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平成 14 年第８回経済財政諮問会議議事要旨 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 
1．開催日時: 2002 年 3 月 29 日(金) 17:33～18:58 
2．場所: 官邸大食堂 
3．出席者 

議長 小泉 純一郎  内閣総理大臣   
議員 福田  康夫 内閣官房長官 
同 竹中 平蔵  経済財政政策担当大臣 
同 塩川  正十郎 財務大臣 
同 片山 虎之助 総務大臣 
同 平沼 赳夫 経済産業大臣 
同 速水  優 日本銀行総裁 
同 牛尾  治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 
同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 
同 本間  正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 
同 吉川  洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

 
 石  弘光 税制調査会会長 

     
（議事次第） 
1．開会 
2．議事 

(1)税制のあり方について 
(2)その他 

3．閉会 
 

（配布資料） 
○税制改革の検討課題（論点整理）（有識者議員提出資料） 
○参考資料 
○「地方分権時代」にふさわしい地方税制の構築（片山議員提出資料） 
○経済活性化・競争力強化の観点からの税制のあり方（平沼議員提出資料） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事が紹介された。 
 
○税制のあり方について 
（奥田議員） これまでの諮問会議での議論も踏まえて、民間議員がまとめた「税制改革

の検討課題（論点整理）」につき、ポイントを御報告する。 
    「１．基本認識」については、これから目指すべき日本の経済社会は、グローバル

化、少子高齢化といった環境変化に対応でき、また、企業や個人の創意と挑戦によっ
て、民主導の経済成長が実現できるとともに、個人が多様なライフスタイルを選択で
き、全員が広く薄く負担を分かち合うような社会であると認識している。 
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    次に、「２．新たな経済社会を実現する税制改革のあり方」について。そのような
経済社会の実現には、国の骨格を成す税制を抜本的に改革していく必要がある。更に、
税だけではなく、社会保障制度の抜本改革、歳出構造の改革、規制改革などを一体的
に行っていくことが重要。 

    今回の税制改革において最も重要な理念は、経済と社会の活力を最大限に引き出し
ていくこと。従来の「公平、中立、簡素」といった原則も、こうした観点から再定義
する必要があるのではないか。 

    こうした理念に基づき、税制改革の検討課題を、３ページ以下に５項目挙げている。 
   ①活力を引き出し、国際的整合性を重視する税制。②多様な選択を可能にし、全ての

人が社会に参画できる税制。③長期にわたって安心を支える税制。④地方の自立と特
色ある発展を促す税制。⑤透明で公正な、納税者が納得出来る徴税システム。 

    特に重要なことは日本の強みであるものづくりや科学技術の面で国際競争力を一
層高めていくなど、活力を引き出していくこと。一方、政府は政府にしかできないこ
とを効率的に実施し、国民負担率の上昇を抑制していく観点が重要。 

    また、⑤の納税者の納得については、受益と負担の関係の明確化という視点も必要。
例えば、特定財源制度の見直しに当たっては、受益と負担の関係が明確になる利点を
生かしながら、効率化の観点から制度の簡素化、縮小を早期に図る必要がある。 

    最後に、「３．税制改革の取り組み方とスケジュール」について。税制改革の実施
には、時間軸に沿った整理が必要。集中調整期間では、特に経済活性化に重点を置き、
そのための財源として構造改革の成果を活用するなど、戦略的な改革を行っていくべ
き。こうして成長軌道に乗れば、その後の期間で歳出の徹底的な見直しを前提として、
広く薄い負担などにより、持続可能な財政構造の構築を視野に入れる必要がある。 

（本間議員） 奥田議員からの論点整理メモのお話に、私から補足する。 
    80 年代から 90 年代にかけての欧米の税制改革で問題視されたテーマ、課題を日本

経済に適用するという形で柱立てしたのが、「税制改革の課題」。80 年代に租税理論
が理念から飛躍的に発展して、かなり基礎的な研究が現実の税制改革のスタイル、ス
ケジュールに対して大きなインパクトをもたらしたのが諸外国のケース。それを日本
経済にどのように敷衍していくかが大事。 

    １番目は、「活力を引き出し、国際的整合性を重視する税制」。アプローチとしては、
課税ベースをできるだけ広げて税率構造を見直すという形で、税が経済に対する歪み
効果をできるだけ小さくするということ。それはグローバル化した経済の中では、国
際的な資本コスト、労務コスト等が明確に意識されて、足の早い所得を中心にしなが
ら資本コスト論争まで発展したのがこのテーマ。 

    更に、欧米では貯蓄が過少で、投資抑制的に機能し生産性を低下。対して、日本の
場合には貯蓄が過剰だが、投資に回らないという固有の環境がある。その対応として、
貯蓄重視から投資重視への転換が必要。これは、ＥＵ統合等で資本性所得、金融所得
が一つのキャピタルマーケットに統合されていく中で、二元的所得税論が各国で意識
され始めたという流れもある。 

    ２番目は、「多様な選択を可能にし、全ての人が社会に参画できる税制」について。
公平という概念は今まで、お金持ちとそうではない人という紋切り型の分類であった
が、人権意識が高まる中、ノーマライゼーション、全ての人が意欲ある限り社会に参
画できる社会状況を整備して、障害者の方々も納税できる環境をつくっていくという
考え方まで出てきている。結婚・出産・就労などの選択にとどまらず、男女、老若、
障害の有無の問題等が、税制上の措置によって参加型社会に対してどのように影響し
ているかを問題視する見方が出て、これが公平、機会の平等という考え方につながっ
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ている。 
    もう１つは、日本経済の特徴である、高年齢者層が非常に多くの資産を保有してい

ること。社会保障制度では、現役世代から高齢者世代への資産移転が税あるいは社会
保険料を通じて行われている。これが、消費抑制的で貯蓄優遇型のパターンにつなが
っている。社会的にアセットの回し方によって経済活性化にどうつなげるか。相続税
と贈与税のあり方が大きなテーマ。 

    更には、多様な公益性を社会の中にどう入れ込むかについても、90 年代に入って
各国で大きな関心を呼んだ。ＮＰＯ、ＮＧＯ、あるいは連帯革命、アソシエーショナ
ル・レボリューションという言葉まで使われ、多元的に公益性を追及していくアウト
ソーシング型の社会を考えると、寄附税制のあり方も非常に大きなポイント。各国に
おいても寄附税制が大きなテーマになった。 

    ３番目は、「長期にわたって安心を支える税制」。高齢化が進み、年金・医療・介護
が潜在的に歳出増につながる状況下で、国民が持続可能性に関して不安を抱くのは各
国共通であった。各国においても公的年金の抜本的な改革が念頭に置かれ、同時に国
税・地方税・社会保険料等の負担のあり様を包括的に捉え、歳出面とリンケージしな
がら、国民負担の推移を眺めながら全体の負担を設定してきた。当然、財政規律、プ
ライマリーバランスの問題は、質の高い政府を実現していく基礎条件として重要なポ
イント。各国においても、シーリング等の手法も含めて注意深い設計がなされた。更
に、この問題をばらばらに議論することが、かえって国民に不安感を与えるので、全
体の中に入れ込む努力も行われてきた。我が国においても、このような問題をきちん
と国民に分かりやすく総合的に示していく必要がある。特定財源の問題もコストとベ
ネフィットの観点からの見直しの問題。あるいは、地球環境に配慮した社会の税制、
安全性に配慮した税制のあり方等も共通のテーマであった。 

    ４番目は、「地方の自立と特色ある発展を促す税制」。国際的に極めて重要な流れを
形成している。我が国特有の問題として、国と地方の財源配分の問題、基礎的な財政
水準を維持するための財源保障の問題、地域間のアンバランスを調整する財政調整の
問題、の３つの問題がある。これらを踏まえ、どのように仕分けしていくのかも重要
なポイント。この問題を改革する際には、地方交付税のあり方、税源移譲のあり方、
補助金のあり方、更には地方税における新税のあり方等について幅広く検討する必要
がある。 
更に、各国においても、徴税システムに対する透明感、公正感、国民にとって納税

できる状況をどうつくっていくかということは、実務的に重要なテーマであった。我
が国では、ＩＴ化による電子申告、ＩＤ、社会保障個人会計、徴税の効率化、更には
統合化に向けて検討をし、一層の信頼性を担保することが必要。 

    業種間の所得捕捉率格差、いわゆる「クロヨン」、「トウゴウサン」の問題。更には
サラリーマンの納税意識をスポイルしている源泉徴収制度のあり方を、申告納税の導
入を含めて検討をする必要がある。消費税は、財源的に期待されるところが多いが、
益税あるいは帳簿方式に伴う執行上の問題点を抱えている。こうした事も考えていく
必要がある。 

    そのような項目をきちんとやる場合、包括的な税制改革の中で明確な理念をどう貫
くか。歳出構造の改革と一体化した改革。更には、社会保障、地方財政と一体化した
改革。単に税の範囲にとどまることなく、増減税の収支を政府全体のバランスシート
を考慮しながら考えるというように、総合的な検討が求められる。 

    同時に、国民が将来に向かって不安を抱いている大きな理由は、日本の意思決定が
非常に近視眼的で、予算編成等も含めてその場しのぎの政策で行われていること。持
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続可能で計画性のある改革のイメージが持てない状況も不信の原因だと思う。時間軸
を設定し、抱えている問題を国民にきちんと明らかにしながら、確実にステップ・バ
イ・ステップで税制改革を実現する必要がある。 

    昨年から基本方針、改革工程表、更には改革と展望の中で念頭に置いてきた時間軸
は５年間。前半２年の集中調整期間と、残り３年という形で区分されて、経済政策立
案の議論の中で念頭に置かれていた。税制改革においても、集中調整期間の中で戦略
的に活性化に重点を置きながら実施していくことも必要になってくると思う。その流
れの中で、増減税が生じる可能性があるし、集中調整期間には減収となる可能性もあ
る。これを構造改革の成果の活用という形で改革還元型の税制改革を実施し、構造改
革を目に見える形に。将来の改革の方向性を明示した上で、例えば、歳出削減、特殊
法人改革、行政改革、更には未利用国有財産等の財源の問題を、どう還元をしていく
かは、セットで行われなければならない。短期的な税制改革を行う場合でも、構造的、
恒久的な改革に反するやり方は厳に慎まなければならない。これまでの政策税制の徹
底的な見直し、サンセット方式の導入を一方に置きながら、戦略的に構造改革を進め
ていく上で、戦略的なフロンティアの拡大に資するような減税をどのように実行して
いくかも一つの論点になる。 

    その後の期間では、社会保障制度等の歳出増が国民負担率を高騰させることが容易
に予想される。その前に国民が税に対する信頼を抱けるような質的な税制改革を、歳
出構造あるいは行財政全体の見直しの中で完成していくことが重要。この中で、経済
状況を見据えながら、プライマリー収支改善に向けての努力あるいは将来の最終的な
国民負担率のありよう等をきちんと見据えて、持続可能で時間的に整合的な制度改革
を実現していくことが求められている。 

    最後に、新しい租税三原則ということで、「公平、中立、簡素」は「公正、活力、
簡素」と同義であるということ。 

（竹中議員）  引き続き片山大臣と平沼大臣から提出資料に基づいて、御説明をお願いし
ます。 

（片山議員）  「『地方分権時代』にふさわしい地方税制の構築」について御説明する。 
    目指すべき方向は、「応益」、「広く薄く」、「安定」。地方税を取り巻く現状と課題と

してまず、歳出規模と地方税収入の乖離。歳出は地方対国で 65 対 35、収入は 40 対
60 であるが、仕事に見合った地方税の確保が必要。 

    また、地方税における応益性の空洞化については、住民税は所得税より課税最低限
が低いが、それでも約 20％を超える方が住民税を払っていない。住民税は、言わば
地域社会における会費であり、会費を払っていない方がそれだけいる。 

    さらに、都道府県税の主要税源である法人事業税は、これは法人税も同じであるが、
所得課税、収益課税であり、７割が払っていない。３割の法人が負担しており、一番
多い時と比べると、法人事業税収は約４割減になっている。勿論減税をしたこともあ
るが、一方では応益性の強い地方税において、７割も払わない法人があるという空洞
化現象をどう考えるかということ。   
３番目は、都道府県税収は法人事業税、法人住民税が主で、不安定である。市町村

税収は比較的安定しているが、一番大きい固定資産税が、この２年ぐらい減少傾向に
転じている。地価が落ちているのでやむを得ない面があるが、ここに問題がある。 
４番目の地方税における税収の偏在については、前回、東京を 100 にした数字をお

見せしたが、相当偏在がある。 
そこで、一つは国からの税源移譲等により国税と地方税の比率が１対１となるよう

目指したい。その場合には、税源の偏在が少ない個人住民税、地方消費税を拡充する
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ことが正しいのではないか。 
２つ目は、空洞化対策として、個人住民税における諸控除の見直し・検討、及び法

人事業税への外形標準課税の導入。 
３番目の固定資産税については、市町村の主要な税源、中心的な財政収入なので、

手直しはしつつも安定的な確保を図ること。 
    こういうことを通じて、地方の収入における税のウェートが高まることによって、

住民による税の使途に対するチェック機能が向上し、また、地方が自らの選択と財源
で仕事をすることが可能となり、最も適したものを行うので、地域経済の活性化にも
資するのではないか。 

    特に我が国は、地方の税が多いではないかという議論があるが、それだけ我が国の
地方は仕事をしている。仕事に見合った税源をもらうのは当たり前で、国税だけが税
でなければならないというのはおかしな話。これから地方にもっと仕事をやってもら
おうという時代に、地方税のウェートが高いからおかしいということは、なかなか通
らない議論だ。 

（竹中議員）  平沼大臣お願いします。 
（平沼議員） 「経済活性化・競争力強化の観点からの税制のあり方」について御説明す

る。 
    欧米諸国では経済の活性化・競争力強化の観点から、国家戦略の一環として、税制

を積極的に活用。税制改革の基本的な考え方の提示があったが、私からも特に競争力
強化の観点から具体的な税制のあり方について御提案したい。 

    まず、１ページ「２．具体的内容」の（１）①の表を見ていただくと、競争力強化
を実現するためには、地方税を含めた法人所得課税負担の見直しが不可欠ではないか。    
日米の主要企業 10 社の法人所得課税の実効税率を比較すると、我が国の実効税率は
アメリカの約 1.5 倍に達している。このため、今後の税制のあり方の検討に当たっ
ては、課税ベースを拡大するとともに、税率を引き下げる方向で検討を進める必要が
ある。 

    我が国の法人所得課税の実効税率が高い最大の理由は、地方法人課税の負担が重い
こと。アメリカでは税制を活用した地域間競争が有効に機能して、企業負担の軽減の
みならず、企業活動が活発化して地域経済全体の活性化が実現する。他方、我が国は、
地域の独自性が発揮されないまま、全国一律に法人に過度の負担を負わせている。今
後、税率引き下げの検討に当たっては、地方における法人の税負担についても正面か
ら取り組むべきではないか。 

    次に２ページ目。諸外国も戦略的に実施している研究開発促進税制については、日
本の減収額は 2001 年度の見込みで約 410 億円。一方、アメリカの減収額は約 6,800
億円、約 53 億ドルにも上っている。 

    更に投資促進、事業再編など経済活性化、競争力強化に不可欠な分野に対して政策
税制を集中的に投入し、国際競争の中で我が国の事業環境を強化していくべき。  
「研究開発促進税制」、「投資促進税制」、「事業再編関連税制」等をしっかりやらない
といけない。 

    例えば、米国は、ＩＴ分野等新市場創造につながる投資促進税制として、新たに初
年度 30％の特別償却を認める制度の導入を本年３月に決定し、経済活性化に取り組
む姿勢を明確に示している。これは 350 億ドル位の大型のもののようだ。 

（竹中議員）  ありがとうございました。では、御自由に議論を。 
（片山議員） 平沼議員が言われた、法人所得課税の実効税率比較であるが、これはアメ

リカと遜色ない。例えば日本は 11 年度から 40.87％だが、アメリカのカリフォルニ
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ア州は 40.75％、ニューヨーク市では 45.95％。個別企業の実効税率の差は、連結を
やっているかどうか。日本の連結はこれから。また、租税特別措置の適用が企業でば
らばら。その辺の検証が必要である。 

    基本的には、日本の地方は仕事をしており、地方税が高いのは仕方ない。中小企業
対策、産業振興、福祉、雇用対策等、あらゆることを国だけでなく地方がやっている。
そこは是非御理解いただかないと、ちゃんとした税の議論にならない。 

（小泉議長） 今、片山大臣が言っていることは大事で、私も財務省から説明を受けると、
日本の税率は決して高くないという説明だ。財務省と経産省はよく打ち合わせをして
欲しい。誤解を与える。どうして説明が違うのか。 

（石税制調査会会長） 税調でも議論しており、20 年前ぐらいにたしか経団連が計算し
たのも出て、そこで主税局と通産省を含めた議論をした。例えば日本の場合、ＮＥＣ
が 61.0％と出ている。今、片山大臣がおっしゃったように、法定税率が 40％ぐらい
なのに、なぜ個別に 60、50 になるのか、これは余りにも乖離し過ぎ。 

    恐らく、ある課税所得の上に地方税と国税を乗せて割算するが、分母の所得にはい
ろいろ差があり、かなり恣意的だ。償却前にやるか、租税特別措置を入れるか、連結
の利益を入れるか。連結納税や、租特が随分違い、比較は難しい。 

    今、総理がおっしゃったように、共通の基盤で計算しているかチェックしないと、
軽々しくは使えない。 

（小泉議長） これからの法人税改革で、こういう違った資料を出されると困る。同じ日
本政府の役所で違うというのは議論を迷わせる。よく調整して欲しい。 

（塩川議員） 経済財政諮問会議で税制問題を扱うことについて、私からも是非お願いし
たいことがある。１つは、情報の取り扱い。今日もいろいろ出ているが、これが曲解
されて外に出て、税制改正についてばらばらの意見が報道されている。我々も、議員
への説明、または税制調査会での説明にてこずってしまう。論点の整理をして方向性
を示すのは、当然この会議の仕事だが、情報と発表は厳に統一して慎んでもらいたい。
今日出席の議員の方々も是非お願いしたい。 

    次に、基本的な理念の問題の検討はしっかりとやってほしい。国会でも何遍も答弁
しているが、経済財政諮問会議、政府税調、党税調ではどういうことをやるんだとい
うことは各議員から国会で追及されている。前から言っているが、諮問会議において
は、基本的な理念、方向性を考えていただいて、それを受けて、政府税調、党におい
ては具体的なものを消化していってもらう。党とすり合わせながら、党の了解を得て
決定したものを法案化していく手順を取っていただきたい。そういうことをやらない
と、国会の問題として扱いにくい。全体像を６月に提示するので、税制調査会と諮問
会議との間で十分すり合わせたものとして６月に出していただくように是非お願い
し、その後において法案作成の段階で、我々は党との方の関係を十分責任を持ってや
っていきたい。 

    もう一つ、先ほどの基本問題の考え方の中で、公平、中立、簡素というのが、公正、
活力、簡素となっており、これについても議論が相当ある。これからの議論の中で決
めていただければ結構だが、中立という言葉をどう解釈して、どう活力に変えていく
か、ということをはっきり説明が付くようにしなければならない。 

    いろんな意味の中立がある。例えば、歳入と歳出の間の中立という見方、官と民と
の中立性を保つこと、貧富の差を是正するのも公正でありまた中立。公平、中立、簡
素という意義を、公正、活力、簡素とするなら、どこが違ってくるか説明できるよう
にしていただきたい。今、減税先行と言われているが、減税先行も活力を与えるため
に必要だ。そうだとして、いつの時点かにおいては、それに見合った歳入の補充をし
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なければ持続的な発展は維持できないので、その合わせたものを考えてもらいたい。
改革還元型という意見が出るのは、そういうことと思う。 

    私は国会では、減税があるとすれば、その穴埋めで必ず歳入増を図っていかなけれ
ばならないと答弁している。歳入の増で、増税とは言っていない。それをセットにし
て初めて減税を出さないと、減税だけ食い散らかされて、後で財政がもたない。この
点は御理解いただきたい。持続的可能性の一つの時間軸をどうするか。先ほど説明が
あったが、５年、３年とかいう時間軸はあると思うが、プライマリーバランスが黒字
に転換し得るまでの間を時間軸として考えてもらった方が、減税、増税の関係を取り
やすい。そういう基本を、是非この諮問会議において議論して、その上に先ほど御説
明があった、税制改革の課題という問題を順次消化させてもらいたい。  

（吉川議員） 財務大臣から、いろんな意味で中立性という言葉を使っているという話が
あったが、おおよそ税の議論をするときは、中立性とは一つのはっきりとした意味を
持っている。その本義を明らかにするのも諮問会議の役割なので、先ほど本間議員が
説明された。私どもの考えとしては、それは限りなく活力に近い。 
基本的な考え方、理念は大いに議論せよとのことなので、２点発言させていただき

たい。 
    １つは、税制改革の基本的な理念として、先ほどから広く薄くと言われているが、

これは非常に大切なことだ。現在、日本の就業者は約 6500 万人だが、個人所得税で
税を払っていない人が、４人に１人という状況で、法人も３分の２が欠損法人で税を
払っていない。確かに税を１円も払わない、払えない個人、法人も考えることはでき
るが、あくまでも例外であるべきだ。古代ローマ帝国の例がよく知られているが、税
の空洞化は、健全な社会の基礎を崩すものだ。少しでもいいから皆が税を負担するこ
とで、納税者民主主義が育つ。 

    もう一つは活力で、構造改革との関係でも非常に重要な論点だ。活力を高める税制
は、公平と対立的なものだという議論がある。端的には金持ち優遇とか、大企業優遇
の税制ではないかという批判が時折なされるが、こうした議論を耳にして想起するの
は、40 年以上前の高度成長の前夜に、当時の池田大臣がされた議論だ。 

    当時の高度成長政策は、弱者切り捨てではないかという議論があり、成長よりも格
差是正の方が大切な問題だという批判があった。これに対して当時の池田大臣は、乏
しきは憂えず、等しからざるを憂えるという考えを自分は取らないと言った。公平と
か分配の問題は非常に大切だが、その問題は成長の中で解決されるべきだ。それが王
道だと言った。私はこれが今でも正しい議論だと思っている。つまり、公正の問題、
経済的な弱者に対する配慮等も大変大切な問題だが、この問題を解決する王道は、経
済の健全な発展、持続的な成長にある。弱者救済を標榜する政策には、問題の本質的
な解決に資さないものがある。繰り返すが、公平の問題を解決する王道は持続的な成
長で、その持続的な成長を生み出す政策が活力だ。日本の経済社会の将来を見据え、
活力を高めるような税制改革をするのが大切。 

    もう１つだけ付け加えると、税制の議論ということで、諮問会議、政府の税制調査
会、党の税制調査会、あるいはマスコミといろんなところで議論がされてきている。
先ほど財務大臣からも御発言があったが、どこから出てもいいものはいいし、悪いも
のは悪いというのが非常に大切な原則だ。要は、いい税制改革をどれだけ実現できる
かが目的で、すべての組織はそのための道具だということが大切な原則ではないか。 

（塩川議員） 中立ということについては、財政上どう中立を保っていくかという点が大
切であり、先行するものと後でやるものと併せて中立を保っていくとか、あるいはさ
っきおっしゃった還元型ということで、経済成長の結果を国民に知らしめたら国民は
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安心するということだ。そこを一体化したものを出してもらいたい。 
    もう一つ、吉川議員のおっしゃった空洞化の問題は初めから取り上げた問題で、公

平、公正化とは空洞化の問題だと思っており、これは是非一つ議論していただきたい。 
    そういう意味においても、一体国民は負担と給付というものをどの程度取るんだと

いう大きい前提を示さないといかんと思っており、そこを是非議論してもらいたい。 
（竹中議員） 中立の話は後で本間議員と石会長にポイントだけ御議論いただきたい。 
（速水議員） 税制全般を考える場合に、是非大切にしていただきたい点を簡単に申し上

げる。 
    第１に、先ほど本間議員が言われたように、短期的な対応を考えるときでも、やは

り中長期的に望ましい税制のあり方と整合的なものにして欲しい。前々回にも申し上
げたが、現在の税制は、家計と民間のリスクテイク、不動産の流通を抑えている面が
ある。ここは是非変えていただきたい。そういった歪みを是正する方向で税制を見直
せば、中長期的には民間部門の活力が引き出され、総需要の増加につながる。 
  中立と活力という問題であるが、中立的な税制というのは、本来、企業や家計の活
力を阻害しないもので、その意味では中立と活力という理念は必ずしも矛盾しない。
日本経済の現状から見て、民間部門の前向きな経済活動を引き出すことは極めて重要
だ。 

（片山議員） 中立か活力かという話は、三原則を決めるときに大議論をやった。民間の
選択行動に対して、できる限り歪みをもたらさないことが中立で、これが活力を生む。
中立が始めにあって、結果が活力。どっちを原則に入れるかだが、活力は生々し過ぎ
る。税制としては、公平、簡素、中立ということがふさわしい。 
  もう一つは、今まではいつも減税先行で、それで後で増税しようとしてもうまくい
かない。増税するときは必ず反対が出て、ぐちゃぐちゃになる。そこをどう考えるか、
減税を本当にやるなら財源の確保が必要。この保障がないときに、安易に減税先行と
いうのはトータルとして財政悪化につながる。 

（竹中議員） 減税先行が新聞に出ているが、このメンバーの中で減税を先行させて、後
から財源を考えろと言った人は一人もいない。新聞が勝手に書いている。中立の問題
について、本間議員と石会長から。 

（石税制調査会会長） 今、マスコミは諮問会議と税調が対立的に、何かけんかしている
ような格好で記事を書くことによって生きがいを感じているところがある。１つは、
中立の解釈が意外にゆがめられた形で出ている。民間の歪みをなくすことによって、
民主導の市場経済から活力を生むというのが中立の定義。ただ、マスコミ等々の期待
はデフレ対策の活力で、これは減税、政策減税をどんどんやって、租税特別措置など
を拡大して等々と。私は、ちまちましたようなことをやってもだめではないかと言っ
ているが、そういう短期的な視点から政策減税をやってくれという意味での活力だ。 

    投資減税というのは、投資すればまけてやることだから、短期的な視点から見れば、
確かにある面では活力になるが、中長期的に見ると、投資減税があるから投資をする
という逆転した発想になって、民間の投資配分等々を歪める。レーガン第二期の時に
やめたように、政府税調としては本間議員の言われる定義を取り、民主導でやる世界
において、民間の活力を生かす意味においては歪みがない方がいいだろうと。ただ敢
えて言うと、これを活力に置き換えてしまうと、今、片山大臣が言われたように、短
期的な政策減税をやることで、何やら資源が浮いたように捉えがちになる。マスコミ
はそう捉えて、私と竹中さんは対立していると捉えているが、そういう意味で中立を
活力に換えると少し誤解を招くニュアンスになる。 

（本間議員） 先ほどからお話を伺っていて、塩川大臣がおっしゃる中立は非常に多様な
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形で使われている。レーガン税制改革の中でも、中立という言葉が外されている。こ
れはフェアネス、シンプリシティー、それからエコノミックグロースという形で置き
換えている。その意味は、ニュートラリティーという言葉がいろんな使われ方をして
いてわかりずらく、効率性という言葉を使うと、誤解を生みやすいということで、中
長期的に経済成長という言葉がわかりやすいとして定着した。 

    その上で、中立という言葉について、市場で成立する価格や賃金や企業の収益率構
造に対して、課税ベースが非常狭い形で一定の税収を取ろうとすると、くさび効果が
非常に大きくなり、そのことが企業の選択、合理的な行動に対して歪みを与える。 

    したがって、できるだけ課税ベースを広げ、ウェッジというくさびを小さくしてい
くという考え方が一義的に効率性、あるいは活力ということで重要だ。このアプロー
チとしては、広く薄くが中立性の要件で、活力の必要条件である。 
  同時に、例えば法人税を例に取ると、産業間、規模別とか、そういうものに対して
減価償却制度、租税特別措置というものが、先ほど言いましたひずみの部分に対し、
その扱い方によって差をもたらす。 

    今、日本の租特と言われるのは、活力や経済成長に対して資するというよりも、む
しろ過去からの経緯や中小企業対策に織り込まれており、資源配分上、生産性の低い
分野の税率が低く、生産性の高い分野に対しては税率が高くなっている。補助金も含
め、税金を入れ込んだ資本コストを産業間、規模別に中立化して、格差を低くしてい
くことが、生産性が低い分野から高い分野に移し変えていくという意味で非常に重要
だ。 

    生産性の低いところから高いところに誘導するという意味で、古い分野の租特の部
分を切って、課税ベースを広くし、税率を引き下げることによって中立化をするとい
うこと、儲かるところが設備投資に回す形で雇用を生み出し、そのことが活力、究極
的には経済成長につながっていくというロジックがある。 

    したがって、経済成長、活力というものは中立性と矛盾するものでなく、それは表
裏一体のものであると理解する必要がある。 

（吉川議員） 今、石会長、本間議員が言われたことは基本的に正しいが、１つだけコメ
ントしたい。大きな話としては、市場は放って置けばうまくいくので、政府は余り税
や何かで手を入れて歪みをもたらさなければ自由に民間の企業や個人が能力を発揮
してうまくいくという話がある。しかし例外がある。経済学では市場の失敗という言
葉を使うが、そういう場合には、むしろ税を入れることによって、活力が高まる。具
体的には、環境や研究開発とか、そうしたものが過少になることがあり得る。大原則
としてはなるべく税で歪みをもたらさない。だから、中立はいい。しかし、例外的に
は市場が失敗する。そこにはむしろ政府が積極的に税を使って、活力を引き出した方
がいい。 

（牛尾議員）  「活力」が議論になっているが、本日配布した「税制改革の検討課題（論
点整理）」の１ページ目にあるとおり、現状認識として、経済力が低下し、国際競争
力が激化しており、日本経済が競争力を失ってくることは間違いない。 

    例えば、アメリカの平均的な生産性を 100 としたら 120 の生産性のある 10％の雇
用を抱える輸出主導型製造業の企業によって、10兆円の貿易黒字が確保されている。
その企業の税負担が極めて高い。 

    「②チャレンジ精神の喪失」。過去 10 年間は、創意工夫や挑戦よりも現状維持でぶ
ら下がっている方が得で、はるかに合理的だという社会構造になっており、社会その
ものが非活性化している。今は何もしないで維持しているのが一番得という社会だ。 

    「③社会の多様化と制度のミスマッチ」。再挑戦が難しい社会になっている。70％
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の企業が税金を払っておらず、80％の個人は最高 10 万円しか払っていない。しかも
払っていない個人が４分の１。完全に空洞化している。 

    かつては、日本みたいに成長している国はなかったが、少なくとも平時に戻るまで
は活性化を前面に緊急措置を講じる。これが５％や４％成長に戻れば、喜んで中立に
戻せばいい。また、こういう議論をゆっくりやっているから、ますます活性化しない。
じっと見て、様子が変わるまで黙っていようと、みんな思っている。 

    冒頭の４行にあるように、経済の活性化を重視し、長期に持続可能な税制を構築す
るために税制改革をする。そのためには、中長期的には大胆な歳出改革で小さな政府
をつくり、民間主導型の社会をつくって、広く薄く税を負担してもらうしかない。同
時に大胆な歳出改革を行い、税負担に報いる社会を確立しなければ、真の納税者民主
主義をつくれない。国民は税の使い道に不信感を持っている。税制改革とセットで構
造改革を進めていく、基本的な精神を絶対に忘れてはいけないというのが第１。 

    第２に、法人に対する課税に関して、国際競争を明確に意識してほしい。日本はま
さに競争力の危機にある。 

    第３に、空洞化の問題は塩川議員が感じておられるのと同じぐらい国民は感じてい
る。払っている方にとっては、何で我々だけが払っているのだという意識があり、そ
の税率が高い。 

    最終的には「公平、中立、簡素」でよいが、緊急時７～８年は、活力を前面にださ
ないと、物事は変わらない。「公平、中立、簡素」の３つを言っていても活力が戻る
とは考えられない。 

（塩川議員）  私が言っているのは、減税もあるだろうが、増収を図ることもセットだ、
それが中立だと言っている。 

（牛尾議員）  税収を増やすか、歳出を減らすしかないのです。 
（塩川議員）  中立の言葉が抜け、活力だけだと、やはり企業減税かと言われる。否定は

しないが、その代わりに財政の中立のためには、いつかの増税によってカバーしてい
かなければならない。 

（牛尾議員）  税収を増やすことと増税は別。減税したって税収は増えるのですから。 
（片山議員）  増税と税収増は違う。 
（牛尾議員）  グローバルな社会になると、税金の低い方が海外からの税収で増える。 
（塩川議員）  そこをセットにしてもらわないと困る。 
（牛尾議員）  勿論、当然セットだ。 
（竹中議員） 税の中立と、税収の中立は混同されない方が良い。 
   石税制調査会会長、お願いします。 
（石税制調査会会長）  政府税調での議論も踏まえ、冒頭、塩川大臣がおっしゃった全体

的な今後の進め方等について意見を申し上げたい。奥田議員と本間議員の御説明に関
しては、全く違和感がありません。政府税調と諮問会議の考え、特に税制改革の方向
については違和感がありません。「活力」、「中立」は若干の違和感があるが、ほかは
ほとんど違和感がない。 

    大阪に行くのに、新幹線で行くか、在来線で行くか位の差はあるかもしれないが、
大阪に行く代わりに仙台に行くように報道されているが、そんなことはない。 

    政府税調としては、国民の代表の集団という意識の下、対話集会もやっており、こ
れまで千葉と鹿児島で２回行い、いい成果が上がったと思う。そこでの１つの結論は、
課税ベースを広く薄く負担することについて、公共サービスを受けているのだからと
して、参加者の８割から９割は賛成。ただ、歳出カットが先ではないかという議論は
随分出た。 
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総理からの御指示により６月に主要論点をまとめたいと思うが、税制は、あらゆる
国民生活、企業活動に直撃することから、慎重にやらなければいけない。と同時に、
租税は法定主義であるから、必ず国会で議論して税法を通していかなければいけない
という意味において、簡単に一足飛びに話はまとまらないだろうと考え、慎重にやっ
ている。 

    外部から見て、政府税調と諮問会議の差をよく言われるのは、同じ土俵で相撲を取
って、どっちが強いとか、どっちが弱いとかという議論になりがちですが、やはり土
俵を違えてテーマを扱っていけば、おのずから相撲は取らなくていい。そこが重要だ。
その意味で、オーバーラップする部分もあるが、基本設計を諮問会議で行い、詳細設
計を政府税調でやるという仕組みで、政府税調で国民の声を吸い上げつつ、幾つか制
度設計の中に主要な論点を盛り込みたい。 

（奥田議員）  平沼議員提出資料のとおり、これを絶対にやらないと日本の産業の将来は
ないし、日本の国民生活の水準も全然上がらない。これははっきりしている。 

    それに対し、促進税制とか、結局、財源の要る話をすると、日本の場合は、金を出
すなら財源を考えろという話が必ず付いてくる。 

    歳出カットは、１つの財源だということで、勿論やっていかないといけない。30
兆円枠を２年間続けて行い、来年の減税先行はおかしいとか言われるが、ある程度の
ものは最初に種を蒔かないと実らない。 

    例えば、平沼議員提出資料の２ページ「（２）その他」のところでも、住宅投資や
贈与税の問題は非常に重要な話。日本の会社員が、海外に駐在すると、向こうの方の
家に招待され歓待してもらう。それが、日本に帰ってくると小さいみじめな家に入っ
ているから、自分の家に連れていけない。結局、料理屋を使うということになって、
恥ずかしい思いをしている。 

    30 代、40 代の世代が、第二の経済大国にふさわしい、恥ずかしくない思いができ
る生活環境をつくり出す税制をつくっていかないといけない。 

（塩川議員）  減税は是非したい。その結果として増税になるのか、それとも経済の活力
でどうなるのか、それはわからないが、財政が 10 年経ったらこうなりますという姿
勢を示さないと、国民は不安に思う。 

    私は、それを中立だと国会で説明しているのです。 
（小泉議長）  昨年議論された連結納税制度で、減収分を別の税で補填するというのは、

１か月かそこらで結論を出そうとするからだ。11 月頃から論議を始め、年末の予算
編成に合わせる。それを直すということで、今年は年初からやっている。いかに経済
再生に資するかというのが、「公平、中立、簡素」に含まれている。 

    私は、この定義でいいと思う。わざわざ「公平、中立、簡素」を、別の「公正」だ
の、「活力」だの言うと、何で変えたのかと誤解を与える。「公平」にはこういう意味
があると、「中立」にはこういう意味があると、それでいい。要は経済再生に資する
ということが大事なんだからその中に「公平、中立、簡素」の基本理念を盛り込む。 
これは１年間かけて議論するのだから、今までとは基本的に違う。中長期的視野を

入れてやる。 
（本間議員）  変えるということではなく、提案して理解するという精神が大事だという

ことを申し上げております。 
（塩川議員）  それは、よくわかっているが、こういうやり方にしたら問題になってくる。

時間軸の問題では、プライマリーバランスの問題を一つの起点にしたほうがよい。活
力を生んでいくためにも、この前から言っているように、傾斜生産を行ってはどうか
と。そういうのがあれば、活力が付いてくるものとセットになる。税制と技術と産業
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が一体とならなければと思う。 
（石税制調査会会長）  おっしゃる意味は、大きな構造改革の中で税制改革を位置づける

ということだと思う。技術や産業構造の変革、国際競争力を深めるなど、そういう意
味で税制改革が必要なのであって、減税先行で何か小さいことをやって、ある特定の
ところの税制をいじってもそういうことにならないと思う。 

（奥田議員）  それでは、現状から全然動かないということではないか。 
（石税制調査会会長）  そんなことはない。増減税をしても、「中立」という意味は歪み

を極力少なくするという旗印ですから、増税でも減税でもよい。例えば、発泡酒など
は隙間産業的にできて、ビールと発泡酒の差で消費者の好みを変えなければいけない。
これは、実は歪みだ。 

    「中立」は何もしないという意味ではない。歪みを極力少なくしようという意味で、
ディフェンスする意味で言っているわけではなく、歪みを少なくするようにやればい
いということだ。 

（吉川議員）  歪みを小さくするというのは市場が失敗していなければよいが、市場が失
敗している場合というのもあり得る。 

（石税制調査会会長） 確かに環境などはそうだ。 
（片山議員）  これだけの行政サービスをやって、国債の問題はあるが、国民負担率はま

だ世界で一番低い。だから、課税ベースを広げ、税率を落とすというのが筋。どうし
ても重点的、戦略的な分野に租税特別措置を嵩上げするなら、全体の租特を見直し、
戦略の部分を選んでいくべき。課税ベースを広げて税制の中身を見直せばいい。 

（本間議員）  サンセット方式が必要である。 
（牛尾議員）  国民負担率が低いのは、赤字でカバーしているから。約 45％のサービス

をもらいながら税金と社会保障負担は約 37％。赤字が間に入っているから危機感が
ない。だから、15 年度予算、16 年度予算の歳出のあり方を抜本的に考えないと。快
適なのは当たり前だ。 

（塩川議員）  そのためにも、負担と給付の関係をきちんと出してほしい。 
（牛尾議員）  確認だが、「中立」問題の論争はやめて、それを「活力」と理解すること

でいいか。 
（塩川議員）  それでいい。 
（牛尾議員）  本日の平沼議員提出資料は非常に具体的でわかりやすい。これをどのぐら

いまで実行するかということを考え、財源を含め考えていけばいい。 
（竹中議員）  少し整理させていただくと、まず、日本経済を活性化させることが重視さ

れなければいけないこと、中長期的な展望に立って、安定的な税制を構築しなければ
いけないという合意があると思う。また、少子高齢化やライフスタイルの多様化など、
時代の流れにフィットした税制に再設計することや、財政規律を維持し、歳出面の改
革と一体になって税制改革を進めることが必要であると思う。さらに、高齢化の進展
の中で、社会保障など他の制度との整合性が必要だということだと思う。 

    その意味では、まず、非常に大きな問題を諮問会議が議論しろという観点から、国
と地方の関係を税源移譲も含め、どのように制度設計するかということが当面の大き
なテーマの１つ。税と補助金というか、歳出と歳入というか、負担と給付というか、
その関係について抜本的な議論をすることが必要だと思う。また、税と社会保障のよ
うな関係についても議論をすることが必要だと思う。 

    今、申し上げた大きなテーマを順次、今後、本日の合意に基づいて議論をしていく。
当面、国と地方の問題等について、一度片山大臣から問題の提起をいただき、活性化
のための具体策については、平沼大臣の方で議論を深めていくことだと思う。 
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（塩川議員） 時間軸は大事だ。 
（竹中議員） 長期的な視点に立って時間軸に沿って構築するということだ。 
（塩川議員）  「時は金なり」と言うからね。 
（牛尾議員）  塩川議員が冒頭おっしゃった情報のリークが、マスコミにより１つの対立

構図になり、まとまる話を難しくしている。これは、行政組織の宿命的なものかもし
れないが、もう一度万全を期するように最善の努力をお願いしたい。 

（平沼議員）  確認だが、この諮問会議は基本的なコンセプトをやればいい、細かいこと
を余り議論するなという意味か。 

（塩川議員）  そうではない。発表を統一してもらわないと困るということ。ばらばらに
発表するのではなく、個々の問題は、決まったものだけを言ってもらうということ。 

（平沼議員）  それは、それでいいが、やはり細かいところから入って行かないと大きな
コンセプトはできないと思う。 

（塩川議員）  諮問会議では、給付と負担など大きな問題をきちんと決めておいてもらわ
ないと。それから、何年の間に日本の発展を計画するのかということが大事。１～２
年の短期で勝負すると言っても、国民は希望も持たないし、信用しない。しかし、こ
の期間はこうやるのだと、減税もあるが、その代わり増収はこういう方法でやるのだ
という持続性を証明していかないと賛成してこないと思う。 

（平沼議員）  そう思うが、細かいことでもどんどん議論して、積み上げていって大前提
を決めればいいと思う。 

    最後に、私の提案を大変評価していただいたが、今、アメリカはやめたというよう
な話もあるが、アメリカは投資減税などをやって大きな効果を上げたことは間違いな
いのだから、私どもも今の段階ではやっていかないといけないと思う。 

（小泉議長）  報道機関や野党は、対立を煽るのが好きなのです。私と自民党の関係も、
最近はみんな協力してくれるからつまらなくて、求心力がなくなったと言うけれども、
実は対立がないからつまらないのです。思った以上に抵抗勢力が協力してくれている
からつまらないだけであって、対立とか意見の違いがあったっていい。議論をしてい
くと自然に落ち着くところに落ち着きます。余り報道を気にしないで議論をしてもら
って、経過の意見の相違は余り気にしないで、結論が出れば一致協力してやるという
ことでやった方がいい。 

（竹中議員） ありがとうございました。 
 
 

  （以 上） 
 
 
 


