究者たちも暴露され

ると都合の悪い一部の増税者たちも（意図的に）避けていると思わざるを得ない。」

1と述べている。 

米国や英国では、既にタックス・ギャップに関する推定が行われており、実情に

基づいて、タックス・ギャップの縮減に向けた方策、取組が行われつつある。 

このようなことから、我が国におけるタックス・ギャップについて、財務省、国

税庁の統計データ等に基づき、米国・英国での推定方法等を参考にするなどして、

推定分析等によるタックス・ギャップの数値化を可能な限り行って検証を行うとと

もに、所得税や法人税における租税負担等の考察を中心に、より適正な課税を行え

るための要素や方策等を検討していくこととする。 

                                                   
1「税務行政論：タックス・ギャップの推計の必要性」（本庄資、国士館大学政経学会、

2007 年）、111 ページ。 
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第２章 米国及び英国におけるタックス・ギャップの推定の実情について（先行研究） 

第１節 研究の目的 

国税庁においては、適正・公平な課税の実現のため、また申告納税制度を担保す

るため、納税者に対して税務調査を実施しているところであるが、納税者のコンプ

ライアンスの維持・向上を図る手段としての新たな指標について、米国や英国の取

組を参考にすることが考えられる。 

米国においては、2000 年以降、新しい測定プログラムである「全国調査プログ

ラム（National Research Program:ＮＲＰ）」に基づき、2001 年及び 2006 年のタ

ックス・ギャップの推定を公表し、納税者のコンプライアンスの向上に取り組んで

いる。また、英国においても 2009 年より毎年、主要な税目についてタックス・ギ

ャップの推定を公表し、その縮減を目標とした取組を行っている。 

このような状況を踏まえ、既にタックス・ギャップの推定が行われている米国及

び英国の取組の実情についての検討を行う。 

 

第２節 米国のタックス・ギャップの推定(先行研究) 

１ 米国のタックス・ギャップの構成及び算出方法等 

         米国では、米国財務省及び米国歳入庁（ＩＲＳ）の報告書「Reducing The Federal 

Tax Gap－A Report on Improving Voluntary Compliance 2007」によると、タッ

クス・ギャップを「The aggregate amount of true tax liability imposed by law 

for a given tax year that is not paid voluntarily and timely（その課税年

度において自発的に申告期限内に納付されなかった租税法に基づき課税される

真実の租税債務の総額）」と定義しており、これは次の 3 要素のギャップに大別

される。 

① 無申告ギャップ(Nonfiling Tax Gap) 

＝ 真正な申告義務額 － 適正な期限内申告額 

② 過少申告ギャップ（Underreporting Tax Gap） 

＝ 適正な期限内申告額 － 実際の期限内申告額 

③ 過少納付ギャップ(Underpayment Tax Gap) 

＝ 実際の期限内申告額 － 実際の期限内納付額 

グロス・タックス・ギャップは次の算式となる。 
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【グロス・タックス・ギャップの算式】 

 グロス・タックス・ギャップ 

＝ ①無申告ギャップ(Nonfiling Tax Gap) 

＋ ②過少申告ギャップ（Underreporting Tax Gap） 

＋ ③過少納付ギャップ(Underpayment Tax Gap) 

なお、ネット・タックス・ギャップとは、グロス・タックス・ギャップから

「執行措置等を通じて事後的に徴収された税額（執行措置等徴収額）」を控除し

た額となる。 

 

２ 米国のタックス・ギャップの推定に係る評価 

      居波(2013)によると、「米国では、政府業績評価の評価目標としてコンプライ

アンスが位置づけられ、米国議会やＧＡＯ（ Government Accountability 

Organization）がタックス・ギャップの必要性を強く認識している。」2と述べて

いる。 

        この米国のタックス・ギャップの推定のためにＩＲＳは上述のＮＲＰ調査を

実施しているが、これが推定に用いられているのは過少申告ギャップの個人所

得税及び自営業者の社会保障税のみであり、法人所得税などでは通常の税務調

査の結果を用いている。また、この推定では、いわゆる地下経済（政府統計や

税務当局によって実態を捕捉されない各種の経済活動とそれに伴う所得及び資

産の形成のこと）のみならず、アップルやグーグルなどの多国籍企業が行って

いる「ダブルアイリッシュ＆ダッチサンドイッチ」等の海外取引スキームやア

ップルなどが行っている「チェック・ザ・ボックス」を利用した租税回避行為

は当該計算への参入が困難であることから範囲外に置かれているものである

（図 2-1-1 参照）。 

  

                                                   
2居波邦泰「米国及び英国におけるタックス・ギャップの推計の実情について」（税務

大学校研究部、2013 年）、第２章。 
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【図 2-1-1】 

 

 

第３節  英国のタックス・ギャップの推定（先行研究） 

１  英国のタックス・ギャップの構成及び算出方法等 

英国では、2009 年から「タックス・ギャップの測定（Measuring Tax Gaps）」

及び「Methodological annex for measuring tax gap」が毎年公表されている。 

英国のタックス・ギャップの推定は大きく 2 つに分かれ、ひとつはＶＡＴを

中心とする間接税（ＶＡＴ、酒、タバコ、石油等）ギャップ、もう一つは直接

税（個人所得税、法人所得税、相続税等）ギャップである。2012 年には、これ

までの推定値の推移が公表され、英国でのタックス・ギャップの堅調な減少傾

向が示されている。 

【米国のタックス・ギャップのイメージ図】

●　多国籍企業が行っている「ダブルアイリッシュ＆ダッチサンドイッチ」
●　「チェック・ザ・ボックス」を利用した租税回避行為など

（注） 居波(2013）が作成した図を筆者が一部加工して作成。

③過少納付ギャップ 実際の期限内納付額

グロスタックスギャップ

執行措置等徴収額 ネットタックスギャップ

否認できるかが不明確な租税回避行為

真正な申告義務額

①無申告ギャップ

②過少申告ギャップ

適正な期限内申告書

実際の期限内申告書

否認

参入困難

参入困難

地下経済
（犯罪行為・違法行為の提

供、違法物品の販売、闇

市場、闇金融の利用等）

３

要

素
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２ 英国のタックス・ギャップの推定に係る評価 

        英国のタックス・ギャップの推定について 2004 年以降の推移をみると、個

人所得税等のタックス・ギャップの割合が 5％程度で推移しており、約 95％のコ

ンプライアンスが既に確保できていることになるが、居波(2013)は「英国では

2000 年から申告納税制度に移行し、納税者の居宅等へ臨場しての税務実地調査

は、2008 年以降から行われていることに鑑みるとこれが現実的な数字なのか疑

問に感じるところがある。」3と指摘している。 

またＶＡＴに係るタックス・ギャップは、より客観的な数値として認識できる

が、表 2-1-１を見ると、全体のタックス・ギャップの数値が 5％に向けて順調に

逓減（2010-2011 年タックス・ギャップ合計割合：6.7％）していることから判

断しても、英国のタックス・ギャップについては、今後において、徐々に改善が

なされていくのではないかと考えられる。 

【表 2-1-1】 

 

                                                   
3居波邦泰「米国及び英国におけるタックス・ギャップの推計の実情について」（税務

大学校研究部、2013 年）、第３章。 

【英国のタックス・ギャップの推定（2012年度公表）】
（１ポンド＝130円） （単位：億円）

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011

ＶＡＴ① 11,180 12,480 10.8% 10.1%

蒸留酒税① 130 260 4.0% 5.0%

ビール税(開発中の推定方法）② 520 520 9.0% 10.0%

タバコ税① 1,560 1,300 11.0% 9.0%

葉巻税① 650 650 42.0% 38.0%

ディーゼル税① 780 260 - -

石油税① - 130 - -

その他③ 1,300 1,300 6.0% 5.0%

15,990 16,770 9.0% 8.4%

個人所得税 個人所得① 5,980 5,720

社会保障税 事業所得① 5,460 5,200

キャピタル 非事業所得(給与等）① 520 520

ゲイン税 パートナーシップ所得③ 910 1,040

中小事業主の社会保障税① 1,170 1,040

大規模事業主の社会保障税③ 2,600 2,730

租税回避② 2,470 2,730

無申告③ 1,170 1,300

その他③ 2,730 2,730

小計 18,330 18,720 5.6% 5.5%

大企業（ＬＢＳ）① 1,430 1,820

租税回避② 1,170 1,430

技術的事項① 390 390

大規模又は複合企業③ 1,690 1,560

中小事業① 1,820 1,820

小計 4,940 5,330 9.6% 8.8%

相続税③ 260 260

印紙税③ 650 780

石油事業収入税③ 26 39

小計 936 1,079 6.5% 4.6%

24,310 25,090 6.2% 5.9%

40,300 41,600 7.1% 6.7%

（注2） 居波（2013）が作成した表を筆者が一部加工して作成。

（注1） コンポーネントの番号は、①が確立したもの ②が開発中 ③が経験則からもの、の各推定方法によるものを示す。

タックス・ギャップ　合計

《間接税》

-

-

-その他の
直接税

タックス・ギャップ
推定値

タックス・ギャップ
割合

間接税　合計

直接税　合計

《直接税》

税目 コンポーネント

法人税
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第４節 先行研究のまとめ 

タックス・ギャップの推定に関して、居波（2013）の分析による先行研究から、

米国及び英国の最近の実情について確認を行ってきたが、米国については、直接税

中心のタックス・ギャップの推定は 1960 年代からのもので、歴史や経験のあるもの

であり、また、英国の直接税及びＶＡＴのタックス・ギャップの推定は、その公表

が 2009 年から実施されたものであった。これからも引き続き推定方法の改善等がな

されていくのではないか思われる。 

タックス・ギャップの推定を税務行政に利用する試みは、今後、先進国だけでは

なく、発展途上国を含め世界的に広く利用されていくのではないかと思慮されると

ころである。 

日本においてもタックス・ギャップの推定の必要性及び重要性が認知され、我が

国独自のより精度の高い推定方法で算定し、その分析結果を税務行政等に役立てら

れることができれば非常に有益であると考える。 
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第３章 日本のタックス・ギャップについての考察 

第 1 節 我が国のタックス・ギャップの推定方法 

序章においても述べたが、実務上、また税務の職務経験上に鑑みても、我が国の

タックス・ギャップとして、本来納付すべき税金と実際に納付されている税金とに

は差額が生じていることは疑いのないところである。また、我が国のタックス・ギ

ャップの具体的な推定・分析はほとんど行われていないことは、第 1 章及び第 2 章

で述べた通りである。ましてや、脱税、租税回避によるものや地下経済によるもの

のタックス・ギャップの推定は米国の先行研究事例からも分かるように算定が非常

に困難であり、我が国の算定上においても推定から除外せざるを得ないところでは

ある。 

しかしながら、タックス・ギャップの主要な要因である基幹税の所得税、法人税

を中心に、あるべき税収額の推定値と実績値の差としてのタックス・ギャップを改

めて定義し、それを推定することは精度の高低はあるが十分可能と考える。 

政府が課税環境の整備等に取り組んでいる中、その推定に基づきタックス・ギャ

ップはどの程度あり、それにはどのような原因があって課税にどのような影響を与

えているのかなど、我が国のタックス・ギャップを推定分析等により可能な限り検

証を行うとともに、課税の公平を図り、税務執行上の適正な課税を行う観点から、

基幹税である所得税・法人税における租税負担等の考察を行う。 

次の表 3-1-1 は、米国及び英国のタックス・ギャップの推定方法と比較した日本

のタックス・ギャップの推定方法について示したものである。 

【表 3-1-1】 

 

【タックス・ギャップ推定のための算出方法及び利用データ】

データ
・方法

日　本 米　国　（一部英国を含む）

データ
・総務省人口統計データ
・国税庁統計情報データ

ＩＲＳデータ

方法
申告義務見込者と実際の申告件数
との差

IRSの執行データとの照合及びモデリング
（情報申告書、確定申告書）

データ
・総務省企業統計データ
・国税庁統計情報データ

商務省国税調査局所管の人口
統計データ

方法
申告義務見込者と実際の申告件数
との差

申告義務見込者と実際の申告件数
との差

データ
・申告所得税標本調査データ
・課税年度の調査事績データ

課税年度のNRP調査データ（調査事績）
併せて、課税年度のDCE推計でのNRP調
査データ

方法
・調査事績データからの推計
・課税計算

・課税年度のNRP調査データによるライン
項目DCE推計
・課税計算

データ
・会社標本調査
・課税年度の調査事績データ

（複数年の）通常の税務（実地）調査
データ

方法
・調査事績データからの推計
・課税計算

・中小企業（資産＜$10M）
（1)イールドカーブ法　(2)経済モデル
・大企業（資産≧$10M）
　パレート／極値法

データ
・国税庁統計データ
・滞納額データ

課税年度のマスターファイル一覧表

方法 実績値〔実額〕 実績値〔実額〕

（注）　国税庁統計情報の各種データと先行研究による米国・英国の統計情報等の各種データを参考に筆者が作成。

過少
申告

個人

法人

滞納 全て

要　素

ア　プ　ロ　ー　チ

無申告

個人

法人
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また、上述の方法の他に橋本・呉（2008）で用いられた税収関数により、あるべ

き税収額を推定して「真正な申告義務相当税額」を把握することによりタックス・

ギャップを推定する方法4も考えられる。本稿では、推定が比較的より解り易く算定

できる利点などの判断から、この税収関数を用いた方法に基づき、あるべき税収を

可能な限り推定することを試みることとする。 

 

第２節 税収関数の推定 

  あるべき税収として「真正な申告義務相当税額」を予測し推定することは重要で

あるが、個別の税目ごとに税収の決定要因を調べて税収関数を求め、タックス・ギ

ャップの税収予測を行った先行研究はほとんど存在しない。よって、特に基幹税と

しての所得税、法人税における税収関数の推定手法と推定結果について検討し、日

本のタックス・ギャップを把握していくこととする。 

  なお、我が国の消費税については、井手(2012)が指摘するように、「（付加価値税

の効率性を示す）Ｃ効率性が極めて高い」5ことに加え、課税ベースが広い普遍的

な税であり、益税の問題はあるものの、脱税や租税回避を起こしにくい税である。

そのため、タックス・ギャップは極めて少ないと考えられることから、本稿では消

費税における税収関数の推定を行わないこととする。 

１ 所得税の税収関数 

所得税の税収は、「申告所得税」と「源泉所得税」に分けられ、源泉所得税が

その大部分を占めている。また、源泉所得税の税収には、給与所得税収、利子・

配当所得税収などが含まれるが、その多くは給与所得税の税収であるため、まず

は給与所得に係る源泉所得税の税収関数の推定を検討する。 

(1)  給与所得に係る源泉所得税の税収関数の推定 

給与所得に係る源泉所得税の税収関数の説明変数としては、橋本・呉（2008）

によると、「①給与所得総額、②課税最低限を反映する変数、③累進税率表で

規定されている限界税率」を説明変数としており、本稿においても当該説明変

数を採用する。本稿では、①の給与所得総額としては、国税庁『税務統計から

                                                   
4橋本恭之・呉善充「税収の将来推計」RIETI（独立行政法人経済産業研究所 Discussion 

Paper Series 08-J-033、2008 年）、 3.1. 3.2。 
5井手英策『財政赤字の淵源』（有斐閣、2012 年）。 
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みた民間給与の実態』に掲載されている給与総額を使用することとする。次に、

②の課税最低限を反映する変数としては、夫婦子供２人世帯の課税最低限を使

用し、そのデータは財務省『夫婦子供２人世帯の課税最低限のデータ』より公

表されており、このデータを変数として用いることとする。続いて、③の累進

税率表で規定されている限界税率については、累進税率表により毎年複数の値

が存在するために、そのままでは説明変数として使用することはできない。よ

って本稿では、毎年の累進税率表における平均的な累進度を示す尺度を税収関

数の説明変数に用いることとする。 

この累進度を示す指標は、まず所得階級別の横断面データセットを 2004 年

度から 2014 年度までの各年度について作成し、続いて給与収入と源泉徴収税

額の関係から各年度の租税関数を求めて推定した。なお、給与収入（給与所得

総額）は、国税庁『税務統計からみた民間給与の実態』から入手した各所得階

級の平均給与額に、その階級の人数を乗じて計算した。 

この累進度を示す尺度を推定するために求める租税関数は、線形関数と２次

関数の２種類を仮定する。 

ア 所得税額 ＝ α + β給与収入（線形租税関数） 

イ 所得税額 ＝ α + β給与収入２（２次の租税関数） 

この推定式の係数βが累進度を規定する尺度となり、次に推定する税収関数

の説明変数の 1 つとなる。 
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【表 3-2-1】税収関数推定用のデータセット 

 

表 3-2-1 に、税収関数の推定に用いる時系列データセットが示されている。 

ここで、累進尺度－a と累進尺度－b はそれぞれ、アとイの租税関数における

βの推定値である。なお、いずれの推定においても、階級ごとの人員をウェイ

トとした加重最小二乗法を使用した。また、表中の赤字は負の数であることを

示している。 

以上のような手続きにより、給与所得に係る源泉所得税（給与所得税）の税

収関数を推定するための変数が準備されたことになる。また、推定期間は 2004

年から 2014 年である。 

給与所得税の税収関数の説明変数としては、累進尺度、課税最低限を反映す

る変数（対数）、給与所得総額（対数）、定率減税ダミー、交差項及び定数項と

した。ここで、課税最低限に対する弾力性は、累進尺度の大きさに依存して変

化する可能性があるため、累進尺度と課税最低限による交差項をモデルの説明

変数に加えた。 

推定するモデルを式で表すと、次のようになる。 

《モデル》 

ln(源泉給与所得税収)
𝑡

= 𝛽1(累進尺度)
𝑡
+ 𝛽2 ln(課税最低限)

𝑡

+ 𝛽3 ln(給与所得総額)
𝑡
+ 𝛽4(減税ダミー)

𝑡
+ 𝛽5(累進尺度)

𝑡

× ln(課税最低限)
𝑡
+ α + u𝑡 

ただし、αは定数項、添え字の𝑡は年度を表す。 

年度 給与所得総額（百万円） 源泉所得税収（百万円） 課税最低限（百万円） 減税ダミー 累進尺度一a 累進尺度一b

2004 228,967,466 9,817,204 3.250 1 0.00021644 (0.0000000000073)

2005 238,555,446 10,132,835 3.250 1 0.00034512 (0.0000000000050)

2006 245,580,123 11,362,529 3.250 1 0.00001444 (0.0000000000182)

2007 256,087,550 9,870,157 3.250 0 (0.00045790) (0.0000000000269)

2008 257,134,519 9,727,330 3.250 0 (0.00069590) (0.0000000000340)

2009 245,108,925 8,626,931 3.250 0 (0.00105604) (0.0000000000388)

2010 245,192,443 8,501,306 3.250 0 (0.00111450) (0.0000000000376)

2011 246,605,641 9,006,411 2.616 0 (0.00074499) (0.0000000000273)

2012 249,366,127 8,980,062 2.616 0 (0.00083369) (0.0000000000281)

2013 254,333,220 9,352,973 2.616 0 (0.00096764) (0.0000000000343)

2014 262,792,847 9,781,145 2.616 0 (0.00100197) (0.0000000000341)

(注）　国税庁統計情報データにより筆者が作成。

○　税務統計により求めた税収関数を推計するための数値
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なお、給与総額は、国税庁『税務統計から見た民間給与の実態』長期時系列

データ、及び『民間給与実態統計調査結果』より入手し、課税最低限について

の代理変数には、財務省が公表している『夫婦子供 2 人の世帯の課税最低限』

を利用した。また、定率減税ダミーは定率減税が行われている期間（2006 年度

まで）を 1、それ以外の期間を 0 とするダミー変数である。なお、累進尺度－b

は数値の絶対値が小さいので、以降は 10の 10乗倍して分析を行うこととする。 

【表 3-2-2】基本統計量 

 

表 3-2-2 には、税収関数の推定に用いる各変数の基本統計量が示されている。

この表より、源泉徴収税額及び給与総額の標準偏差が大きいことから、この 2

変数は年によって大きく変動することがわかった。 

【図 3-2-1】累進尺度一 a の推移  【図 3-2-2】累進尺度一 b の推移 

   

(注) 国税庁統計情報データにより筆者が作成。 

ここで図 3-2-1 及び図 3-2-2 のとおり、累進尺度についての時系列グラフを

作成した。これら 2 つの図から、累進尺度－b の方が年度による変動が大きい

ことが判明した。 

給与所得総額 源泉所得税収 課税最低限 減税ダミー 累進尺度一a 累進尺度一b
平均値 2.48E+08 9,559,898 3.019455 0.2727273 -0.0005724 -0.2649964
中央値 2.47E+08 9,727,330 3.25 0 -0.000745 -0.2812
最小値 2.29E+08 8,501,306 2.616 0 -0.0011145 -0.3878
最大値 2.63E+08 1.14E+07 3.25 1 0.0003451 -0.05012

標準偏差 9,406,698 805,829.1 0.3198688 0.4670994 0.0005295 0.116205
（注） 国税庁統計情報データにより筆者が作成。
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【表 3-2-3】税収関数推定結果 

 

 表 3-2-3 には税収関数の推定結果が示されている。この推定には通常の最小

二乗法（OLS）を用いた。なお、①累進尺度－a モデルと②累進尺度－b モデル

は、それぞれ線形租税関数と 2 次の租税関数から推定された累進尺度を当該変

数として用いたものである。ダービン・ワトソン比を見ると、両モデルとも「誤

差項に系列相関がない」という帰無仮説が棄却されないことから、系列相関へ

の対処は行わないこととする。Ｒ
－

２（自由度修正済み決定係数）は②よりも①の

方が高いことから、累進尺度－a を使用した推定式の方が比較的良好な結果が

得られていることがわかった。 

 また、①の回帰分析結果から、給与所得総額が 1％増加すると源泉給与所得

税収は平均的に 2.239％増加することがわかった。 

(2)  利子所得に係る源泉所得税の税収関数の推定 

   次に、源泉所得税のうち利子所得税収についての推定を行う。利子所得税の

税収関数の推定期間は、税率 20％の一律分離課税導入後の 1990 年から 2014

年までとした。利子所得には『国税庁統計年報告書』長期時系列データの利子

①累進尺度一aモデル ②累進尺度一bモデル

累進尺度① 846.314 2.659

[0.93] [0.91]

財務省課税最低限② -0.579 -0.633

[-0.84] [-0.79]

給与所得総額 2.239 2.289

[5.52] [5.70]

減税ダミー 0.213 0.239

[3.27] [4.01]

交差項（①×②） -687.437 -2.210

[-0.87] [-0.87]

定数項 -26.568 -27.479

[-3.59] [-3.71]

自由度修正済み決定係数 0.9000 0.8772

ダービン・ワトソン比 2.8800 2.7115

サンプルサイズ 11 11

（注1） [  ]内はt値を示す。　

（注2） 国税庁統計情報データにより筆者が作成。
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所得総額のデータを使用してデータセットを作成し、次のような推定結果とな

った。 

《モデル》 

ln（利子所得税収）
𝑡
= 𝛽1 ln（利子所得総額）

𝑡
+ α+ u𝑡 

ただし、αは定数項、添え字の𝑡は年度を表す。 

【表 3-2-4】税収関数推定結果 

 

 表 3-2-4 の税収関数の推定結果において、この推定にも同様に通常の最小

二乗法（OLS）を用いた。このモデルのダービン・ワトソン比を見ると「誤差

項に系列相関がない」という帰無仮説が棄却されないことから、系列相関へ

の対処は行わないこととする。また、利子所得税収については回帰分析結果

からＲ
－

２（自由度修正済み決定係数）が１に近く、モデルの当てはまりが良

好な結果となっている。また利子所得総額が 1％増加すると利子所得税収は

平均的に 1.502％増加することがわかった。 

(3) 給与・利子所得等の源泉所得税収以外の申告所得税の税収関数の推定 

所得税の税収のうち配当税収及び譲渡所得税収については、いずれも比例

税率で分離課税されていることに加え、近年改正があり推定期間が十分にと

れないことやその他の所得についても単純化のため、給与・利子・配当・譲

渡所得等の源泉所得税収以外で算出した所得税をその他の所得税収と定義す

るとともに、申告納税による所得税収を申告所得税収と定義し、税収関数の

推定を行うものとする。 

利子所得税収モデル

利子所得総額 1.502

[20.13]

定数項 -11.678

[-9.14]

自由度修正済み決定係数 0.9439

ダービン・ワトソン比 1.3636

サンプルサイズ 25

（注1） [  ]内はt値を示す。　

（注2） 国税庁統計情報データにより筆者が作成。



15 

 

その他の所得税収に占める主な所得は、給与所得のうちの申告分、事業所

得、不動産所得、雑所得など総合課税対象分である。そこで、税収関数を推

定する際に、説明変数は『税務統計から見た申告所得税の実態』に記載され

ている申告所得総額を利用する。申告所得税については、源泉所得税の給与

分と違い、所得控除総額が『税務統計から見た申告所得税の実態』に掲載さ

れているので、これを説明変数として使用し、推定期間を 1990 年から 2014

年までとするデータセットを作成し、計量分析を行った。 

《モデル》 

ln（その他の所得税収）
𝑡

= 𝛽1 ln（所得控除総額）
𝑡
+ 𝛽2 ln（申告所得総額）

𝑡

+ 𝛽3（減税ダミー）
𝑡
+ α + u𝑡 

ただし、αは定数項、添え字の𝑡は年度を表す。 

【表 3-2-5】税収関数推定結果 

 

表 3-2-5 の税収関数の推定結果において、この推定にも同様に通常の最小

二乗法（OLS）を用いた。このモデルのダービン・ワトソン比を見ると「誤差

項に系列相関がない」という帰無仮説が棄却されないことから、系列相関へ

の対処は行わないこととする。その他の所得税収については、回帰分析結果

からＲ
－

２（自由度修正済み決定係数）が１により近く、当てはまりが良好な結

果となっている。また所得控除総額が 1％増加するとその他所得税収は平均的

その他の所得税収モデル

所得控除総額 -0.191

[-1.06]

申告所得総額 2.140

[10.39]

減税ダミー -0.142

[ -3.67]

定数項 19.444

[ -9.78]

自由度修正済み決定係数 0.9362

ダービン・ワトソン比 0.6942

サンプルサイズ 25

（注1） [  ]内はt値を示す。　

（注2） 国税庁統計情報データにより筆者が作成。
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に 0.191％減少し、申告所得総額が 1％増加するとその他所得税収は平均的に

2.140％増加することがわかった。 

 

２ 法人税の税収関数 

法人税は、法人所得に対する比例税であるが、1989 年以前については、配当

分に対しては経過措置が適用されていたことから推定値の計算期間には含めず、

1990 年から 2014 年までの法人税の実効税率を使用することとする。 

 その実効税率を求めたものが表 3-2-6であり、この表の実効税率については、

橋本・呉（2008）は「法人税の表面税率を利用した財務省型の実効税率（＝法

人税率／１＋事業税率）を計算し、法人税の法定税率と財務省型の法人税率と

においてどちらのデータが良好であるか比較」6していることから、本稿におい

ても当該法定税率と財務省型の法人税率を用いて比較し検証を行い、良好な税

率を採用することにする。 

【表 3-2-6】法人税法定税率・財務省型の法人実効税率表 

 

(注) 法人税及び事業税の税率表資料を基に筆者が作成。 

なお、法人税の税収関数は、以下のモデルに定義され、法人所得のデータに

ついては『国税庁統計年報書』の統計情報による法人税長期時系列データを用

い、法人所得に法定税率を乗じて算出した法人税を法人税収と定義し、推定期

                                                   
6橋本恭之・呉善充「税収の将来推計」RIETI（独立行政法人経済産業研究所 Discussion 

Paper Series 08-J-033、2008 年）、3.2.2。 

財務省型
実効税率

1990 34.0 10.3
1991 34.4 8.9
1992 34.4 8.9
1993 34.4 8.9
1994 34.4 8.9
1995 34.4 8.9
1996 34.4 8.9
1997 34.4 8.9
1998 31.7 8.9
1999 31.7 8.9
2000 31.7 8.9
2001 27.5 8.9
2002 27.5 8.9
2003 27.5 8.9
2004 27.5 8.9
2005 27.5 8.9
2006 27.5 8.9
2007 27.5 8.9
2008 27.5 8.9
2009 27.5 8.9
2010 27.5 8.9
2011 27.5 8.9
2012 23.4 8.9
2013 23.4 8.9
2014 23.4 8.9

30.0
30.0
25.5
25.5

25.5

30.0

34.5
34.5
34.5
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

37.5

○　法人税法定税率・財務省型の法人税実効税率（％）

年度 法定税率 事業税率

37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
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間を 1990 年から 2014 年までとして、データセットを作成し、次のような推定

結果となった。 

《モデル》 

ln（法人税収）
𝑡
= 𝛽1（法人税率）

𝑡
+ 𝛽2 ln（法人所得）

𝑡
+ α+ u𝑡 

ただし、αは定数項、添え字の𝑡は年度を表す。 

【表 3-2-7】税収関数推定結果 

 

 表 3-2-7 の推定結果からは、法人所得に関する法人税収の弾力性が①法定税

率モデルが 0.981、②財務省型実効税率モデルが 0.987 となっているが、法人税

は法人所得に対する比例税であるために、理論的な税収弾力性は１になるはず

である。税収弾力性が両者とも１を下回る理由としては、バブル崩壊後の期間

において、金融機関の不良債権処理の関係で法人所得が伸びても過去の債務の

繰越控除によって税収の伸びが低下してきたものと考えられる。 

このモデルのダービン・ワトソン比を見ると「誤差項に系列相関がない」と

いう帰無仮説が棄却されないことから、系列相関への対処は行わないこととす

る。 

また、回帰分析結果から、法人税収の法定税率に対する伸びが財務省型実効

税率に対する伸びに比べ低くなっているが、Ｒ
－

２（自由度修正済み決定係数）で

は①法定税率モデルの方が１により近く、当てはまりが良好な結果となってい

ることから、法人税の税収関数の推定は、①の法定税率モデルを用いて行うも

のとする。 

①法定税率モデル ②財務省型実効税率モデル

法定税率 0.031 ー

[86.06] ー

財務省型実効税率 ー 0.034

ー [79.65]

法人所得 0.981 0.987

[116.89] [108.66]

定数項 -1.807 -3.791

[-12.03] [-11.75]

自由度修正済み決定係数 0.9986 0.9984

ダービン・ワトソン比 0.5084 0.5484

サンプルサイズ 25 25

（注1） [  ]内はt値を示す。　

（注2） 国税庁統計情報データにより筆者が作成。
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第３節 税収関数によるタックス・ギャップの検証 

 １ 所得税収のタックス・ギャップ 

(1) タックス・ギャップの推定結果 

税収関数の推定による所得税収のタックス・ギャップは、①給与所得に

係る源泉所得税収のタックス・ギャップは源泉所得税収（対数）の推定値

から源泉所得税収（対数）の実績値を差し引いた数値であり、②利子所得

税収のタックス・ギャップは利子所得税収（対数）の推定値から利子所得

税収（対数）の実績値を差し引いた数値であり、③その他の所得税収のタ

ックス・ギャップはその他の所得税収（対数）の推定値から申告所得税収

（対数）の実績値を差し引いた数値となっている。推定結果は次の表のと

おりとなった。 

【表 3-3-1】税収関数によるタックス・ギャップの推定結果 

 

    この結果から判断できることは、給与所得に係る源泉所得税及び利子所

得税については、給与天引きや一律の分離課税などが原因でほとんどタッ

クス・ギャップによる差はなかった。また、その他の所得税収については、

○　所得税収の税収関数によるタックス・ギャップ

年度
①源泉所得税収

(2004～）
②利子所得税収 ③その他の所得税収

1990 0.13230130 -0.02557950
1991 0.17907140 0.03166480
1992 0.13475800 0.04296490
1993 0.14779950 0.01306150
1994 -0.00714780 0.09061150
1995 -0.05085370 0.11357690
1996 -0.47062780 0.18585780
1997 -0.14473820 0.16198160
1998 0.05591770 0.07716370
1999 0.18009280 0.04609870
2000 -0.39278220 0.03143120
2001 -0.25254920 0.00932600
2002 -0.18417930 -0.01531120
2003 -0.11355780 0.00493340
2004 -0.02274890 -0.05193710 0.09027580
2005 0.04210660 -0.01519680 0.17192940
2006 -0.01935960 0.15718750 0.12078190
2007 -0.01458740 -0.34909340 0.18714050
2008 0.00547400 0.16450690 0.12645720
2009 0.00035670 -0.02906320 0.04872990
2010 0.01368430 0.09945870 0.02524190
2011 -0.00344470 0.18696880 -0.03604410
2012 0.00798230 0.22677040 -0.01704500
2013 -0.01334570 0.24161530 0.08242890
2014 0.00880810 0.15527820 0.00410840

差引計 0.00492570 0.00000000 1.57178610

(注）　国税庁統計情報データにより筆者が作成。
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一部で推定値より実績値の方が上回る年度もあるが、ほとんどの年度で推

定値が上回り、相応のタックス・ギャップによる開差が存在することがわ

かった。 

    この結果より、その他の所得税収における開差について、指数関数を用

いて 25 年間のタックス・ギャップの合計推定金額を求めると 5 兆 6,772 億

円と算定され、タックス・ギャップの 1 年当たりの平均金額では 2,270 億

円と推定された。 

  (2) 所得税収の種類別検証 

所得税収が所得の種類別にどのような影響を与えているかについて、所

得税収の種類を 1.事業所得、2.不動産所得、3.給与所得 4.雑所得、5.他の

区分に該当しない所得、の５つの個体識別番号に分け、被説明変数を所得

税収額、説明変数を所得控除総額、合計所得総額、納税総額として所得税

収のパネルデータ（2008 年～2014 年の 7 年間）を作成し、検証を試みるこ

ととする。なお、変数の単位は全て百万円である。  

パネルデータの回帰モデルにおいては、①プーリング回帰モデル、②固

定効果モデル、③変量効果モデル、の 3 つのモデルを推定し、どのモデル

を採択するかを判断するためＦ検定、Hausman 検定、Breusch and Pagan 検

定を行った。結果は次のようになった。 

（Ｆ検定結果） 

F(4,27) = 8.21   p 値 = 0.0002 

（Hausman 検定結果） 

p 値 = 0.0000 

(Breusch and Pagan 検定結果) 

p 値 = 0.1935 

Hausman 検定の結果から、変量効果モデルよりも固定効果モデルが望ま

しく、Breusch and Pagan 検定の結果から、変量効果モデルよりもプーリ

ング回帰モデルの結果が望ましいと判断された。最終的には F 検定から、

プーリング回帰モデルよりも固定効果モデルの結果が望ましいことが判明

した。したがって、固定効果モデルを用いる。個体数が少ないこともあり、

ＬＳＤＶ推定による検証を行った。結果は表 3-3-2 のとおりである。 
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【表 3-3-2】所得税収パネルデータ分析結果 

 

この結果からわかることは、所得控除総額が百万円増加すると所得税

収額は 1.9 万円減少し、合計所得総額が百万円増加すると所得税収額は

1.6 万円増加し、納税総額が 100 万円増加すると所得税収額が 85.6 万円

増加することがわかった。 

このことから判断できることは、所得総額が大きく増加しても所得税

収額は僅かしか増加しないことから、特に高額所得者である富裕層につ

いては、あるべき税収額と実績値の差としてのタックス・ギャップが増

大するということが言える。 

また、所得の種類別では、t 値の絶対値が 1.645（有意水準 10％の両

側検定における臨界値）を超えている所得の種類（色塗り部分）につい

て考察を行うと、1 の事業所得税収額に比べ、2 の不動産所得税収額は約

139 億円少なく、3 の給与所得税収額は約 1,446 億円多く、4 の雑所得税

収額は約 549 億円少ないことがわかった。 

変　数 係　数

被説明変数 所得税収額（百万円） ー

所得控除総額（百万円） -0.019

[ -1.70 ]

合計所得総額(百万円） 0.016

[2.86]

納税総額（百万円） 0.856

[  27.59]

個体番号 個体名(百万円） 係　数

2 不動産所得税収額 -13,885.010

[-1.87 ]

3 給与所得税収額 144,575.500

[5.19 ]

4 雑所得税収額 -54,884.540

[-5.00 ]

5 -7,063.427

[-0.45 ]

定数項 ー 51,869.090

[3.37]

自由度修正済み決定係数 0.9999

サンプルサイズ 35

（注1） [  ]内はt値を示す。　

（注2） 国税庁統計情報データにより筆者が作成。

説明変数

他の区分に該当しない
所得税収額
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２ 法人税収のタックス・ギャップの推定結果 

(1) タックス・ギャップの推定結果 

税収関数の推定による法人税収のタックス・ギャップは、法人税収（対

数）の推定値から申告法人税収（対数）の実績値を差し引いた数値となって

おり、表 3-3-3 のとおりとなった。 

【表 3-3-3】税収関数によるタックス・ギャップの推定結果 

 

      この結果から判断できることは、法人税収は、全ての年度において推定

値が実績値を上回っており、相応のタックス・ギャップによる開差が存在

することがわかった。 

      この結果より、法人税収における開差について、指数関数を用いて 25 年

間のタックス・ギャップの合計推定金額を求めると 43 兆 5,312 億円と算定

され、タックス・ギャップの 1 年当たりの平均金額では 1 兆 7,412 億円と

推定された。 

    (2) 法人税収の業種別検証 

法人税収が、業種別にどのような影響を与えているかについて、業種を

○　法人税収の税収関数によるタックス・ギャップ

年度 法人税収

1990 0.06861690
1991 0.16137700
1992 0.16599270
1993 0.13283920
1994 0.11467360
1995 0.09863470
1996 0.10153010
1997 0.08520130
1998 0.00793460
1999 0.08802030
2000 0.21601490
2001 0.07907300
2002 0.07329750
2003 0.07814220
2004 0.12660220
2005 0.12815670
2006 0.14328960
2007 0.17865180
2008 0.15223310
2009 0.16118910
2010 0.14210700
2011 0.15697860
2012 0.15587620
2013 0.22834970
2014 0.29920390

差引計 3.34398590

(注）　国税庁統計情報データにより筆者が作成。
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1.農林水産業、2.鉱業、3.建設業、4.繊維業、5.化学工業、6.鉄鋼金属工

業、7.機械工業、8.食料品製造業、9.出版印刷業、10.その他の製造業、11.

卸売業、12.小売業、13.料理飲食旅館業、14.金融保険業、15.不動産業、

16.運輸通信公益事業、17.サービス業、18.その他の法人、19．連結法人の

計 19 の区分に分け、被説明変数を法人税収額、説明変数を法人所得、法定

税率、控除所得税額等、外国税額控除、試験研究費等の控除額、申告法人

税収額、繰越欠損金当期控除額、受取配当益金不算入額として、法人税収

を種類別・時系列（2004 年～2014 年）クロスセクションデータセットを作

成し、パネルデータ分析による検証を試みることとする。 

パネルデータの回帰モデルにおいては、所得税収の方法と同様に、①プ

ーリング回帰モデル、②固定効果モデル、③変量効果モデル、の 3 つのモ

デルを推定し、どのモデルを採択するかを判断するためＦ検定、Hausman

検定、Breusch and Pagan 検定を行った。結果は次のようになった。 

（Ｆ検定結果） 

F(18,182) = 3.94   p 値 = 0.0000 

（Hausman 検定結果） 

p 値 = 0.0000 

(Breusch and Pagan 検定結果) 

p 値 = 1.0000 

このように、Hausman 検定の結果から、変量効果モデルよりも固定効果

モデルが望ましく、Breusch and Pagan 検定の結果から、変量効果モデル

よりもプーリング回帰モデルの結果が望ましいと判断された。最終的には

F 検定から、プーリング回帰モデルよりも固定効果モデルの結果が望まし

いことが判明したことから、固定効果モデルを採択する。個体数が少ない

こともあり、ＬＳＤＶ推定による検証を行った。結果は表 3-3-4 のとおり

となった。 
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【表 3-3-4】法人税収パネルデータ分析結果 

 

この結果からわかることは、法人総所得額が百万円増加すると法人税収

額は 16 万円増加、法定算出税率が１％増加すると法人税収額は 107 億円

増加、控除所得税額等が百万円増加すると法人税収額は 4.4 万円増加、外

国税額控除額が百万円増加すると法人税収額は 77 万円増加、試験研究費

等の控除額が百万円増加すると法人税収額が 48.1 万円増加、繰越欠損金

の当期控除額百万円増加すると法人税収額は 2.2 万円増加、受取配当益金

変　数 係　数
被説明変数 法人税収額（百万円） ー

法人総所得額（百万円） 0.160
[21.05]

法定算出税率（％） 10,773.810
[9.88]

控除所得税額等(百万円） 0.044
[1.13]

外国税額控除額(百万円） 0.770
[12.59]

試験研究費等の控除税額(百万円） 0.481
[0.72]

繰越欠損金の当期控除額(百万円） 0.022
[2.73]

受取配当益金不算入額(百万円） 0.020
[ 1.69]

個体番号 個体名（百万円） 係　数
2 鉱業 -51,934.737

[-4.00]
3 建設業 -20,734.740

[-1.59]
4 繊維業 242.320

[0.02]
5 化学工業 9,378.572

[0.69]
6 鉄鋼金属工業 -12,033.300

[-1.08]
7 機械工業 -26,388.390

[-1.74]
8 食料品製造業 -8,677.834

[-0.80]
9 出版印刷業 -1,875.859

[-0.18]
10 その他の製造業 -14,054.910

[-1.22]
11 卸売業 -49,822.630

[-2.89]
12 小売業 -35,283.040

[-2.44]
13 料理飲食旅館業 -6,102.905

[-0.58]
14 金融保険業 -102,103.600

[-4.69]
15 不動産業 -23,813.010

[-1.81]
16 運輸通信公益事業 -24,434.350

[-1.40]
17 サービス業 -68,421.100

[-3.17]
18 その他の法人 -4,416.654

[0.41]
19 連結法人 -49,172.780

[-2.39]
定数項 ー -311,350.400

[-9.69]
自由度修正済み決定係数 0.9979

サンプルサイズ 209
（注1） [  ]内はt値を示す。　

（注2） 国税庁統計情報データにより筆者が作成。

説明変数
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不算入額が百万円増加すると法人税収額は 2万円増加することがわかった。 

このことから判断できることは、特に控除所得税額等、繰越欠損金の当

期控除額、受取配当益金不算入額が大きく増加しても法人税収は僅かしか

増加しないことから、あるべき税収額と実績値の差としてのタックス・ギ

ャップが増大するということが言える。 

続いて、業種別の法人税収額に関して、t 値の絶対値が 1.645（有意水

準 10％の両側検定における臨界値）を超えている業種（色塗り部分）につ

いて考察を行う。１の農林水産業の法人税収額と比較したときの各業種の

法人税収額の多寡は以下の通りである。2 の鉱業は約 519 億円、7 の機械

工業は約 264 億円、11 の卸売業は農林水産業の法人税収額に比べて約 498

億円それぞれ少ない。また、12 の小売業は約 353 億円、14 の金融保険業

は約 1,021 億円、15 の不動産業は約 238 億円それぞれ少ない。さらに、17

のサービス業は約 684 億円、19 の連結法人は約 492 億円それぞれ少ないこ

とがわかった。 
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第４章 富裕層の納税に着目した所得税申告の実態の検証と政策への取組 

所得税収のタックス・ギャップの原因は、所得の種類ごとの課税ベースに違いがあ

ることに加え、第３章での分析結果や筆者のこれまでの職務執行経験を鑑み、特に高

額所得者の持つ所得の種類が大きく影響するのではないかと考えられる。このことか

ら、この原因について富裕層（高額所得者）の納税行動に着目した実態を検証してい

くとともに、我が国の課税に対する取組についての考察を行う。 

  

第１節  富裕層（高額所得者）の納税に着目した経緯 

１  富裕層（高額所得者）の納税に着目した理由 

           富裕層の納税については、個人所得納税者のうち高額所得者（高額所得申告

者）という一部の納税者の納税実態を申告データに基づいて検証を行う。 

         高額所得者としての確立した定義はないが、平成 26 年（2014 年）でみると、

合計所得金額が 5,000 万円超の人は 5 万 5 千人（同 0.10%）にすぎない。そこ

で所得税の課税ベースを考えるにあたり、なぜ上述のようなごく少数の納税者

に注目することが有益なのかという点について、岡(2014)は「(1)少数の高額所

得者に所得及び税額が集中する傾向にあること、(2)高額所得者の所得構成が他

の納税者と異なることがあること、(3)高額所得者は社会的に活発に活動をして

いる人々や地位のある人々であることが多く、その行動は社会的にインパクト

を持つ点があること」7との理由によるものであると述べている。本稿において

も、同様に当該 3 つの理由によるものと考えるとともに、特に(2)については個

人所得税のタックス・ギャップに最も影響を与える理由の一つと考える。 

 (1)については、国税庁の『民間給与統計実態調査（民給）』の直近のデータ

によると、平成 26 年(2014 年)において 1 年を通じて勤務した給与所得者 4,756

万人に対し、約 197 兆円の給与が支払われ、約 8 兆 5 千億円が納税されたとさ

れるが、このうち 0.4%にすぎない 20.5 万人（給与額 2,000 万円以上）が約 6

兆 6 千億円（3.4%）もの給与所得を得ており、約 1.7 兆円（20.7%）の税額を

納付している。 

(2)については、財務省資料の『申告納税者の所得負担率（平成 25 年分）』で

                                                   
7岡直樹「日本の所得税負担の実態－高額所得者を中心に－」（財務省財務総合政策研

究所『フィナンシャル・レビュー』、2014 年）、47～49 ページ。 
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は、所得税負担率（合計所得金額に対する税額の割合）は、図 4-1-1 のグラフ

から合計所得金額 1 億～2 億円・税負担率 27.5％を頂点にその後右下がりとな

っており、その理由について、財務省の分析では、「株式等の保有が高所得者層

に偏っていることや、分離課税となっている金融所得に軽課していること等に

より高所得層で所得税の負担率は低下」と説明されている。株式譲渡益を含む

金融所得・資本所得は、国境を越えた移動や、所得実現のタイミングを操作す

ることによる節税や租税回避が勤労所得等と比較して容易であるが、このよう

な行為が実際にできるのは、ごく少数の高額所得者であることになると考えら

れる。           

以上の(1)、(2)、(3)から、高額所得者の所得や申告状況について検討するこ

とは、税源として重要な個人所得税の課税ベースを検討する上で、またタック

ス・ギャップを検証する上で、実際的な示唆を与えてくれるものと期待できる。 

【図 4-1-1】申告納税者の所得税負担率（2013 年）

 

          (注) 財務省説明資料（平成 27 年 10 月）によりグラフを筆者が一部加工し作成。 

 

２ 検討の主な目的  

     本検討においては、①高額所得者及びその申告の特徴を明らかにすること（第

２節）、②高額所得者の実効税負担率及びタックスプランニングについて考察す

ること（第３節）、③政府が掲げる富裕層への課税に対する政策への取組につい

て考察すること（第４節）、などを主な目的とし、そのことがタックス・ギャッ

プを考察する目的としての検討も可能であると考える。 
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第２節 高額所得者及びその申告の特徴 

  １ 分析の対象 

    高額所得者の申告の状況について、確定申告実績に基づく統計的な資料によ

り分析するとともに、次の表 4-2-1 により対象者を定義する。 

【表 4-2-1】対象者の定義 

 

２ 超高額所得者（5,000 万円超）の所得構成の分析 

              合計所得金額が 5,000 万円を超える、いわゆる“超高額所得者”の所得構

成比を 2014 年の直近データでみると、図 4-2-1 のとおりとなる。 

【図 4-2-1】超高額所得者（5,000 万円超）の所得構成（2014 年） 

 

（注）国税庁統計情報データ（平成 26 年度分）により筆者が作成。 

       上記の表からわかることは、合計所得金額が 5,000 万円を超える超高額所 

得者の所得構成比をみると、給与所得（勤労所得）の比率が高い（31.07％）

という特徴がある。分離譲渡所得（株式譲渡所得以外）（22.81％）や株式等譲

渡所得（21.92％）の構成割合も高い。 

他方、営業等事業所得・不動産所得の割合は、合わせて 16％程度と低いこ

とがわかる。 

合計所得金額 2014年 納税者数に対する割合（2014年）

高額所得者 2,000万円超  272千人 0.51%

超高額所得者 5,000万円超  55千人 0.10%

 （注1）　納税者に対する割合は2014年（平成26年）の所得税の納税者数を5,368万人として計算した割合である。

（注2） 国税庁統計情報データにより筆者が作成。
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超高額所得者には、オーナー企業家や開業医、弁護士など、今までの富裕

層のイメージに必ずしも該当しない者も多数含まれているように思われる。 

また、超高額所得者の株式譲渡益以外の金融所得の構成については、配当

所得(5.03％)の割合が大きく、次いで雑所得（いわゆるファンドの分配金等

がある場合はこれに含まれる）の割合が大きい。これらに比べ、利子所得は

ほとんどないということがわかる。 

なお、図 4-2-2 の所得階級別高額所得者（5,000 万円超）の主な金融・資

本所得の割合の直近データをみると、合計所得金額階級が高くなればなるほ

ど、金融所得（株式等譲渡益所得や配当所得など）や分離譲渡所得の構成割

合が高まっているのが特徴的である。 

特に株式等譲渡所得の割合が 10 億円を超えると 55.08％となり、100 億円

を超えると約 8 割近くになることがわかった。 

※《金融所得》（①預貯金の利子、②公社債等の利子・譲渡益、③株式配当・譲

渡益、④一時払い養老保険の差益、でこれらは源泉分離課税（所

得税及び住民税の合計で 10％又は 20％）の対象とされる所得） 

【図 4-2-2】所得階級別超高額所得者（5,000 万円超）の主な金融・資本所得の割合（2014 年）  

 

（注）国税庁統計情報データ（平成 26 年度分）により筆者が作成。 

 

第３節 高額所得者の実効税負担率及びタックスプランニングの考察 

１ 高額所得者の所得税実効税率（負担割合） 

           所得税の実効税率（負担割合）を算出税額の合計所得金額に対する割合とし
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て捉え、申告実績に基づき所得階級別に実効税負担割合を計算すると、合計所

得金額が 1億円までは右肩上がりで推移するが 1億円を超えたところから右肩

下がりのカーブを描くことが上述の図 4-1-1 により確認できた。これは、高額

所得者、特に超高額所得者は、総合課税の場合より低い税率を適用される所得

項目が、合計所得金額総額に占める割合として大きいことが影響しているため

と考えられる。 

    【表 4-3-1】  

〇 高額所得者の各所得項目に適用される税率（主なもの） 

 

 

２ タックスプランニングについての示唆 

           積極的なタックスプランニング（節税）に利用し得る項目として考えられる

ことは、①不動産所得の赤字申告と事業所得・給与所得等他の所得との損益通

算、②国外利子所得の申告状況及び外国税額控除である。 

この２つの利用状況に注目し、我が国の確定申告実績を基に検討を行う。 

① 不動産所得の赤字申告と事業所得・給与所得等他の所得との損益通算の 

の利用状況 

不動産所得の赤字申告は、全申告では 1.4～1.7％程度であるが、高額所

得者では約 5％程度の者が利用しており、不動産所得とのその他の所得と

の損益通算はポピュラーな節税手段としてそれなりに用いられている可能

性を示唆するものと思われる。  

② 国外利子所得の申告状況及び外国税額控除の利用状況 

個人が国外において預貯金等を保有し利子を得た場合、利子所得として

国税 地方税 適用

40% 10% （2014年まで）

45% 10% （2015年～）

短期譲渡所得 30% 9%

長期譲渡所得（5年超） 15% 5%

預貯金・公社債利子 15% 5%

非上場株式の譲渡益 15% 5%

7% 3% （2013年まで）

15% 5% （2014年～）

（注1）　譲渡資産（典型例）と適用税率の区分

・ゴルフ会員権、金・プラチナ、骨董等生活用動産以外の動産→総所得

・不動産（土地・家屋）→短期譲渡所得又は長期譲渡所得

・株式譲渡益：①非上場株式→非上場株式の譲渡益②上場株式→上場株式の譲渡益

（注2）　配当所得に適用される税率（国税＋地方税）

・上場株式の配当（大口以外）→10%（2013年まで）又は20%（2014年～）

・上場以外の株式の配当及び大口の上場株式の配当→50％（2014年まで）又は55%（2015年～）

（注3）　財務省「税制改正の概要」等関係資料により筆者が作成。

上場株式等の配当（大口以外）
及び譲渡益

分離
課税

税率

総所得（1,800万円以上）
総合
課税

所得項目
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申告により納税する必要が生じるが、2014 年における超高額所得者（5,000

万円超）の約 5 万 5 千人に対して利子所得を申告する超高額所得者は 1,350

人程度にすぎない。また外国税額控除を利用している高額所得者（裏返せ

ば国外所得があるため外国で課税された所得を有する者）についても 1,300

～1,400 人程度にすぎないことから利用状況は極端に低いという特徴があ

る。 

 

第４節 政府が掲げる富裕層への課税に対する政策への取組 

  経済の国際化、グローバル化が急速に進んでいる中、税制においても国際化に向

けた新しい税のあり方の導入に取り組んでいるところであり、特に政府が掲げる富

裕層への課税に対する主な政策には次のようなものがある。 

１  「国外財産調書」の提出制度の創設 

         その年の 12 月 31 日において、その価値の合計額が 5,000 万円を超える国外

財産を有する居住者に適用され、国外財産調書の提出を義務化し、2014 年 1 月

から施行された。この制度の趣旨は、高額所得者の方が、国外からの所得を保

有する傾向（所得が大きい納税者の方が外国税額控除を利用）があることから、

課税の透明性の向上に資するものと考えられる（表 4-4-1、表 4-4-2 参照）。 

       なお、この制度は、アメリカの個人所得税制としてのシティズンシップ課税

（アメリカ国籍を有する者は国内・外の居住を問わずその全世界所得に対し課

税される仕組みのもの）におけるＦＡＴＣＡ（外国口座税務コンプライアンス

法）を参考に導入された。 

    【表 4-4-1】 

○ 2015 年分国外財産調書の提出状況（総提出件数 8,893 件） 

 

局管内別 提出件数（件） 構成割合（％） 財産額（億円） 構成割合（％）

東京局 5,792 65.1% 23,274 73.6%

大阪局 1,223 13.8% 3,927 12.4%

名古屋局 673 7.6% 1,793 5.7%

その他局 1,205 13.5% 2,649 8.3%

合　計 8,893 100.0% 31,643 100.0%

(注2）　国税庁ホームページ「国外財産調書の提出状況について」より抜粋し筆者が作成。

(注1）　2016年6月末までに提出されたものの件数及び総額を国税庁が集計。
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【表 4-4-2】 

○ 2015 年分国外財産調書の財産の種類別総額  

 

  

   ２ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設（国外転出時課税制度） 

            居住者の出国時における株式等に係る未実現のキャピタルゲインに対する譲

渡所得課税の特例を創設した。これは租税条約上、株式等を売却した者が居住

している国に、そのキャピタルゲインに関する課税権があることを利用して、

巨額の含み益を有する株式を保有したまま出国し、キャピタルゲイン非課税国

で売却するなどの課税逃れが可能となっており、また、表 4-4-3 のとおり、キ

ャピタルゲイン非課税国（例：シンガポール、香港、ニュージーランド、スイ

ス）で永住権を獲得する者が増加傾向であるという現状を踏まえ、平成 27 年

（2015 年）7 月 1 日以後に、居住者が 1 億円以上の有価証券等を保有したまま、

かつ出国直近 10 年以内において 5 年を超えて居住者であった者（高額資産家）

が国外に転出する場合において、その保有有価証券を一旦、決済したものとみ

なして、出国時に課税（税率 15%）するものであり、非居住者や国籍離脱者等、

国境を超えた人の動きに係る租税回避を防止することを目的としているもので

ある。 

            これは、いわゆる“出国税”であり、出国する際に有価証券等の含み益の未

実現利益に対し、特例的に課税するものと考えられる。 

    （納税者の納税資金が不十分であることを勘案し、納税猶予（最長 10 年）の

選択が可能） 

 

財産の種類 財産額（億円） 構成割合（％）

有価証券 15,327 48.4%

預貯金 6,090 19.2%

建　　物 3,250 10.3%

貸付金 1,821 5.8%

土　　地 1,277 4.0%

上記以外の財産 3,877 12.3%

合　計 31,643 100.0%

(注1）　2016年6月末までに提出されたものの総額を国税庁が集計。

(注2）　国税庁ホームページ「国外財産調書の提出状況について」より抜粋し筆者が作成。
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【表 4-4-3】 

○ キャピタルゲイン非課税国への永住者数の推移 

 

 《参考》【主な出国税（Exit Tax）導入国】  

(ア)  一般出国税導入国 

カナダ（1972 年）、オーストラリア（1985 年）、アメリカ（2008 年） 

（イ） 制限出国税導入国 ※対象資産を株式等に限定した制度 

     ドイツ（1972 年）、スウェーデン（1983 年）、デンマーク（1987 年） 

        ニュージーランド（1988 年）、ノルウェー（1992 年）、オーストリア（1994

年）オランダ（1997 年）、フランス（1998 年）、英国（1998 年）、日本

（国外転出時課税制度：2015 年） 

 

３ 「財産債務明細書」の見直し 

          「財産債務明細書」について、次の主な見直しを行い、新たに「財産債務調

書」として制定された。この「財産債務調書」は、所得税・相続税の申告の適

正化を確保するための所要の整備を図ることを目的とし、平成 28 年(2016 年)1

月 1 日以後に提出すべきものから適用されることとなった。 

なお、この「財産債務調書」においては、上述の「国外転出をする場合の譲

渡所得等の特例」にも活用が可能である。 

(1) 提出基準の見直し 

次の（ｲ）又は（ﾛ）のいずれかに該当すること 

（ｲ） その年分の所得金額が 2 千万円超で、かつその年の 12 月 31 日にお

いて有する財産の価額の合計額（総資産）が 3 億円以上であること、  

又は 

(ﾛ)  その年の 12 月 31 日において有する「国外転出をする場合の譲渡所

1996年度 2001年度 2006年度 2011年度 2012年度 2013年度

シンガポール 813 961 1,302 1,578 1,692 1,852

（割合） 100% 118% 160% 194% 208% 228%

香港 1,017 418 825 1,604 1,924 2,151

（割合） 100% 41% 81% 158% 189% 212%

ニュージーランド 2,517 3,953 5,367 7,562 8,049 8,444

（割合） 100% 157% 213% 300% 320% 335%

スイス 2,375 3,289 3,742 4,386 4,550 4,719

（割合） 100% 138% 158% 185% 192% 199%

国名
永住者数（単位：人数）

（注）　永住者数は、各年10月1日時点において永住権を認められている邦人等の数を示し、（割合）は、1996年の永住者数を
 　　基準（100%）とした場合の各年の指標を記載（「海外在留邦人数調査統計（外務省）」の速報値を抜粋し筆者が加工して作成。
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得等の特例」の対象資産となる有価証券等の価額の合計額が 1 億円以上

であること 

(2) 記載内容の見直し  

記載内容を見直し財産の詳細を時価（見積価額も可）で記載すること 

「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」に活用する観点から有価証券

等については取得価額も併記することが義務化された。 

 

   ４ 非居住者に係る金融口座情報の報告制度の整備 

          租税条約等に基づいて金融口座情報を各国税務当局と自動的に交換するた

め、金融機関に対し非居住者（条約相手国の個人・法人等）の金融口座情報の

報告を求める制度を整備することとなった。これは、日本から外国に対して非

居住者に係る金融口座の情報提供を行うことにより、その見返りとして、外国

から日本に対しても、その国の金融機関に保有される日本居住者の金融口座の

情報が円滑に提供され、的確に把握されることがねらいとなっている。なお、

金融機関には、平成 29 年(2017 年)から必要な手続きを開始し、平成 30 年(2018

年)に初回報告を行う旨、制度整備が行われることとなった。  

 

    ５ 「マイナンバー」が付された預貯金情報の効率的な利用の推進 

            行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを

目的として平成 28 年(2016 年)1 月より社会保障・税番号制度、いわゆるマイ

ナンバー制度が施行された。この制度は、「マイナンバー」（個人番号及び法人

番号）が付された預貯金情報を特に富裕層を中心とした税務調査をはじめとす

る税務手続きにおいて効率的に利用する観点から、政府は、銀行等金融機関に

対し、預貯金情報を「マイナンバー」により検索可能な状態で管理することを

平成 30 年(2018 年)1 月より義務付けることとなった。 

 

第５節 富裕層に対する所得税負担等の検証結果 

       所得税は税収への貢献が大きいこと、また納税者数が最大であり国民にとって

身近な税であることなどから、我が国の税制にとって非常に重要な税であること

は確かであり、こうした所得税の基本的な性格は今後も変わらないと考えられる。 
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       本検討は、第３章によるタックス・ギャップの推定及び高額所得者の申告を実

証的に分析した結果、所得金額及び所得税額は高額所得者に集中していることか

ら、高額所得者は経済実態を踏まえた「現実の課税ベース」（税収源）として重要

な存在であり、集中傾向が強まっていることが判明した。 

       しかし、所得税収の大部分が少数の高額所得者グループにより支えられてはい

るものの、それは必ずしも高い最高税率や累進構造によりもたらされてものでは

なく、実効税率はむしろ「累退的」なカーブを描いている。 

      高額所得者の所得構成においては、金融所得（株式譲渡益、配当所得）及び資

本所得（分離課税される譲渡所得）の割合が大きいが、大半の納税者（特に所得

の低い階層の納税者）にはこのような所得項目はほとんど見受けられない。  

        税収として貢献の大きな高額所得者の所得において、金融所得や資本所得の割

合が大きいことは、我が国の所得税について考えるとき、国際的な視野も重要で

あることを強く示唆している。すなわち、金融所得、資本所得は金融手段の発達

やグローバルな資本移動の下で国境を越えて移動することが勤労所得より容易で

あり、その実現時期や帰属（外国の法人等を経由した間接支配など）を納税者自

身が意図的に決定（操作）することが可能であるため、節税や租税回避行為、更

には脱税行為が可能である。こうした租税回避行為等が実際に意味を持つのは、

ごく少数の高額所得者であると言える。 

   個人所得課税において、今後効率的な政策立案・税務執行を行っていくにあた

っては、税収に与えるインパクトの大きい高額所得者の実態を把握し、高額所得

者（富裕層）に特徴的な所得（金融所得、株式譲渡益等）や租税回避等の行動（ク

ロスボーダーの側面や損益通算）に注目していくことが有益であるとともに、タ

ックス・ギャップの原因をより分析して解明し縮小させる方向へ導く要因の一つ

になると考えられる。また、その要因に対する新しい税のあり方・課税環境の整

備への取組においては、特に政府が掲げる高額所得者（富裕層）への課税に対す

る主な政策として「国外財産調書」・「財産債務調書」の提出義務や、「国外転出

をする場合の譲渡所得等の特例」の創設、また非居住者に係る金融口座情報の報

告制度の整備や社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入等による個人

資産状況の把握などが遂行され、いわゆる「課税の包囲網」を強化している。  
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第５章 法人の納税行動に着目した実態の検証 

法人税収のタックス・ギャップの原因は、第３章での分析結果や筆者のこれまでの

職務執行経験を鑑みて、主に繰越欠損金の当期控除によるもののほか、業種の違いに

おける租税特別措置法に係る優遇税制等による税額控除や受取配当益金不算入額な

どが影響しているものと考えられることから、この原因について法人の納税行動に着

目した実態を検証していく。 

 

 第 1 節 法人税の負担状況 

 法人税の負担状況をみると、図 5-1-1 より、全法人度数からみた大法人の有所得

割合は 2.3％であるが、法人税収全体の割合では、大法人（資本金１億円以上）が

中小法人に比べて 66.0％の法人税を負担していることがわかる。 

【図 5-1-1】法人度数分布の偏りと法人税収（2014 年度） 

 

   （注）国税庁統計情報データにより筆者が作成。 

 

第２節 大法人の税負担率と税額控除等の影響 

 大法人については、税額調整や税額控除の効果により、規模が大きい程、法人税

の平均税率（法人税の軽減税率適用部分の違いを解消し、かつ実質的な法人税額負

担を示す税率）に比べ法人税負担率（税額調整後の平均税率）や国内法人税負担率

が下ブレしていることがわかっている8。その原因としては、法人税額の特別控除額

（租税特別措置法 42の 4～42の 7）、課税留保所得に対する税額（法人税法第 67条）、

所得税額の控除（法人税法第 68 条）、及び外国税額の控除（法人税法第 69 条）が

影響しているからと考えられる。 

                                                   
8岡直樹「高額所得申告者・大規模法人の行動と税務行政への示唆」（税務大学校研究

部、 2009 年）、 38 ページ。 

大法人（欠損）

0.5％

中小法人（欠損）
66.3％

中小法人（有所得）
30.9％

大法人（有所得）

2.3％

66.0%

34.0%

法人税収の割合（2014年度）

大法人税収 中小法人税収
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第３節 法人税の課税ベースからの検討 

 我が国の法人税収について、法人税の課税ベースからのアプローチによる検討を

行う。図 5-3-1 によると、①繰越欠損金の当期控除により 2.3 兆円、②受取配当益

金不算入制度（海外子会社含む）で 2.0 兆円、③租税特別措置で 1.0 兆円の税収が

「脱漏」していることがわかる。森信（2015）によると上述の 3 つ事項を「廃止・

抑制することが課税ベースを拡大し、税収減収分の財源が得られる指標となる。」9

と指摘している。このことは、本稿においても第 3 章のタックス・ギャップの検証

結果からも指標となりえるものであるとともにタックス・ギャップを縮小させるこ

とにも繋がるものと考える。 

【図 5-3-1】法人税の課税ベース（法人税額と税引き前利益の関係） 

 

（注）国税庁「会社標本調査」（2012 年）等に基づき財務省で推定したものを筆者がグラフ作成。 

 

 法人税の課税ベースについて、表 5-3-1 により製造業、卸・小売業、サービス業

の各業種別法人税の税負担率の分析を行うと、2012 年度の法定税率が 25.5％（法

人税の基本税率は 2012 年 3 月 31 日開始事業年度までは 30.0％、2013 年 4 月 1 日

開始事業年度からは 25.5％が適用されるため基本税率を 25.5％とみなす。）とした

場合、卸・小売業の税負担率が 24.0％で高く、製造業の税負担率が 19.6％で最も  

9森信茂樹『税で日本はよみがえる 成長力を高める改革』（日本経済新聞出版社、2015

年）  

10.4 
1.0 

1.4 
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2.3 0.5 

法人税の課税ベース（法人税額と税引き前利益の関係）

（2012年度） （単位：兆円）

法人税の負担額(所得税・外国税額控除前:基本税率）

租税特別措置による軽減

受取配当金の益金不算入

海外子会社配当の益金不算入

繰越欠損金の当期控除

その他
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低い数値となった。製造業の税負担率が低い理由は、繰越欠損金の当期控除の影響

による割合が他の業種に比べて▲3.3％、また、租税特別措置法による特別税額控

除の影響による割合が他の業種に比べて▲2.6％となっており、大きく影響してい

ることがわかった。 

次に、製造業のうち、食料品、医薬品、電気機械器具、運送用機械器具の４つの

業種に細分化して税負担率を分析したところ、図 5-3-2 のとおり、特に運送用機械

器具の税負担率が 15.9％で最も低いが、税負担率を下げている原因は、繰越欠損金

の当期控除が▲6.1％となっており、特に影響が強いことがわかった。また医薬品

に関しては、税負担率が 19.9％であるが、税負担率を下げている原因は、租税特別

措置法による特別税額控除が▲5.0％で、4 つの業種の中では最も影響が強いことが

わかった。 

【表 5-3-1】業種別法人税の税負担率 

 

【図 5-3-2】 

 

（注）法人税申告の集計データに基づき財務省で作成したものを筆者が加工しグラフ作成。 

○　業種別法人税の税負担率（2012年度）

税負担率(%）
租税特別措置法に
よる特別税額控除

の影響(%）

繰越欠損金の当
期控除の影響(%）

法人税率合計（%）

製造業 19.6 ▲ 2.6 ▲ 3.3 25.5

卸・小売業 24.0 ▲ 0.2 ▲ 1.3 25.5

サービス業 23.8 ▲ 0.2 ▲ 1.5 25.5

全体平均（%） 22.2 ▲ 0.9 ▲ 2.4 25.5

（注1）　税負担率は欠損金控除前の所得金額に占める当期の法人税額の割合を示す。

（注2）　2012年度の法人税率は25.5％と算定する。

（注3）　法人税申告の集計データに基づき財務省で作成したものを筆者が加工し作成。
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 これまでの課税ベースによる税負担率等の分析状況による検討を行ってきたが、

財務省においても、次の項目について、法人税の課税ベースの見直しを行った（財

務省資料「平成 27 年度税制改正」等より抜粋）。  

１ 繰越欠損金控除の見直し 

   欠損金の繰越控除制度が課税ベースを大きく浸食している状況を改善すべ

く大法人の控除限度を現行の所得の 80％から平成 27年度（2015年度）で 65％、

平成 29 年度（2017 年度）で 60％に引き下げることとなった。また、繰越期間

を現行の 9 年間から 10 年間へ延長（2017 年度に生じた欠損金から適用）した。 

 

   ２ 租税特別措置の見直し 

   研究開発税制については、控除限度額の総枠は法人税額の 30％を維持しつ

つ、共同研究・委託研究などの特別試験研究費については、控除限度を 5％と

する（限度超過額の繰越制度は廃止）。 

 

３ 受取配当等益金不算入の見直し 

   支配目的の株式とそれ以外の目的（たとえば資産運用目的）の株式等との間

で取り扱いを分ける。 

          支配目的の株式（持株比率の高い株式）への投資については、経営形態の選

択や企業グループの構成税制が影響を及ぼすことのないように 100％益金不算

入としつつ、持株比率の基準を現行の 25％以上を１／３超へ引き上げる。 

     また、支配目的の乏しい株式等（持株比率の低い株式等）への投資について

は、益金不算入割合を現行の 50％を引き下げることとし、持株比率５％以下

の場合は 20％益金不算入とする。 

 

第４節 法人に対する法人税負担等の検証結果 

 法人税は、法人税収全体の割合では、大法人（資本金１億円以上）が中小法人に

比べて７割近く法人税を負担しており、大法人の納税が法人税収を大きく左右する。

そのなかでも特に大法人は、税額調整や税額控除の効果により、規模が大きい程、

平均税率に比べ法人税負担率等が下ブレしている。業種別では製造業の税負担率が

低く、そのうち送用機械器具が最も低かった。税負担率を下げている原因は、繰越
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欠損金の当期控除が特に影響が強いことがわかった。 

本検討は、第３章によるタックス・ギャップの推定及び法人税の課税ベースによ

る税負担率等の分析状況の結果、法人税においてタックス・ギャップを引き起こす

原因は、主に繰越欠損金の当期控除、優遇税制等による税額控除や受取配当益金不

算入額などが影響していることがわかった。 

このようなことから、少なくとも繰越欠損金の当期控除、優遇税制等による税額

控除や受取配当益金不算入額の事項を取捨選択し、不必要なものは廃止ないしは抑

制して課税ベースの拡大を行って税収減収分の財源の穴埋めをすることも、タック

ス・ギャップを縮小させる政策の一つとして考えられる。 
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終章 

    本稿では財務省、国税庁が提供している統計情報や長期時系列データ等を用いて税

収関数を求め、とりわけ国税の基幹税である所得税・法人税の税収額の推定を試み、

タックス・ギャップの要因を考察した。 

    結論として、現状では明確かつ精度ある推定値を算出することは困難であった。日

本のタックス・ギャップを把握するための推定方法については、政府統計や税務当局

によって実態を捕捉されない地下経済による所得・資産の把握の算定に加え、多国籍

企業が行っている海外取引スキームに係る租税回避行為や脱税等による所得・資産の

把握の算定がなされるべきである。今後、より精度の高い「真正な申告義務相当税額」

を推定し、実際の所得税収や法人税収との差をより精度ある数値にすることに取り組

み、将来における我が国の税収に関する政策を更に考察してゆくことを引き続き主要

な課題としていきたい。 
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