
１　はじめに

本稿では、所得税法の第89条（税率）を法定

税率表と称し、法定税率表それ自体については

２で、法定税率表を改定した場合については３

で、不変の法定税率表の下で課税総所得金額を

変化させた場合については４で、それぞれ述べ

る。この２から４においては、それぞれ、自説

を展開しつつ通説を検討することにする。５で

は代表的な既存文献を検討し、最後に６で本稿

の結論を述べる。

所得税法における税額と課税総所得金額との

関係を検討するに先立って、予め、次の四点を

お断りしておく。

先ず第一に、所得税法における税額と課税総

所得金額との関係に対しては、経済社会の変化

等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税

の負担軽減措置に関する法律によって、所得税

法の特例として、その第四条（居住者の最高税

率の特例）と第六条（定率による税額控除の特

例）とが定められているが、前者の所得税法の

いわば本法と、後者の特例との間に、基本的に

は差異はないので、本稿では、前者の所得税法

の本法を検討することにする。

次に第二に、所得税法の条文は縦書きだが、

本稿は横書きなので、条文の上欄と下欄とは、

改めて断ることなく、それぞれ左欄と右欄と表

現を変更し、又、条文の税率の分数による表現

は小数に変更することにする。

そして第三に、法律の条文のうち、本稿で検討

する際に不必要な部分は省略することにするが、

そのことを改めて断ることもしないし、又、省略

した部分を例えば点線で表すこともしない。尚、

この点は、他の論者による論稿を引用し検討する

際にも同様にする、ということを予め断っておく。

最後に第四に、所得税法の第89条における表

は、部分的に修正したものも含めて、以下では、

法定税率表と称することにする。

２　法定税率表それ自体

所得税法

（税率）

第八十九条　居住者に対して課する所得税の

額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職

所得金額をそれぞれ次の表の左欄に掲げる金額

に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げ

る税率を乗じて計算した金額を合計した金額

と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に

相当する金額を同表の左欄に掲げる金額に区分

してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる税率

を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗

じて計算した金額との合計額とする。

330万円以下の金額 0.10

330万円を超え900万円以下の金額 0.20

900万円を超え1800万円以下の金額 0.30

1800万円を超え3000万円以下の金額 0.40

3000万円を超える金額 0.50

２　課税所得金額、課税退職所得金額又は課税

山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職

所得金額又は山林所得金額から所得控除の規定

による控除をした残額とする。
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さしあたり、課税総所得金額を区分して、と

いう条文の、特に、区分、ということを明確に

するために、次のように、相異なる課税総所得

金額を有する８人の居住者を例として取上げ、

それぞれ、ＡからＨまでの名称を付すことにす

る。

・130万円の課税総所得金額を有するＡという居住者

・230 〃 Ｂ 〃

・660 〃 Ｃ 〃

・730 〃 Ｄ 〃

・1230 〃 Ｅ 〃

・1470 〃 Ｆ 〃

・2130 〃 Ｇ 〃

・2370 〃 Ｈ 〃

さて、その年分の課税総所得金額を区分して、

という場合の、最初の、その、とは、この文章

の直前の文章の、居住者に対して課する所得税

の額は、という場合の、最初の、居住者の、と

いう意味である。そうすると、区分する対象は、

各居住者の課税総所得金額それ自体ということ

になり、先の８人の居住者についてはそれぞれ

次のようになる。

・Ａ

130万円

・Ｂ

230万円

・Ｃ

660＝330＋（660－330）

＝330＋330

従って

330万円

330万円

・Ｄ

730＝330＋（730－330）

＝330＋400

従って

330万円

400万円

・Ｅ

1230＝330＋（900－330）＋（1230－900）

＝330＋570＋330

従って

330万円

570万円

330万円

・Ｆ

1470＝330＋（900－330）＋（1470－900）

＝330＋570＋570

従って

330万円

570万円

570万円

・Ｇ

2130＝330＋（900－330）＋（1800－900）＋

（2130－1800）

＝330＋570＋900＋330

従って

330万円

570万円

900万円

330万円

・Ｈ

2370＝330＋（900－330）＋（1800－900）＋

（2370－1800）

＝330＋570＋900＋570

従って

330万円

570万円

900万円

570万円

このように、各居住者について、課税総所得

を表の左欄に掲げる金額に区分して、そのうえ

で、それぞれの金額に同表の右欄に掲げる税率

を乗じて、というのは、各居住者について、次
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のようにすることである。

・Ａ

130万円×0.10

・Ｂ

230万円×0.10

・Ｃ

330万円×0.10

330万円×0.20

・Ｄ

330万円×0.10

400万円×0.20

・Ｅ

330万円×0.10

570万円×0.20

330万円×0.30

・Ｆ

330万円×0.10

570万円×0.20

570万円×0.30

・Ｇ

330万円×0.10

570万円×0.20

900万円×0.30

330万円×0.40

・Ｈ

330万円×0.10

570万円×0.20

900万円×0.30

570万円×0.40

各居住者について、このように、計算した金

額を合計、するというのは、各居住者について

次のようにする、ということであり、合計、し

た金額が、居住者に対して課する所得税の額、

なのである。

・Ａ

130万円×0.10

＝13万円

・Ｂ

230万円×0.10

＝23万円

・Ｃ

330万円×0.10＋330万円×0.20

＝33万円＋66万円

＝99万円

・Ｄ

330万円×0.10＋400万円×0.20

＝33万円＋80万円

＝113万円

・Ｅ

330万円×0.10＋570万円×0.20＋330万円×

0.30

＝33万円＋114万円＋99万円

＝246万円

・Ｆ

330万円×0.10＋570万円×0.20＋570万円×

0.30

＝33万円＋114万円＋171万円

＝318万円

・Ｇ

330万円×0.10＋570万円×0.20＋900万円×

0.30＋330万円×0.40

＝33万円＋114万円＋270万円＋132万円

＝549万円

・Ｈ

330万円×0.10＋570万円×0.20＋900万円×

0.30＋570万円×0.40

＝33万円＋114万円＋270万円＋228万円

＝645万円

結局、課税総所得金額を区分、するという場

合に、区分される課税総所得金額とは、居住者

に対して課する所得税の額は、その年分の、と

いう、その、という表現から明らかなように、

各居住者の課税総所得金額それ自体である。

しかも、この区分は、単純に区分するだけで
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なく、順序づけて区分することになっている。

つまり、表の左欄に掲げる金額に区分してそれ

ぞれの金額に同表の右欄に掲げる税率を乗じて、

というように、それぞれの金額と税率とが対応

させられており、表では上の方から順序づけら

れているのである。この点を、先の例のいくつ

かについて、しかも、同じ金額について言えば

次のようになる。

居住者Ｃについては、同じく330万円に区分さ

れているが、１番目の330万円には0.10の税率が、

２番目の330万円には0.20の税率が、それぞれ適

用される、というように、順序づけられている。

居住者Ｅについては、同じく330万円でも、１

番目の330万円には0.10の税率が、３番目の330万

円には0.30の税率が、それぞれ適用される、とい

うように、順序づけられている。

居住者Ｆについては、同じく570万円でも、２

番目の570万円には0.20の税率が、３番目の570万

円には0.30の税率が、それぞれ適用される、とい

うように、順序づけられている。

居住者Ｇについては、同じく330万円でも、１

番目の330万円には0.10の税率が、４番目の330万

円には0.40の税率が、それぞれ適用される、とい

うように、順序づけられている。

居住者Ｈについては、同じく570万円でも、２

番目の570万円には0.10の税率が、４番目の570万

円には0.40の税率が、それぞれ適用される、とい

うように、順序づけられている。

かくして、課税総所得金額を区分する、とい

うのは、各居住者について、しかも、順序づけ

て区分する、という意味なのである。これを、

図示すれば、図表１のようになる。縦軸と平行

な実線の長さで表した各居住者の課税総所得金

額を、横軸と平行な点線で区分しているのが、

区分することの意味である。次のような区分に

なっている。

330万円以下の金額

330万円

330万円を超え900万円以下の金額

900万円－330万円＝570万円

900万円を超え1800万円以下の金額

1800万円－900万円＝900万円

1800万円を超え3000万円以下の金額

3000万円－1800万円＝1200万円

3000万円を超える金額

ある金額から3000万円を差し引いた後の残額

国税通則法の第118条は、所得の一単位を次の

ように、千円と定めている。

国税通則法

（国税の課税標準の端数計算等）

第百十八条　国税の課税標準（その税率の適用

上課税標準から控除する金額があるときは、こ

れを控除した金額。）を計算する場合において、

その額に千円未満の端数があるとき、又はその

全額が千円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てる。

このように、所得の一単位が千円と定められ

ているということは、先の、区分された金額は、

それぞれ千円から構成されており、その各千円

に対して税率が適用される、ということを意味

する。すなわち、次のようになっている。
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－107－

330万円以下の金額

区分された330万円は（330万円÷千円＝）

3000個の千円から成り、各千円に対して0.10の

税率が適用される。

330万円を超え900万円以下の金額

区分された570万円は（570万円÷千円＝）

5700個の千円から成り、各千円に対して0.20の

税率が適用される。

900万円を超え1800万円以下の金額

区分された900万円は（900万円÷千円＝）

9000個の千円から成り、各千円に対して0.30の

税率が適用される。

1800万円を超え3000万円以下の金額

区分された1200万円は（1200万円÷千円＝）

12000個の千円から成り、各千円に対して0.40

の税率が適用される。

3000万円を超えるの金額

区分された残額は（残額÷千円＝）或る個数

の千円から成り、各千円に対して0.50の税率が

適用される。

このように、各千円に対して税率が適用され

るとすれば、法定税率表の金額の例えば、1234

万５千円は、文字通り1234万５千円を意味する

のではなく、次のようなことを意味することに

なる。

法定税率表における1234万５千円は

・千円を意味する。

・ただし、（1234万５千円÷千円＝）12345番目

の千円を意味する。

・しかも、個人の課税総所得金額として1234万

５千円以上を有するすべて
・ ・ ・

の居住者の、12345

番目の千円を意味する。

結局、法定税率表の金額は、その金額を個人

の課税総所得金額と読み替えた場合の、課税総

所得金額以上を有する、すべて
・ ・ ・

の居住者の、そ

の金額を千円で除した結果の数を順序とした、

順序づけられた千円を意味する。上例で繰り返

して言えば、法定税率表の1234万５千円は、個

人として1234万５千円以上の課税総所得金額を

有する、すべて
・ ・ ・

の居住者の、12345番目の千円を

意味する。

縦軸に法定税率を取り、横軸に各居住者の課

税総所得金額を取って法定税率表を図示すれば、

図表２のようになる。この図表を例示すれば、

図表３のようになる。この図表を、縦軸の法定

税率を基点にして述べれば、つまり、法定税率

表の税率を基点にして法定税率表について言え

ば、次のようになる。

・0.10の法定税率は、０万円超の課税総所得金額

を有する、すべて
・ ・ ・

の居住者に適用される。

・0.20の法定税率は、330万円超の課税総所得金

額を有する、すべて
・ ・ ・

の居住者に適用される。

30001番目以降の�
各千円に対して�

18001番目から�
30000番目までの�
各千円に対して�

9001番目から�
18000番目までの�
各千円に対して�

3301番目から�
9000番目までの�
各千円に対して�

1番目から�
3300番目までの�
各千円に対して�

330 900 1800 3000

法定税率�

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0
各居住者の課税�
総所得金額（万円）�

図表２

567万8千円�
�

1番目から�
3300番目までの�
各千円に対して�
10％が適用される�

3301番目から�
5678番目までの�
各千円に対して�
20％が適用される�

1456万7千円�
�

1番目から�
3300番目までの�
各千円に対して�
10％が適用される�

3301番目から�
9000番目までの�
各千円に対して�
20％が適用される�

9001番目から�
14567番目までの�
各千円に対して�
30％が適用される�

図表３
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・0.30の法定税率は、900万円超の課税総所得金

額を有する、すべて
・ ・ ・

の居住者に適用される。

・0.40の法定税率は、1800万円超の課税総所得金

額を有する、すべて
・ ・ ・

の居住者に適用される。

・0.50の法定税率は、3000万円超の課税総所得金

額を有する、すべて
・ ・ ・

の居住者に適用される。

図表２のように、法定税率表を図示する論者

は、本稿の筆者を除いて、皆無である。法定税

率表として一般に図示されるのは、つまり通説

は、図表４と図表５とを合成したものである。

しかし、結論から先に言えば、通説は誤りであ

る。前者の図表４も誤りであるが、後者の図表

５に至っては全く論外である。前者の図表４を

通説と見做して、直ぐ後で検討することにし、

予め、後者が論外である理由を述べておく。

図表５において、端点Ａと端点Ｂとを除く直

線ＡＢは、居住者の900万円の課税総所得金額に

対して、0.10超0.20未満のすべての法定税率が適

用されることを表しているが、明らかにこれは

論外であり、この直線ＡＢは削除さるべきであ

る。又、端点Ａと端点Ｂとが共に黒丸であるこ

とは、同じ900万円の課税総所得金額に対して、

相異なる二つの法定税率の0.10と0.20とが適用さ

れることを表しているが、これも明らかに論外

であり、何れか一方が、この場合には端点Ａが、

黒丸で表され、他方は、この場合は端点Ｂは、

白丸で表さるべきである。このような修正を施

したものが、前者の図表４なのである。

しかし、法定税率表の図示としては、図表４

は誤りである。と言うのは、例えば、900万円超

1800万円以下の課税総所得金額を有する各居住

者に対して、0.30の法定税率しか適用されず、

0.20と0.10の法定税率は適用されていないからで

ある。つまり、所得税法第89条の、その課税総

所得金額を区分して、という、区分、が、900万

円超1800万円以下の課税総所得金額に対して、

全く行なわれていないのである。法定税率表の、

900万円を超え1800万円以下の金額、が、直ちに、

900万円超1800万円以下の各居住者の課税総所得

金額と、同一視されているのである。つまり、

第89条の、区分、される対象が、各居住者の集

合になっているのである。次のように課税総所
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得金額の大きさによって、各居住者が、区分、

されているのであり、図表６のように、縦軸に

平行な点線によって、各居住者が、区分、され

ているのである。

・300万円以下の金額

300万円以下の課税総所得金額を有する居住

者：｛Ａ，Ｂ｝

・330万円を超え900万円以下の金額

330万円超900万円以下の課税総所得金額を有

する居住者：｛Ｃ，Ｄ｝

・900万円を超え1800万円以下の金額

900万円超1800万円以下の課税総所得金額を有

する居住者：｛Ｅ，Ｆ｝

・1800万円を超え3000万円以下の金額

1800万円超3000万円以下の課税総所得金額を

有する居住者：｛Ｇ，Ｈ｝

それでは仮に、図表４の図を正しいものとし

た場合、縦軸には法定税率を取るとしても、横

軸には何を取ればよいだろうか。結論から先に

言えば、図表７のように、横軸に、順序づけら

れた千円を取ればよい。実は、この図表７は、

法定税率表の、（先の同じく正しい図示の図表２

とは異なる、もう一つの、）正しい図示なのであ

る。この図表７と、図表４とは、同じ図であっ

ても、前者は正しく、後者は誤りなのである。

法定税率表を、この図表７のように表す論者は、

本稿の筆者を除いて、皆無である。つまり、通

説による図示は完全に誤りなのである。

図表７は、居住者の課税総所得金額を長さで

表すことが出来、又、同時にそれに対する税額

を面積で表すことが出来る。図表８において、

この点を、1456万７千円の課税総所得金額を有

する居住者を例に取って、述べると、横軸上に

おいて、０から14567番目の千円までの長さで、

居住者の有する1456万７千円の課税総所得金額

が表され、図の斜線部の面積が、この課税総所

得金額に対する税額を表しているのである。

結局、法定税率表の金額によって区分される

対象は、千円の集まりから成る各居住者の課税

総所得金額であり、従って、法定税率表の金額

は、その金額を課税総所得金額と読み替えた場

合の、その課税総所得金額以上を有する、

すべて
・ ・ ・

の居住者の、その金額を千円で除した結

果の数字を順序として順序づけた千円を表して

おり、そして、法定税率表の金額と税率とを、

課税総所得金額を含め、図示し、同時に税額を

面積で図示するためには、縦軸に法定税率を取

ることは当然としても、横軸には、順序づけら

れた千円を取るべきである、ということになる。

法定税率表の金額を、順序づけられた千円と解す

る見解は、又、一方の軸に、順序づけられた千円

を取る図示は、本稿の筆者によるものを嚆矢とし、
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図表８
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未だ嘗て試みられたことのないものである。

法定税率表の金額で、各居住者の課税総所得

金額を区分する、ということは、厳密に言えば、

課税総所得金額は一単位が千円から成る千円の

集合であるから、千円の集合を区分する、とい

うことであるが、かような表現を繰り返すのは

煩瑣を極めるので、以下ではH、千円の集合と

いう表現は省略し、単に、課税総所得金額とい

う表現のみを用いることにする。課税総所得金

額を区分する、というのは、千円の集合を区分

する、ということを含意していることにする。

３　法定税率表の改定

３－１　税率の改定

３－１－１　正しい理解

所得税法では、法定税率表において、課税総

所得金額を区分する金額は、330万円、900万円、

1800万円そして3000万円の四つであるが、以下

では、便宜上、二つだけとし、従って、法定税

率も、五つではなく、三つとし、これを法定税

率表と称することにする。

次のように記号を表すことにする。

Ｘ万円：居住者の課税総所得金額。

Ｔ(Ｘ)万円：Ｘ万円に対する税額。

例えば（330，900］：前者の記号（は超を、後

者の記号］は以下を、それぞれ表し、全体

として330万円超900万円以下の課税総所得

金額を表す。ただし、（900，1230）の場合

の後者の記号）は未満を表す。

例えばＸ∈（300，900］：330万円超900万円以

下の任意の課税総所得金額Ｘ、ということ

を表す。

さしあたり、法定税率表は次のようになって

いるとする。

そうすると、Ｔ（Ｘ）は次のようになり、図

表９のように表される。

Ｘ∈（0，330］

Ｔ(Ｘ)＝0.10Ｘ

Ｘ∈（330，900］

Ｔ(Ｘ)＝0.10×330＋0.20(Ｘ－330)

Ｘ∈（900，＋∞）

Ｔ(Ｘ)＝0 . 1 0×3 3 0＋0 . 2 0 ( 9 0 0－3 3 0 )＋

0.30(Ｘ－900)

ここで、次のような法定税率表の改定を考え、

これを、税制改定Ⅰと称することにする。

ここで次のように記号を定める。

Ｔ1(Ｘ)万円：税制改定前のＴ(Ｘ)万円。

Ｔ2(Ｘ)万円：　　　〃後　　〃　　　。

そうすると、Ｔ1(Ｘ)とＴ2(Ｘ)、ならびに両者の

関係は次のようになり、図表10のように表される。

－110－

330万円以下の金額 0.10

330万円を超え　900万円以下の金額 0.20

900万円を超える金額 0.30

330万円以下の金額 0.10から0.05への

引下げ

330万円を超え 900万円以下の金額 0.20の儘で据え

置き

900万円を超える金額 0.30から0.35への

引上げ

900
X

3300

T(X)

図表９
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Ｘ∈（0，300］

Ｔ1(Ｘ)＝0.10Ｘ

Ｔ2(Ｘ)＝0.05Ｘ

Ｔ2(Ｘ)－Ｔ1(Ｘ)＝－0.05Ｘ

よって

Ｔ2(Ｘ)＜Ｔ1(Ｘ)

Ｘ∈（330，900］

Ｔ1(Ｘ)＝0.10×330＋0.20(Ｘ－330)

Ｔ2(Ｘ)＝0.05×330＋0.20(Ｘ－330)

Ｔ2(Ｘ)－Ｔ1(Ｘ)＝－0.05×330

よって

Ｔ2(Ｘ)＜Ｔ1(Ｘ)

Ｘ∈（900，＋∞）

Ｔ1(Ｘ)＝0 . 1 0×330＋0 . 2 0 ( 9 0 0－330 )＋

0.30(Ｘ－900)

Ｔ2(Ｘ)＝0 . 0 5×330＋0 . 2 0 ( 9 0 0－330 )＋

0.35(Ｘ－900)

Ｔ2(Ｘ)－Ｔ1(Ｘ)＝－0.05×330＋0.05(Ｘ－900)

Ｔ2(Ｘ)＝Ｔ1(Ｘ)となるＸ＝1230

よって

Ｘ∈（900，1230)

Ｔ2(Ｘ)＜Ｔ1(Ｘ)

Ｘ＝1230

Ｔ2(Ｘ)＝Ｔ1(Ｘ)

Ｘ∈（1230，＋∞）

Ｔ2(Ｘ)＞Ｔ1(Ｘ)

ここでの法定税率表の改定の前と後とを図示

すれば、図表11のよう表される。このうち、特

に、Ｘ∈（330，900］の場合については図表12

で、又、Ｘ∈（900，＋∞）の場合については図

表13で、それぞれ表される。これら両者の場合

について、図と関連させて敷衍すれば、次のよ

うになる。
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Ｘ∈（330，900］

Ｘのうち、（Ｘ－330）万円に対する税額は

改定によって不変だが、330万円に対する税

額は図表12の斜線部分Ａだけ軽課されるの

で、改定によって全体としては減税になる。

Ｔ2(Ｘ)＜Ｔ1(Ｘ)となる。

Ｘ∈（900，＋∞）

Ｘのうち、（900－330）万円に対する税額は

改定によって不変だが、330万円に対する税

額は図表13の斜線部分Ａだけ軽課され、他

方、（Ｘ－900）万円に対する税額は斜線部

分Ｂだけ重課される。従って全体としては

次のようになる。

Ｘ∈（900，1230）

Ａ＞Ｂなので全体としては減税で

Ｔ1(Ｘ)＞Ｔ2(Ｘ)。

Ｘ＝1230

Ａ＝Ｂなので全体としては不変で

Ｔ1(Ｘ)＝Ｔ2(Ｘ)。

Ｘ∈（1230，＋∞）

Ａ＜Ｂなので全体としては増税で

Ｔ1(Ｘ)＜Ｔ2(Ｘ)。

結局、刮目すべきは、Ｘ∈（330，900］にお

いて、不変ではなく減税となること、Ｘ∈（900，

1230］において、増税ではなく減税となること、

そしてＸ＝1230において、増税でなく、不変と

なること、である。これらは、すべて、以下で

見るように、通説の陥穽となっている。

３－１－２　通説による誤謬

通説は税制改定Ⅰを次のように考える。

Ｘ∈（0，330］

税負担は減税でＴ1(Ｘ)＞Ｔ2(Ｘ)

Ｘ∈（330，900］

税負担は減税でＴ1(Ｘ)＝Ｔ2(Ｘ)

Ｘ∈（900，＋∞）

税負担は減税でＴ1(Ｘ)＜Ｔ2(Ｘ)

通説は何故にこのように考えるかと言えば、

通説は、法定税率表の金額を、居住者の課税総

所得金額と解し、区分される対象を、居住者の

課税総所得金額ではなく、居住者の集合と解す

るからである。課税総所得金額の大小によって、

居住者の集合を区分し、各居住者の課税総所得

金額には、単一の税率が適用されると解するか

らである。このように解すると、税制改定Ⅰは、

次のように定式化され、又、図表14のように図

示される。次では、図表14とも対応させること

にする。

Ｘ∈（0，330］

Ｔ1(Ｘ)＝0.10Ｘ：実線ＯＡ1。

Ｔ2(Ｘ)＝0.05Ｘ：点線ＯＢ1。

従ってＴ1(Ｘ)＞Ｔ2(Ｘ)で減税。

Ｘ∈（330，900］

Ｔ1(Ｘ)＝0.20Ｘ：実線Ａ2Ａ3。

Ｔ2(Ｘ)＝0.20Ｘ：点線Ｂ2Ｂ3。

従ってＴ1(Ｘ)＝Ｔ2(Ｘ)で不変。

Ｘ∈（900，＋∞）

Ｔ1(Ｘ)＝0.30Ｘ：実線Ａ4Ａ5。

Ｔ2(Ｘ)＝0.30Ｘ：点線Ｂ4Ｂ5。

従ってＴ1(Ｘ)＜Ｔ2(Ｘ)で増税。
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図表14
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もちろん、法定税率表に関する通説は誤りで

あり、税制改定Ⅰについても、Ｘ∈（330，900］

の場合も、Ｘ∈（900，＋∞）の場合も何れも誤

りである。Ｘ∈（330，900］の場合、正しくは

減税であるにも拘わらず、不変と誤解し、Ｘ∈

（900，＋∞）の場合、正しくは、一部は減税で

あるにも拘わらず、増税と誤解し、又、一点に

関しては正しくは不変であるにも拘わらず、増

税と誤解しており、そして、同じく増税であっ

ても、その大きさに関しては、通税は正しい場

合よりも、過大に算出するという誤りを犯して

いる。

先に、法定税率表の正しい図示として、縦軸

に法定税率を取り、横軸に、順序づけられた千

円を取って、図示したが、ここで、縦軸と横軸

は同様にして、通説による、法定税率表の誤
・

解
・

を
・

正
・

し
・

く
・

図
・

示
・

すれば、図表15のように表される。

通説が、このように図示したものはないのであ

るが、通説の誤
・

解
・

を
・

正
・

し
・

く
・

理
・

解
・

すると、このよ

うになるのである。

この図表15の、特に税制改定Ⅰと関係する、

二つの場合について、図表16と図表17とで述べ

れば、次のようになる。

Ｘ∈（330，900］

税額は、図表16において斜線部分で表され

る。先の正しい理解と比して、四辺形Ａ1Ａ2

Ａ3Ａ4の面積で表される部分だけ、税額は過

大表示になっている。

Ｘ∈（900，1800］

税額は、図表17において斜線部分で表され

る。先の正しい理解と比して、四辺形Ａ1Ａ2

Ａ3Ａ4と四辺形Ｂ1Ｂ2Ｂ3Ｂ4、それぞれの面

積で表される部分だけ、税額は過大表示に

なっている。

税制改定Ⅰの、通説による誤解を正しく
・ ・ ・ ・ ・ ・

図示

すれば、図表18のようになる。三つの場合につ

いて、図で述べれば、次のようになる。

Ｘ∈（0，330］

図表19において、税制改定によって、四辺

形Ｅ1Ｅ2Ｅ3Ｅ4の面積の部分だけ、軽課され、

減税となっている。この場合だけ、限定付

きだが、正しくなっている。限定付きと言

う理由は、税制改定を正しく理解した場合

には、この部分は、330万円超の課税総所得

金額に対しても、影響を与える、つまり、

軽課となっている、ということが考慮され

ておらず、逆に、この部分も課税される、

というようになっているからである。
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Ｘ∈（330，900］

図表20において、税制改定の前も後も何れ

も、税額は、四辺形ＯＰＱＲの面積で表さ

れ、不変である。四辺形Ｅ1Ｅ2Ｅ3Ｅ4の面積

だけ軽課されることなく、逆に、この部分

は課税され、さらに、四辺形Ａ1Ａ2Ａ3Ａ4の

面積も課税され、これらは、正しく解され

た場合よりも、過大表示されていることに

なっている。

Ｘ∈（900，＋∞）

図表21において、税制改定によって、四辺

形ＲＱＱ'Ｒ'の面積部分だけ、重課され、増

税となっている。つまり、税額は改定前は、

四辺形ＯＰＱＲの面積だったのが、改定後

は、四辺形ＲＱＱ'Ｒ'の面積になり、大きく

なり、増税となっている。正しく解されれ

ば、重課となるのは、四辺形Ｄ1Ｄ2Ｄ3Ｄ4の

面積だけなのに、通説では、これに加えて、

四辺形Ｃ1Ｃ2Ｃ3Ｃ4の面積の面積で表される

部分も重課となっている。しかも、他方で、

四辺形Ｅ1Ｅ2Ｅ3Ｅ4の面積で表される部分は

軽課とはならず、逆に、課税されるように

なっている。あまつさえ、四辺形Ａ1Ａ2Ａ3

Ａ4と四辺形Ｂ1Ｂ2Ｂ3Ｂ4の、それぞれ面積で

表される部分も課税されるようになってい

る。全体として過大表示されている。

かような次第なので、通説は、Ｘ∈（330，

900］に対して、正しく解すれば減税となってい

るにも拘わらず、不変と誤解し、Ｘ∈（900，

1230）に対して、正しく解すれば減税となって

いるにも拘わらず、逆に増税と誤解し、そして

Ｘ＝1230に対して、正しく解すれば不変である

にも拘わらず、増税と誤解しているのである。

さらに、Ｘ∈（1230，＋∞）の場合、通説は増

税と解しているが、改定前も改定後も、税額を

誤って過大計上しているのである。

結局、このような誤解は、法定税率表の誤解
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に端を発しているのである。

３－２　区分する金額の改定

３－２－１　正しい理解

これまで、法定税率表の改定による税制改定

としては、法定税率表において課税総所得金額

を区分する金額は不変とし、税率を変更するよ

うな改定を考えてきた。以下では、これとは逆

に、税率は不変とし、区分する金額を変更する、

という改定を考えることにし、これを税制改定

Ⅱと称することにする。次のような税制改定を

考えることにする。

（以下の改定で、400万円と800万円とは特定

の関係を充足するようなものとして選択されて

いるが、以下、簡単に説明する。

Ｘ1万円、Ｘ2万円：改定後の法定税率表における、

課税総所得金額を区分する金額。

330＜Ｘ1＜Ｘ2＜900とする。

Ｔ1a(Ｘ)万円：Ｘ∈（330，900］に対する改定前

の税額。

Ｔ1b(Ｘ)万円：Ｘ∈（900，＋∞）に対する改定前

の税額。

Ｔ1a(Ｘ2)＝0.10×330＋0.20(Ｘ2－330)

Ｔ2(Ｘ2)＝0.10Ｘ1＋0.20(Ｘ2－Ｘ1)＋0.30(Ｘ2－Ｘ2)

Ｔ1b(Ｘ2)＝0.10×330＋0.20(900－330)＋0.30(Ｘ2－

900)

Ｔ1a(Ｘ2)＞Ｔ2(Ｘ2)＞Ｔ1b(Ｘ2)を充足するようなＸ1

とＸ2とを求める。

330＜Ｘ1＜1230－Ｘ2

仮にＸ2＝800とすると、次のようになる。

330＜Ｘ1＜430

この不等式から例えばＸ1＝400を取れば良い）。

このような税制改定によって、改定前と改定

後の法定税率表は図表22のように図示され、そ

のうち、特にＸ∈（400，800］とＸ∈（800，

900］とはそれぞれ図表23と図表24のように図示

される。Ｔ1(Ｘ)とＴ2(Ｘ)とはそれぞれ次のように

計算され、それぞれ図表25のように図示される

が、次では、図と対応させることもする。

Ｘ∈（0，330］

Ｔ1(Ｘ)＝0.10×Ｘ

Ｔ2(Ｘ)＝0.10×Ｘ

従って

Ｔ1(Ｘ)＝Ｔ2(Ｘ)

Ｘ∈（330，400］

Ｔ1(Ｘ)＝0.10×330＋0.20（Ｘ－330）

Ｔ2(Ｘ)＝0.10×Ｘ

＝0.10×330＋0.10（Ｘ－330）

Ｔ2(Ｘ)－Ｔ1(Ｘ)＝－0.10（Ｘ－330）

税制改定によって、Ｘ万円のうち、330万円に

対する課税は不変だが、（Ｘ－330）万円に対し

ては軽課となり、全体としては減税となる。

Ｘ∈（400，800］

Ｔ1(Ｘ)＝0.10×330＋0.20（Ｘ－330）

＝0.10×330＋0.20（400－330）＋0.20

（Ｘ－400）

Ｔ2(Ｘ)＝0.10×400＋0.20（Ｘ－400）

＝0.10×330＋0.10（400－330）＋0.20

（Ｘ－400）
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330万円を引上げ400万円以下の金額 0.10

330万円を引上げ400万円超え　 0.20

900万円を引下げ800万円以下の金額

900万円を引下げ800万円を超える金額 0.30
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Ｔ2(Ｘ)－Ｔ1(Ｘ)＝－0.10（400－330）

税制改定によって、Ｘ万円のうち、330万円と

（Ｘ－400）万円に対する課税は何れも不変だが、

（400－330＝）70万円に対しては軽課となり、つ

まり図表23において四辺形Ａ2Ｂ2Ｂ3Ａ3の面積の

部分だけ軽課となり、全体としては減税となる。

Ｘ∈（800，900］

Ｔ1(Ｘ)＝0.10×330＋0.20（Ｘ－330）

＝0.10×330＋0.20（400－330）＋0.20

（800－400）＋0.20（Ｘ－800）

Ｔ2(Ｘ)＝0.10×400＋0.20（800－400）＋0.30

（Ｘ－800）

＝0.10×330＋0.10（400－330）＋0.20

（800－400）＋0.30（Ｘ－800）

Ｔ2(Ｘ)－Ｔ1(Ｘ)＝－0 . 1 0（400－330）＋0 . 1 0

（Ｘ－800）

Ｔ2(Ｘ)＝Ｔ1(Ｘ)となるようなＸを求める。

Ｘ＝870

Ｘ∈（800，870）

Ｔ2(Ｘ)＜Ｔ1(Ｘ)

Ｘ万円のうち、330万円と（800－400＝）

400万円に対しては、改定によっても課税は

不変だが、（400－330＝）70万円に対しては

軽課、他方、（Ｘ－800）万円に対しては重

課で、前者の軽課の方が後者の重課よりも

大きいので、つまり、図表24において四辺

形Ａ2Ｂ2Ｂ3Ａ3の面積の方が四辺形Ｂ4ＰＱＢ5

よりも大きいので、全体としては、減税と

なる。

Ｘ＝870

Ｘ万円のうち、330万円と（800－400＝）

400万円に対しては、改定によっても課税は

不変で、（400－330＝）70万円に対する軽課

と（870－800＝）70万円に対する重課とは

等しいので、つまり、図表24において、四

辺形Ａ2Ｂ2Ｂ3Ａ3の面積と四辺形Ｂ4ＰＱＢ5

の面積とは等しいので、全体としては不変

である。

Ｘ∈（870，900］

Ｘ万円のうち、330万円と（800－400＝）

400万円に対しては、改定によっても課税は

不変だが、（400－330＝）70万円に対する軽

課よりも、（Ｘ－800）万円に対する重課の

方が大きいので、つまり、図表24において

四辺形Ａ2Ｂ2Ｂ3Ａ3の面積よりも四辺形Ｂ4Ｐ
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ＱＢ5の面積の方が大きいので、全体として

は、増税となる。

Ｘ∈（870，＋∞）

Ｘ万円のうち、330万円と（800－400＝）

400万円、そして（Ｘ－900）万円に対して

は、改定によっても課税は不変だが、

（400－330＝）70万円に対する軽課よりも、

（900－800）万円に対する重課の方が大きい

ので、つまり、図表24において四辺形Ａ2Ｂ2

Ｂ3Ａ3の面積よりも四辺形Ｂ4ＰＱＢ5の面積

の方が大きいので、全体としては、増税と

なる。

結局、刮目すべきは、Ｘ∈（400，800］にお

いて、不変ではなく減税となること、Ｘ∈（800，

870）において、増税ではなく減税となること、

そして、Ｘ＝870において、増税ではなく不変と

なること、さらにＸ∈（900，＋∞）において、

不変ではなく増税となること、である。これら

は、すべて、以下で見るように、通説の陥穽と

なっている。

３－２－２　通説による誤謬

このような税制改定に対して通説は、特に、改

定によってもＸ∈（400，800］は不変、Ｘ∈（800，

900］は増税のみ、そしてＸ∈（900，＋∞）は不

変、とそれぞれ誤解している。この誤解は、法

定税率表の誤解に端を発している。法定税率表

に対する、従って、法定税率表の改定に対する、

通説の誤解を正しく図示
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

すれば、図表26のよう

になる。通説による図示は存在しないが、仮に図

示すると、図表26のようになるのである。この通

説による誤解を正しく定式化
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

すれば、次のように

なり、それを図示すれば、図表27のようになる。

Ｘ∈（0，330］

Ｔ1(Ｘ)＝0.10Ｘ

Ｔ2(Ｘ)＝0.10Ｘ

Ｔ2(Ｘ)－Ｔ1(Ｘ)＝０

Ｘ∈（330，400］

Ｔ1(Ｘ)＝0.20Ｘ

Ｔ2(Ｘ)＝0.10Ｘ

Ｔ2(Ｘ)－Ｔ1(Ｘ)＝－0.10Ｘ

Ｘ∈（400，800］

Ｔ1(Ｘ)＝0.20Ｘ

Ｔ2(Ｘ)＝0.20Ｘ

Ｔ2(Ｘ)－Ｔ1(Ｘ)＝０で不変。

Ｘ∈（800，900］

Ｔ1(Ｘ)＝0.20Ｘ

Ｔ2(Ｘ)＝0.30Ｘ
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Ｔ2(Ｘ)－Ｔ1(Ｘ)＝0.10Ｘで増税のみ。

Ｘ∈（900，＋∞）

Ｔ1(Ｘ)＝0.30Ｘ

Ｔ2(Ｘ)＝0.30Ｘ

Ｔ2(Ｘ)－Ｔ1(Ｘ)＝０で不変。

先にも述べたように、このような理解は誤解

であり、結局、この誤解は、法定税率表の誤解

に端を発しているのである。

４　不変の法定税率表と可変の課税総所得

金額

４－１　正しい理解

これまでは、各居住者の課税総所得金額は不

変として、法定税率表を改定する場合について

考察してきた。法定税率表の改定としては、区

分する金額を不変として税率を改定する場合を

税制改定Ⅰと称し、逆に、税率を不変として区

分する金額を改定する場合を税制改定Ⅱと称し

て、それぞれ考察してきた。そこで以下では、

これまでとは逆に、法定税率表を不変とし、あ

る居住者の課税総所得金額を変化する場合、あ

るいは同じことに帰するが、相異なる課税総所

得金額に対す税額を比較する場合について考察

することにする。次のように定義し、あるいは、

記号を定めることにする。

最後の法定税率

各居住者の課税総所得金額をそれぞれ千円で

区分し、各千円を１番から順序づけた場合、各

居住者において最後の千円に適用される法定税

率。例えば、或る居住者の345万６千円の課税総

所得金額では、最後の千円は、（345万６千円÷

千円＝）3456番目の千円であり、これに適用さ

れる法定税率は現行では0.20なので、最後の法定

税率は、3456番目の千円に適用される0.20という

ことになる。

平均税率

課税総所得金額Ｘ万円に対する税額Ｔ(Ｘ)万円

の比率で、ａ(Ｘ)で表すことにする。

ａ(Ｘ)＝Ｔ(Ｘ)／Ｘ。

Ｘ1，Ｘ2，Ｘ3万円

330万円超900万円以下の課税総所得金額のう

ち任意の２つをＸ1万円とＸ2万円とし、Ｘ1＜Ｘ2

とする。900万円超の課税総所得金額のうち任意

のものをＸ3万円とする。尚、図表28においては、

Ｘ1，Ｘ2，Ｘ3はそれぞれ、課税総所得金額を表

すと同時に、点をも表すことにする。

法定税率表は次のようになっているものとす

る。

そうすると、平均税率は次のようになり、次

では図表28と対応させることもする。

最後の法定税率が同じ場合：Ｘ1,Ｘ2∈（330，900］

ａ(Ｘ1)＝{0.10×330＋0.20(Ｘ1－330)}／Ｘ1

ａ(Ｘ2)＝{0.10×330＋0.20(Ｘ2－330)}／Ｘ2

ａ(Ｘ2)－ａ(Ｘ1)＝{－(0.20－0.10)×330／Ｘ2＋

0.20}－{－(0.20－0.10)×330／Ｘ1＋

0.20}

＝(0.20－0.10)×330(Ｘ1－Ｘ2)／Ｘ1Ｘ2

＞０

つまり、Ｘ1からＸ2に増大すると、最後の法定税

率が同じ場合でも、平均税率は上昇する。図表

28ではａ(Ｘ2)＝Ｘ2Ｑ／ＯＸ2＞ａ(Ｘ1)

＝Ｘ1Ｐ／ＯＸ1と表される。

最後の法定税率が異なる場合：Ｘ2∈（330，900］，

Ｘ3∈（900，＋∞）

ａ(Ｘ3)＝{0.10×330＋0.20(900－330)＋0.30(Ｘ3－

900)}／Ｘ3
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330万円以下の金額 0.10

330万円を超え　900万円以下の金額 0.20

900万円を超える金額 0.30
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ａ(900)＝{0.10×330＋0.20(900－330)＋0.30(900－

900)}／900

ａ(Ｘ3)－ａ(900)＝{(0 .20－0.10)×330＋(0 .30－

0.20)×900}(Ｘ3－900)／900Ｘ3

＞０

先の場合よりＡ(900)≧ａ(Ｘ2)

よってａ(Ｘ3)＞ａ(Ｘ2)

つまり、Ｘ2からＸ3に増大すると、平均税率は上

昇する。図表28ではａ(Ｘ3)＝Ｘ3Ｒ／ＯＸ3＞

ａ(Ｘ2)＝Ｘ2Ｑ／ＯＸ2と表される。そして、この

場合は当然、課税総所得金額が一単位の千円だ

け増大して最後の法定税率が高くなる場合、つ

まり、Ｘ2が900万円でＸ3が900万千円である場合

を含んでいるのである。

かくして課税総所得金額Ｘが増大すると、最

後の法定税率が上昇する場合だけでなく、同じ

場合でも、平均税率は上昇する。Ｘが一単位の

千円だけ増大すると平均税率は上昇する。

以下、横断的に考えることにし、つまり、一

定期間において相異なる課税総所得金額を有す

る居住者を対比することし、又、最後の法定税

率が最低の法定税率である居住者を除いて考え

ることにする。

居住者の間には、課税総所得金額が一単位の

千円だけ異なるという形で、経済格差が存在す

る。所得税法が、この経済格差を部分的に変更

することを、公平の実現と称し、経済力が一単

位の千円だけ大きいと、税負担が大きくなるよ

うに制度化されている。つまり、課税総所得金

額が、一単位の千円だけ大きくなると、平均税

率が上昇するように、所得税法は定められてい

る。経済格差を部分的に変更するために、税負

担を大きくすることを、累進性と称するが、経

済格差が、課税総所得金額が一単位の千円だけ

異なるという形で、存在するとすれば、累進性

とは、平均税率が上昇することである、という

ことになる。

このような累進性は、法定税率表によって実

現されている。つまり、各居住者の課税総所得

金額が法定税率表の金額によって区分され、各

居住者の課税総所得金額には複数の法定税率が

適用されることによって、累進性は実現されて

いる。最低税率だけでなく、それよりも高い法

定税率も適用されることによって実現されてい

る。そして、最後の法定税率が高くなる場合だ

けでなく、それが同じ場合でも、課税総所得金

額が一単位の千円だけ大きくなると、平均税率

は上昇するのである。

４－２　通説による誤謬

通説は、法定税率が高くなることを累進性と

解している。これは、高い法定税率が適用され

ると税負担は大きくなるが、課税総所得金額が、

異なっても、同じ法定税率が適用される場合は、

税負担は不変である、と解していることを意味

する。つまり、税負担の課税総所得金額に対す

る比率は、課税総所得金額が異なっても、同じ

法定税率が適用される場合は不変だが、高い法

定税率が適用される場合は上昇すると解してい

る。平均税率と、法定税率とが同一視されてい

るのである。法定税率表において金額によって

区分されるのは、各居住者の課税総所得金額で

はなく、各居住者の集合であり、各居住者が、

課税総所得金額によって、区分されているので

ある。通説の平均税率は次のように定式化され、
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図表29によって図示される。

Ｘ1，Ｘ2∈（330，900］

ａ(Ｘ1)＝0.20Ｘ1／Ｘ1 ………　Ｘ1Ｐ／ＯＸ1

＝0.20

ａ(Ｘ2)＝0.20Ｘ2／Ｘ2 ………　Ｘ2Ｑ／ＯＸ2

＝0.20

よってａ(Ｘ1)＝ａ(Ｘ2)

Ｘ1∈(330，900］，Ｘ3∈(900，＋∞)

ａ(Ｘ2)＝0.20Ｘ2／Ｘ2 ………　Ｘ2Ｑ／ＯＸ2

＝0.20

ａ(Ｘ3)＝0.30Ｘ3／Ｘ3 ………　Ｘ3Ｒ／ＯＸ3

＝0.30

よってａ(Ｘ2)＜ａ(Ｘ3)

改めて言うまでもなく、かような通説の理解

は誤りである。

５　既存文献の検討

所得及び財産は、担税力の尺度としてより

すぐれており、しかもそれらを対象とする租

税においては、消費税の場合と異なり、累進

税率の適用が可能であるから、これらの租税

は、公平な税負担の配分ならびに富の再配分

の要請によりよく適合している。そのうちで

も、特に所得は、担税力の尺度として最もす

ぐれており、しかも所得税においては、累進

税率の適用が可能であるのみでなく、基礎控

除その他の人的諸控除（personal exemptions）

や「負の所得税」（negative income tax）の

制度を通じて最低生活水準（min imum

standard of living, Existenzminimum）の保

障を図ることが可能であるから、所得税は、

富の再分配や社会保障の充実の要請に最もよ

く合致するといえる。

（金子　宏〔2004〕88頁）

ここでは、「累進税率の適用」と、「公平な税

負担の配分ならびに富の再配分」の実現とが、

同一視されている。後で見るように、この「累

進税率」とは法定税率のことであり、法定税率

が高くなることを、「累進」と称しているのであ

る。つまり、法定税率を高くすることを、「公平

な税負担の配分ならびに富の再配分」と解して

いるのである。法定税率表の金額が、各居住者

の課税総所得金額を区分するのではなく、課税

総所得金額の大小によって各居住者の集合を区

分する、と解しているように思われるのである。

と言うのは、課税総所得金額が異なっても、同

じ法定税率が適用される場合は、税負担は同じ

で、「累進」的ではない、と考えているからであ

る。しかし、先にも述べたように、課税総所得

金額が、所得の一単位の千円だけ異なれば、法

定税率が同じでも、平均税率は異なるのである

から、上記が妥当するのは、つまり、上記が想

定しているのは、各居住者に単一の法定税率し
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か適用されない場合であり、法定税率表で区分

されるのは各居住者の集合であると上記は解し

ている、と言わざるをえないのである。誤解で

あることは言うを俟たない。

上では、「基礎控除その他の人的諸控除を通じ

て最低生活水準の保障を図ることが可能である」

と述べているが、ここでは、「基礎控除その他の

人的諸控除」が、高所得者いわゆる億万長者に

も適用されることが、明確になっていない。正

しく解すれば、いわゆる億万長者には、高い法

定税率が適用されるため、形式的には「基礎控

除その他の人的諸控除」が行なわれても、実質

的には行なわれず、「最低生活水準の保障を図る」

ようにはなっていない、という点が明確になっ

た筈であり、そのでも平均税率は高くなってい

る、という点が明確になった筈である。上にお

いて、「基礎控除その他の人的諸控除」がいわゆ

る億万長者にも適用されることが明確になって

いないことは、実は、法定税率のうち、最低税

率が億万長者にも適用されることが、明確にな

っていないことと軌を一にしているのである。

上記は暗々裡に、最低税率は低所得者に対して

だけ適用され、いわゆる億万長者に適用される

法定税率は、最高税率だけである、と想定して

いるように思われるのである。

古くから争われている問題の一つに、累進

所得税が平等原則に反しないかどうかの問題

がある。形式的平等の観点からすれば、累進

税率は不平等であるという主張もありうる

が、厚生経済学の立場から見れば、所得は大

きくなるに従って限界効用が逓減し、したが

ってその担税力は増加するから、比例税率よ

りはむしろ累進税率のほうが実質的平等の要

請に合致するといえるし、また、限界効用理

論が科学的根拠を欠くとしても、憲法二五条

が目指している社会国家の実現のためには、

富の再分配が必要不可欠であり、かつ富の再

分配のためには累進税率が最も有効適切な手

段の一つであるから、累進税率は合理的な差

別を構成し、憲法一四条一項に反するもので

はないといえよう。もちろん、累進税率構造

を極度に高めることに対しては、憲法上の制

約が全然ないとはいえないが、それは憲法一

四条一項の問題というよりは、憲法二九条の

私有財産権の保障との関連で問題とされるべ

き事柄である。

（金子　宏〔2004〕90頁）

上で、「富の再分配のためには累進税率が最も

有効適切な手段の一つである」と述べているこ

とから明らかなように、ここでも「富の再分配」

と「累進税率」の実現とが同一視されている。

後で見るように、この「累進税率」は、法定税

率を指しており、ここでも、法定税率表の金額

が、各居住者の課税総所得金額を区分するので

はなく、課税総所得金額の大小によって居住者

の集合を区分する、と解しているように思われ

るのである。

税額を算出するために課税標準に対して適

用される比率を、税率（tax rate）という。

課税標準が金額ないし価額をもって定められ

ている場合には、税率は、普通、百分比・万

分比等をもって定められる。また、課税標準

が数量をもって定められている場合には、税

率は、課税標準の一単位につき一定の金額で

示される。

金額ないし価格を基準とする場合には、比

例税率（flat rate）と累進税率（progressive

rate）の別がある（他に逆進税率があるが実

際には用いられていない）。前者は、課税標

準の大きさに関係なくその一定割合である税

率であり（地価税・固定資産税・消費税等）、

後者は、金額ないし価額の増加に応じて累進
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して定められる税率である（所得税・相続税

等）。納税義務者の担税力を直接の基準とし

ない租税については、通常比例税率が用いら

れ、納税義務者の担税力を直接の基準として

課される租税については、通常累進税率が用

いられる。累進税率には、さらに、課税標準

が大きくなるに従って、その全体に対して単

純に効率を適用する単純累進税率と、課税標

準を多数の段階に区分し上の段階に進むに従

って、逓次に効率を適用する超過累進税率と

がある。超過累進税率における課税標準の区

分の各段階を課税段階（bracket）（所得税の

場合は所得段階（income bracket））と呼び、

各段階に適用される税率を段階税率

（marginal rate）と呼ぶ。超過累進税率は、

担税力に応じた税負担の配分の要請に最もよ

く適用するため、多くの国々において、所得

税・相続税等について用いられている。なお、

超過累進税率の適用される租税について、課

税標準に対する税額の割合を平均税率

（average rate）と呼ぶ。

（金子　宏〔2004〕174-175頁）

上で、「累進税率には、課税標準が大きくなる

に従って、課税標準を多数の段階に区分し上の

段階に進むに従って、逓次に高率を適用する超

過累進税率がある」と述べていることから明ら

かなように、ここでの「累進税率」は、法定税

率を指している。尚、ここでは、法定税率表が

限定付きだが正しく解されており、又、「課税標

準に対する税額の割合を平均税率と呼ぶ」と述

べて、平均税率が定義されているが、前者では

依然として法定税率を「累進税率」と解してお

り、その限りで完全に正しい理解ではなく、後

者でも、平均税率を定義しただけであって、前

者のように解したことに制約されて、それが所

得の一単位の千円の増加と共に上昇することが

指摘されてもいなければ、この平均税率の上昇

を累進性と解することも指摘されていない。依

然として、「超過累進税率は、担税力に応じた税

負担の配分の要請に最もよく適合する」と述べ、

法定税率が高くなることを「累進」と解し、こ

れと、「税負担の配分」とを同一視しているので

ある。

所得税とは、個人の所得に対する租税のこ

とである。所得税法（昭和40年法律三三号）

が、その主要な法源であるが、租税特別措置

法の中にも、それに関する重要な規定が数多

くおかれている。所得税は、消費税や財産税

に比べると新しい租税であるが、一七九九年

にイギリスで採用されて以来、徐々に各国に

普及し、今日では、多くの国において租税制

度の中心を占めている。所得税が、このよう

に重要な位置を占めるようになったのは、一

つには、それが大きな税収をあげうることに

よる。現代国家は、公共サービスの資金とし

て、厖大な額の税収を必要としているが、所

得税は、法人税や付加価値税とともに、多く

の国家において、主要な税源をなしているの

である。所得税が重要な位置を占めているい

ま一つの理由は、それが公平負担の要請に最

もよく適合していることである。すなわち、

所得は、人の総合的担税力の標識として最も

すぐれており、所得税は、基礎控除等の人的

諸控除および累進税率と結びつくことによっ

て、担税力に即した公平な税負担の配分を可

能にするのである。

（金子　宏〔2004〕178-179頁）

上で、「基礎控除等の人的諸控除および累進税

率と結びつくことによって、担税力に即した公

平な税負担の配分を可能にする」と述べている

ことから明らかなように、ここでも、法定税率

が「累進税率」とされ、従って、法定税率が高
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くなることそれ自体が、「公平な税負担の配分」

と同一視されている。このような同一視が可能

なのは、単一の法定税率が各居住者の課税総所

得金額に適用される場合である。つまり、ここ

でも、法定税率表の金額が区分する対象は、各

居住者の課税総所得金額ではなく、課税総所得

金額の大小による各居住者の集合となっている

のである。法定税率が高くなることを累進とし

たが故に、平均税率が所得の一単位の千円毎に

上昇することを累進とする余地もなければ、そ

のような平均税率の上昇を、「公平な税負担の配

分」と考えることも、最初から全く無くなって

いるのである。

「基礎控除等の人的諸控除」が「公平な税負

担の配分を可能にする」という理解には、暗々

裡に、「基礎控除等の人的諸控除」は低所得者に

しか適用されない、という理解がある。と言う

のは、「基礎控除等の人的諸控除」が高所得者い

わゆる億万長者にも適用されるとしたら、これ

を、「公平な税負担の配分を可能にする」とは解

さないだろうし、むしろ逆に、これを億万長者

に適用することは、不
・

「公平な税負担の配分」

と解するだろうからである。

実は、このような、「基礎控除等の人的諸控除」

は低所得者にしか適用されない、という暗々裡

の理解は、法定税率のうち、最低税率は低所得

者にしか適用されない、という理解と軌を一に

するのである。従って又、このような理解は、

法定税率のうち、中位税率は中所得者にしか、

そして、高税率は高所得者にしか、それぞれ適

用されない、という理解と軌を一にし、結局、

各居住者には単一の法定税率しか適用されない、

という理解と軌を一にすることになるのである。

法定税率表の金額が、各居住者の課税総所得金

額を区分する、という理解など入り込む余地が

なくなっているのである。

所得税には、分類所得税（schedu lar

system）と総合所得税（global system）の

二つの類型がある。分類所得税というのは、

所得をその源泉ないし性質に応じていくつか

の種類に分類し、各種類の所得ごとに別々に

課税する方式である。極端な場合には、所得

の種類ごとに控除の金額や適用税率が異な

る。これに対し、総合所得税は、課税の対象

とされる所得をすべて合算したうえ、それに

一本の累進税率表を適用する方式である。所

得税制度がプリミティブで、人的控除の制度

が発達せず、また比例税率が用いられていた

時代には、分類所得税は、各種の所得に対し

てその担税力の相違に応じた課税を行なうの

に適切な制度であると考えられたが、所得税

制度が発達して、各種の統一的な人的控除と

累進税率が採用され、所得税は各人の総合的

な所得の大きさに即して課されるべきである

という考え方が強くなるとともに、総合所得

税が分類所得税にとって代わるようになっ

た。

（金子　宏〔2004〕185頁）

上で、「一本の累進税率表」と述べていること

から明らかなように、この「累進税率」は法定

税率のことである。そして、「所得税制度が発達

して、人的控除と累進税率が採用され、総合的

な所得の大きさに即して課される」と述べてい

るが、ここでも暗々裡に、「人的控除」は、低所

得者に対してだけ適用され、億万長者には適用

されないものと、想定されている。「人的控除」

が億万長者に適用されたのでは、所得税制度の

発達にならないと解されていると思われるが、

実は、「人的控除」が億万長者に適用されても、

否、適用されることによって、初めて公平にな

るのである。と言うのは、「人的控除」は、税率

がゼロということであるが、このゼロの税率や
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最低税率などが、いわば億万長者にも適用され

ることによって、税負担の総所得金額に対する

比率が、所得の一単位の千円だけ大きくなるに

従って、上昇する、つまり累進性が実現される

ようになっているからである。

尚、先にも述べたように、「人的控除」が低所

得者にしか適用されないと暗々裡に想定すること

は、法定税率のうち、最低税率は低所得者にしか

適用ないと想定することと、直結し、結局、各居

住者には単一の法定税率しか適用されない、とい

うことに直結する。「人的控除」と、法定税率の

うち最低税率が、いわゆる低所得者以外の人々に

も適用されると解したら、所得税制度の発達の理

解も、大分、異なるものになるであろう。

所得税法は、所得税の課税標準として、総

所得金額・退職所金額および山林所得金額の

三つをあげている（二二条一項）。総所得金

額というのは、損益通算の結果残った各種所

得の金額のうち、退職所得および山林所得以

外の所得の金額を合算した金額である（同二

項）。ただし、長期譲渡所得（保有期間が五

年をこえる資産の譲渡による所得）および一

時所得は、その二分の一のみを合算し、残り

の二分の一は課税の対象から除外することと

されている（同二号）。長期譲渡所得は、長

期間にわたって累積してきた所得であるた

め、累進税率の適用を暖和する必要があり、

一時所得は一時的・偶発的利得であるため担

税力が低い、というのがその理由である。退

職所得金額および山林所得金額というのは、

それぞれ所定の規定によって計算した退職所

得および山林所得の金額である。

したがって、所得税法上、退職所得および

山林所得は分離課税の対象とされていること

になる。退職所得は、給与の一部の一括後払

であり、しかも一般的にいって老後の生活の

糧であるため、累進税率の適用を暖和する必

要があり、また山林所得の場合も、投下資本

の回収に長年月を要するため、同様に累進税

率の適用を暖和する必要があるというのが、

その立法趣旨である。

（金子　宏〔2004〕191頁）

ここでも、「累進税率」は法定税率を指し、上

では、この「累進税率の適用を暖和する必要」

から、「二分の一のみを合算」したり、あるいは、

「分離課税の対象とされている」と述べているが、

「累進税率の適用を暖和する」とは、ヨリ低い法

定税率を適用する、という意味である。つまり、

ここには、二分の一合算あるいは分離以前には、

ヨリ低い法定税率は適用されていなかった、と

いう理解が暗々裡にある。つまり、各居住者に

は単一の法定税率しか適用されていない、とい

う理解が暗々裡にある。

又、二分の一合算あるいは分離した場合に、

仮に「累進税率の適用を暖和」しない場合、つ

まり同じ法定税率が適用される場合、税負担は

不変である、という暗々裡の理解がある。法定

税率表を正しく解した場合には、適用される法

定税率が同じ場合でも平均税率は上昇するので

あるから、上のように理解するのは、各居住者

に単一の法定税率しか適用されない、と理解し

ているからである、と言わざるをえない。

先に、４－２において、法定税率表を不変と

して、課税総所得金額を変化されて場合、通説

には誤解しかない、と述べたが、上記はこの場

合に当たる。つまり、「二分の一のみを合算」し

たり、あるいは、「分離課税の対象とされている」

ということは、課税総所得金額を変化させる、

この場合は、課税総所得金額を縮小させる、と

いうことになり、他方、法定税率表は不変とし

ているからである。法定税率表については知っ

ていても、実際に何かを動かすと、法定税率表

に対する誤解が一挙に露呈してくるのである。

法定税率表について、理解している、ではなく、

知っている、としか他に表現しようがない所以
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である。

所得税の税額は、課税総所得金額・課税退職

所得金額および課税山林所得金額に税率表を

適用することによって算出される（八九条、

所得税等負担軽減措置法四条。一〇、二〇、

三〇、三七各パーセントの四段階の超過累進

税率で、一八〇〇万円超の金額に最高税率が

適用される（平成一一年改正））。山林所得に

ついては、累進税率の適用をさらに暖和する

ため、課税山林所得金額の五分の一に税率を

適用して得られた金額を五倍して、税額を算

出することとされている（八九条一項）。こ

れを五分五乗制度という。

（金子　宏〔2004〕193頁）

上で、所得税法の税率の規定の第89条につい

て言及されているが、その言及の仕方は、せい

ぜい、その存在に注意を喚起させる程度の簡単

な指摘でしかない。法律の条文を引用して検討

するということは行なわれていないのである。

検討する必要性が痛感されなかったのであろう

し、又、せいぜい、それは、知っていればよい、

程度のことなのであろう。

しかし、第89条の、特に、「区分」する、とい

うことが明確にされなかったが故に、そして、

最低の法定税率が億万長者にも適用されること

が明確にされなかったが故に、税負担について、

誤解しか惹起されていないように思われるので

ある。詳細な検討が望まれる所以である。

変動所得および臨時所得は、いずれも特定の

年に集中する傾向があるため、累進税率のも

とでは、これを平準化して、高い累進税率の

適用を暖和する必要がある。この理由で採用

されているのが、平均課税の制度であって、

その内容は、次のとおりである（九〇条）。

ある年の変動所得の金額および臨時所得の金

額の合計額（これを平均課税対象金額という）

がその年の総所得金額の一〇〇分の二〇以上

である場合は、課税総所得金額から平均課税

対象金額の五分の四に相当する金額を控除し

た金額（これを調整所得金額という）をその

年の課税総所得金額とみなして計算した税額

と、課税総所得金額から調整所得金額を控除

した金額（平均課税対象金額の五分の四）に

調整所得金額に対する右の税額の割合（平均

税率）を乗じて計算した金額との合計額が、

その年の総所得金額に対する税額となる。こ

の制度は、要するに、変動所得および臨時所

得を五年間にわたって平準化するという考え

方のもとに、その五分の一のみをほかの所得

と合算して、累進税率の適用に服せしめ、他

の五分の四には平均税率を適用して、累進税

率の適用を暖和しようとするものである。

（金子　宏〔2004〕248頁）

上では、「平準化して、高い累進税率の適用を

暖和する」と述べ、あたかも、「平準化して、高

い累進税率の適用を暖和」し
・

な
・

い
・

場合は、税負

担は不変であるかの如く、解している。しかし、

先にも述べたように、現行では、適用される法

定税率が不変でも、税負担は変化するのである

から、現行に対する理解は、誤りである。上記

が正しいのは、単一の法定税率しか、各居住者

に適用されない場合であり、結局、上記は、法

定税率表において区分される対象を、各居住者

の課税総所得金額ではなく、課税総所得金額の

異なる各居住者の集合である、と見誤っている

のである。

以上の既存文献の検討から特に注意すべきは、

法定税率のうち、最低税率や、次に小さい法定

税率が、いわゆる億万長者にも適用される、と

いうことである。一般的には、各居住者の課税
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総所得金額は、それぞれ、千円の集合から成り、

その集合が、法定税率表の金額によって、区分

されている、と解することである。法定税率表

の金額を、各居住者の課税総所得金額と太初に

誤解すると、その後は、一瀉千里で誤謬街道を

驀進するのみである。

６　おわりに

法定税率表が改定された時、減税となってい

るにも拘わらず、不変と誤解したり、あるいは、

増税と誤解したりする論稿は、枚挙に暇がない。

むしろ、正解は皆無で、誤解しかないと言って

もよい。

これは、法定税率表の誤解に端を発している。

特に、区分するということを誤解していること

に端を発している。区分する対象は、各居住者

の千円の集合の課税総所得金額であるにも拘わ

らず、各居住者の集合と、誤解しているのであ

る。

法定税率表を知っている論者にあっても、ひ

とたび、何かを変化させると、誤謬が一挙に露

呈される。課税総所得金額は不変としつつ法定

税率表を変化させた場合、あるいは、法定税率

表は不変としつつ課税総所得金額を変化させた

場合、誤謬が一挙に露呈する。変化させた場合

には、法定税率表に対する知識は吹き飛んで、

これを誤解しているのである。

結局、法定税率表における金額を、課税総所

得金額と解するのではなく、単なる千円、ただ

し、順序づけられた千円と解すべきである。法

定税率表を図示する場合には、特に、横軸に、

順序づけられた千円を取る場合を、基本とすべ

きである。通説による図示は論外である。

参考文献

金子 宏〔2004〕『租税法――第九版増補版』弘

文堂。

北野弘久〔2003〕『税法学原論（第五版）』青林

書院。

河野惟隆〔1987〕『個人所得税の研究』税務経理

協会。

河野惟隆〔1995〕『法人税・所得税の研究』税務

経理協会。

河野惟隆〔2004〕『法人税・所得税法の経済学』

税務経理協会。

水野忠恒〔2003〕『租税法』有斐閣。

－126－

第53号-01河野  05.4.26  9:20 AM  ページ126


