
1 はじめに

私は、2010年の時点から見て23年前の1987年

に、次のように述べた。

本書で明らかにしたい点は次である。

法定税率表における所得とは一単位の所得

のことである。一単位の所得を1,000円とすれ

ば、法定税率表における、例えば150万円とは、

1,000円のことである。ただ、その際に、150

万円以上の所得を有するすべての人々の第

1,500番目の1,000円のことである。すなわち、

一単位の所得の1,000円で、すべての人々の所

得を分割し、各人について、その1,000円それ

ぞれに、第1番から順に順序をつけた場合に、

150万円以上の所得を有するすべての人々の、

第1,500番目の1,000円が、法定税率表におけ

る150万円のことなのである。現行の法定税率

表では150万円に対して14％の税率が適用さ

れる、というようになっているが、この意味

は、150万円以上の所得を有するすべての人々

の、第1,500番目の1,000円に対して、14％の

税率が適用される、という意味なのである。

（河野　惟隆［1987］「はしがき」1－2頁）。

本書は現行所得税についてこのように考え

るのに対して、次のように考える財政学者、

地方財政学者、税法学者がいる。

法定税率表の所得は、所得それ自体の大き

さを表す。例えば、その150万円とは、150万

円しか保有しない、それを超えも下回りもし

ない、そういう人の150万円を表す。従って

150万円に対して14％の税率が適用されると

いうのは、文字通り150万円全体に対して

14％の税率が適用されるという意味である。

（河野　惟隆［1987］「はしがき」3頁）。

上記の私の主張は、次の通りである。

「法定税率表における所得とは一単位の所得

のことである。一単位の所得を1,000円とすれば、

法定税率表における、例えば150万円とは、1,000

円のことである。ただ、その際に、150万円以上

の所得を有するすべての人々の第1,500番目の

1,000円のことである。すなわち、一単位の所得

の1,000円で、すべての人々の所得を分割し、各

人について、その1,000円それぞれに、第1番か

ら順に順序をつけた場合に、150万円以上の所得

を有するすべての人々の、第1,500番目の1,000円

が、法定税率表における150万円のことなのであ

る」。

私は、同様の主張を、その後、河野　惟隆

［1995］、河野　惟隆［2004］、において述べてき

た。

しかし、一般に見られる理解つまり通説は、

私が23年前に述べた上述の事態と変わっていな

い。「本書は現行所得税についてこのように考え

るのに対して、次のように考える財政学者、地

方財政学者、税法学者がいる。法定税率表の所
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得は、所得それ自体の大きさを表す。例えば、

その150万円とは、150万円しか保有しない、そ

れを超えも下回りもしない、そういう人の150万

円を表す」。

そこで、本稿では、河野　惟隆［2005］を加

筆補正して、所得税法　第89条（税率）につい

て論ずることにする。特に同稿の、本稿でも同

じであるが、2と3について大幅に加筆し、条文

中の「区分」と「金額」を徹底的に明確にした

い。

本稿では、所得税法の第89条（税率）の税率

表について論ずることとし、税率表それ自体に

ついては2で、税率表を改定した場合については

3 で、不変の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、次の点をお

断りしておく。

第1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。

第2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、煩瑣

を極めるので、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。

最後に第3に、図示する場合や、税制改定を述

べる際には、税率表は、便宜的観点から、必ず

しも現行のものを厳密には採用せず、自由に想

定することにする。

2 税率表それ自体

2－1 税率表の「区分」した「それぞれの金額」

さしあたり、「課税総所得金額を次の表の左欄

に掲げる金額に区分して」、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10人

の居住者を例として取上げ、それぞれ、Aから I

までの名称を付すことにする。

・ 100万円の課税総所得金額を有する居住者A

・ 300 〃　　　　　　　　　　　　　 B

・ 465 〃　　　　　　　　　　　　　 C

・ 525 〃　　　　　　　　　　　　　D

・ 830 〃　　　　　　　　　　　　　 E

・ 890 〃　　　　　　　　　　　　　 F

・1035 〃　　　　　　　　　　　　　G

・1095 〃　　　　　　　　　　　　　H

・1105 〃　　　　　　　　　　　　　I

・1265 〃　　　　　　　　　　　　　J

さて、「その年分の課税総所得金額を次の表の

左欄に掲げる金額に区分して」、という場合の、

最初の、「その」、とは、この文章の直前の文章

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を次の表の

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する。

195万円以下の金額 0.05

195万円を超え330万円以下の金額 0.10

330万円を超え695万円以下の金額 0.20

695万円を超え900万円以下の金額 0.23

900万円を超え1800万円以下の金額 0.33

1800万円を超える金額 0.40



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、「表に掲げる金額に区分」

する対象は、決して居住者の集まりではなく、

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10人の各居住者については相互に

独立に次のようにすることになり、各居住者に

ついての「区分」された「それぞれの金額」

は次のようになる。

・居住者　A

100万円

従って、居住者Aについての「区分」された

「それぞれの金額」は

100万円のみ

・居住者　B

300万円＝195＋（300－195）

＝195＋105

従って、居住者Bについての「区分」された

「それぞれの金額」は

195万円と

105万円の二つ

・居住者　C

465＝195＋（330－195）＋（465－330）

＝195＋135＋135

従って、居住者Cについての「区分」された

「それぞれの金額」は

195万円と

135万円と

135万円の三つ

・居住者　D

525＝195＋（330－195）＋（525－330）

＝195＋135＋195

従って、居住者Dについての「区分」された

「それぞれの金額」は

195万円と

135万円と

195万円の三つ

・居住者　E

830＝195＋（330－195）＋（695－330）＋

（830－695）

＝195＋135＋365＋135

従って、居住者Eについての「区分」された

「それぞれの金額」は

195万円と

135万円と

365万円と

135万円の四つ

・居住者　F

890＝195＋（330－195）＋（695－330）＋

（890－695）

＝195＋135＋365＋195

従って、居住者Fについての「区分」された

「それぞれの金額」は

195万円と

135万円と

365万円と

195万円の四つ

・居住者　G

1035＝195＋（330－195）＋（695－330）＋

（900－695）＋（1035－900）

＝195＋135＋365＋205＋135

従って、居住者Gについての「区分」された

「それぞれの金額」は

195万円と

135万円と

365万円と

205万円と

135万円の五つ

・居住者　H

1095＝195＋（330－195）＋（695－330）＋

（900－695）＋（1095－900）

＝195＋135＋365＋205＋195

従って、居住者Hについての「区分」された

「それぞれの金額」は

195万円と

135万円と

365万円と
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205万円と

195万円の五つ

・居住者　I

1105＝195＋（330－195）＋（695－330）＋

（900－695）＋（1105－900）

＝195＋135＋365＋205＋205

従って、居住者Iについての「区分」された

「それぞれの金額」は

195万円と

135万円と

365万円と

205万円と

205万円の五つ

・居住者　J

1265＝195＋（330－195）＋（695－330）＋

（900－695）＋（1265－900）

＝195＋135＋365＋205＋365

従って、居住者Jについての「区分」された

「それぞれの金額」は

195万円と

135万円と

365万円と

205万円と

365万円の五つ

かくして、「課税総所得金額を次の表の左欄に

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」、という条文の中の

「それぞれの金額」とは、上のように、各居住者

の「課税総所得金額」について、「区分」された

金額の一つ一つを指すのである。決して、各居

住者の集まりを、課税総所得金額の大きさで、

“分割”しグルーピングして、その課税総所得金

額を、「それぞれ」、と言っているのではない。

このように、各居住者について、「課税総所得

金額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、

次のようにすることである。

・居住者　A

100×0.05

・居住者　B

195×0.05

105×0.10

・居住者　C

195万円×0.05

135万円×0.10

135万円×0.20

・居住者　D

195万円×0.05

135万円×0.10

195万円×0.20

・居住者　E

195万円×0.05

135万円×0.10

365万円×0.20

135万円×0.23

・居住者　F

195万円×0.05

135万円×0.10

365万円×0.20

195万円×0.23

・居住者　G

195万円×0.05

135万円×0.10

365万円×0.20

205万円×0.23

135万円×0.33

・居住者　H

195万円×0.05

135万円×0.10

365万円×0.20

205万円×0.23

195万円×0.33

・居住者　I

195万円×0.05

135万円×0.10

365万円×0.20
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205万円×0.23

205万円×0.33

・居住者　J 

195万円×0.05

135万円×0.10

365万円×0.20

205万円×0.23

365万円×0.33

2－2 税率表の「計算した金額を合計」

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、各「居住者に対して課する所得税

の額」、なのである。当然のことであるが、各

「居住者に対して課する所得税の額」を「合計」

するのではない。

・居住者　A

100万円×0.05

＝0.5万円

・居住者　B

195万円×0.05＋105万円×0.10

＝9.75万円＋10.5万円

＝20.25万円

・居住者　C

195万円×0.05＋135万円×0.10＋135万円×

0.20

＝9.75万円＋13.5万円＋27万円

＝50.25万円

・居住者　D

195万円×0.05＋135万円×0.10＋195万円×

0.20

＝9.75万円＋13.5万円＋39万円

＝62.25万円

・居住者　E

195万円×0.05＋135万円×0.10＋365万円×

0.20＋135万円×0.23

＝9.75万円＋13.5万円＋73万円＋31.05万円

＝127.3万円

・居住者　F

195万円×0.05＋135万円×0.10＋365万円×

0.20＋195万円×0.23

＝9.75万円＋13.5万円＋73万円＋44.85万円

＝141.1万円

・居住者　G

195万円×0.05＋135万円×0.10＋365万円×

0.20＋205万円×0.23＋135万円×0.33

＝9.75万円＋13.5万円＋73万円＋47.15万

円＋44.55万円

＝187.95万円

・居住者　H

195万円×0.05＋135万円×0.10＋365万円×

0.20＋205万円×0.23＋195万円×0.33

＝9.75万円＋13.5万円＋73万円＋47.15万

円＋64.35万円

＝207.75万円

・居住者　I

195万円×0.05＋135万円×0.10＋365万円×

0.20＋205万円×0.23＋205万円×0.33

＝9.75万円＋13.5万円＋73万円＋47.15万

円＋67.65万円

＝211.05万円

・居住者　J

195万円×0.05＋135万円×0.10＋365万円×

0.20＋205万円×0.23＋365万円×0.33

＝9.75万円＋13.5万円＋73万円＋47.15万

円＋119.45万円

＝262.85万円

結局、「課税総所得金額を表の左欄に掲げる金

額に区分」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」それ自体なのである。
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2－3 順序づけて「区分」

しかも、この「区分」は、単純に区分するだ

けでなく、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。「区分」される

「それぞれの金額」が同じであっても、順序が違

えば、異なる「税率を乗じ」ることになる。こ

の点を、先の例のいくつかについて、しかも、

「区分」される「それぞれの金額」が同じ場合を

主として取り上げて言えば次のようになる。

居住者Cについては、同じく135万円に「区分」

されているが、2番目の135万円には0.10の税率

が、3番目の135万円には0.20の税率が、それぞ

れ乗ぜられる、というように、順序づけられて

いる。

居住者Dについては、同じく195万円でも、1

番目の195万円には0.05の税率が、3番目の195万

円には0.20の税率が、それぞれ乗ぜられる、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135万円でも、2

番目の135万円には0.10の税率が、4番目の135万

円には0.23の税率が、それぞれ乗ぜられる、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195万円でも、1

番目の195万円には0.05の税率が、4番目の195万

円には0.23の税率が、それぞれ乗ぜられる、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135万円でも、2

番目の135万円には0.10の税率が、5番目の135万

円には0.33の税率が、それぞれ乗ぜられる、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195万円でも、1

番目の195万円には0.05の税率が、5番目の195万

円には0.33の税率が、それぞれ乗ぜられる、とい

うように、順序づけられている。

居住者 Iについては、同じく205万円でも、4番

目の205万円には0.23の税率が、5番目の205万円

には0.33の税率が、それぞれ乗ぜられる、という

ように、順序づけられている。

居住者Jについては、同じく365万円でも、3番

目の365万円には0.20の税率が、5番目の365万円

には0.33の税率が、それぞれ乗ぜられる、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。

人間の身長で例えて言えば、各人を全員立たせ、

各人について、先ず、床から160センチメ－トル

までの長さを取り、ただし、身長が160センチ以

下の人はそれだけの長さを取ることにする。次

に160センチメートルを超え170センチメートル

までの長さを取ることにし、ただし、170センチ

メートル以下の人は頭頂部までの長さを取るこ

とにする。最後に、170センチメートルを超え頭

頂部までの長さを取ることにする。このように、

課税総所得金額を「区分」する、というのは、

いわば各人を輪切りにすることなのである。決

して、人間の集まりを、身長の違いによって、

身長が160センチメートル以下の人々のグルー

プ、身長が160センチメートルを超え170センチ

メートル以下の人々のグループ、身長が170セン

チメートルを超える人々のグループの3グループ

に分割するのではないのである。

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。

縦軸の、“各居住者の課税総所得金額”と“税率

表の区分された金額”とは、異なるのであるが、

この点については後述する。
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順序づけて「区分」する、とは、次のようにす

ることなのである。

195万円以下の金額

195万円を取る。

あるいは

195万円未満の金額を取る。

195万円を超え330万円以下の金額

330万円－195万円＝135万円を取る。

あるいは

135万円未満の金額を取る。

330万円を超え695万円以下の金額

695万円－330万円＝365万円を取る。

あるいは

365万円未満の金額を取る。

695万円を超え900万円以下の金額

900万円－695万円＝205万円を取る。

あるいは

205万円未満の金額を取る。

900万円を超え1800万円以下の金額

1800万円－900万円＝900万円を取る。

あるいは

900万円未満の金額を取る。

1800万円を超える金額

ある金額から1800万円を差し引いた後の

残額を取る。

ヨリ詳細に言えば、順序づけて「区分」する、

とは、次のようにすることなのである。

195万円以下の金額

課税総所得金額195万円超を有する全ての

居住者の195万超の当該金額のうちの195

万円を取る。

あるいは

課税総所得金額195万円以下を有する居住

者の当該金額を取る。

195万円を超え330万円以下の金額

課税総所得金額330万円超を有する全ての

居住者の 330万超の当該金額のうちの

（330万円－195万円＝）135万円を取る。

あるいは

課税総所得金額195万円超330万円以下を

有する居住者の195万円超の当該金額のう

ちの（当該金額－195万円＝）残額を取

る。

330万円を超え695万円以下の金額

課税総所得金額695万円超を有する全ての

居住者の 695万超の当該金額のうちの

（695万円－330万円＝）365万円を取る。

あるいは

課税総所得金額330万円超695万円以下を

有する居住者の330万円超の当該金額のう

ちの（当該金額－330万円＝）残額を取

る。

695万円を超え900万円以下の金額

課税総所得金額900万円超を有する全ての

居住者の 900万超の当該金額のうちの

（900万円－695万円＝）205万円を取る。

あるいは

課税総所得金額695万円超900万円以下を

有する居住者の695万円超の当該金額のう

ちの（当該金額－695万円＝）残額を取

る。

900万円を超え1800万円以下の金額

課税総所得金額1800万円超を有する全て

・各居住者の課税総所得金額�
・税率表の区分された金額�
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0

300 465 525 825 890 1035 1095
1105 1265

各居住者の�
課税総所得金額�

100

300

（330）�

（195）�

��

（695）���

（900）���

465
525

830

890

1035

1095

1105

1265

A

B

C

D

E

F

G

HH

I

J

図表1

－ 131 －



の居住者の1800万超の当該金額のうちの

（1800万円－900万円＝）900万円を取る。

あるいは

課税総所得金額900万円超1800万円以下を

有する居住者の900万円超の当該金額のう

ちの（当該金額－900万円＝）残額を取

る。

1800万円を超える金額

課税総所得金額1800万円超を有する全て

の居住者の1800万超の当該金額のうちの

（当該金額－1800万円＝）残額を取る。

このように、「区分」された「それぞれの金額

は」順序付けられているのである。

2－4 税率表の「金額」とは千円である

国税通則法の第118条は、課税標準の金額の一

単位を次のように、千円と定めている。

このように、課税標準の金額の一単位が千円

と定められているということは、先の、「区分」

された「それぞれの金額」は、何れも千円から

構成されており、その各千円に対して税率が乗

ぜられる、ということを意味する。（以後、各金

額は、例えば2345万6千円というように、千円の

位まで表示されているものとする）。すなわち、

次のようになっている。

195万円以下の金額

「区分」された195万円は（195万円÷千

円＝）1950個の千円から成り、各千円に

対して0.05の税率が乗ぜられる。

あるいは

当該金額は、（当該金額÷千円）個の千円

から成り、各千円に対して0.05の税率が乗

ぜられる。

195万円を超え330万円以下の金額

「区分」された135万円は（135万円÷千

円＝）1350個の千円から成り、各千円に

対して0.10の税率が乗ぜられる。

あるいは

「区分」された残額は（残額÷千円）

個の千円から成り、各千円に対して0.10の

税率が乗ぜられる。

330万円を超え695万円以下の金額

「区分」された365万円は（365万円÷千

円＝）3650個の千円から成り、各千円に

対して0.20の税率が乗ぜられる。

あるいは

「区分」された残額は（残額÷千円）

個の千円から成り、各千円に対して0.20の

税率が乗ぜられる。

695万円を超え900万円以下の金額

「区分」された205万円は（205万円÷千

円＝）2050個の千円から成り、各千円に

対して0.23の税率が乗ぜられる。

あるいは

「区分」された残額は（残額÷千円）

個の千円から成り、各千円に対して0.23の

税率が乗ぜられる。

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0.33の税率が乗ぜられる。

あるいは

「区分」された残額は（残額÷千円）

個の千円から成り、各千円に対して0.33の

税率が乗ぜられる。

1800万円を超える金額

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。
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「区分」された残額は（残額÷千円）

個の千円から成り、各千円に対して0.40の

税率が乗ぜられる。

このように、各千円に対して、税率が乗ぜら

れるとすれば、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。

税率表における、例えば、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。

12345番目の千円を所有する各居住者の課税総

所得金額は、当然のこととして、1234万5千円以

上である。従って、

税率表における1234万5千円は

・1234万5千円以上の課税総所得金額を所有する

すべての居住者の、12345番目の千円を意味す

る。

結局、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。尚、ここで、“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”と表現しているのは、

税率表の金額が課税総所得金額を表している、

ということではなく、“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”

が含まれていることを説明しているだけである。

上例で繰り返して言えば、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、ということである。すぐ上で

述べたように、“1234万5千円以上の課税総所得

金額”と表現しているのは、税率表の金額が課

税総所得金額を表している、ということではな

く、“12345番目の千円”が含まれていることを

説明しているだけである。

そこで、千円を順序付けて言えば、税率表は、

次のようになる。

195万円以下の金額

（1千円÷千円＝）1番目から（195万円÷

千円＝）1950番目まで或いはその直前以

前までの、各千円に対して0.05の税率が乗

ぜられる。

195万円を超え330万円以下の金額

（195万 1千円÷千円＝）1951番目から

（330万円÷千円＝）3300番目まで或いは

その直前以前までの、各千円に対して0.10

の税率が乗ぜられる。

330万円を超え695万円以下の金額

（3301千円÷千円＝）3301番目から（695

万円÷千円＝）6950番目まで或いはその

直前以前までの、各千円に対して0.20の税

率が乗ぜられる。

695万円を超え900万円以下の金額

（695万 1千円÷千円＝）6951番目から

（900万円÷千円＝）9000番目まで或いは

その直前以前までの、各千円に対して0.23

の税率が乗ぜられる。

900万円を超え1800万円以下の金額

（900万 1千円÷千円＝）9001番目から

（1800万円÷千円＝）18000番目まで或い

はその直前以前までの、各千円に対して

0.33の税率が乗ぜられる。

1800万円を超える金額

（1800万1千円÷千円＝）18001番目から

（当該金額÷千円）番目までの、各千円に

対して0.40の税率が乗ぜられる。
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ともあれ、税率表の金額は、千円を意味する、

ただし、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し、さら

に、税率表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、順序づけられた千円を意味

するのである。

2－5 税率表の正しい図示――その1――

縦軸に税率を取り、横軸に各居住者の課税総

所得金額を取って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、縦軸の税率を基点にして述べれ

ば、つまり、税率表の税率を基点にして税率表

について言えば、次のようになる。

・0.05の税率は、195万円超の課税総所得金額を

有する、すべての居住者の、（1千円÷千円＝）

1番目から（195万円÷千円＝）1950番目までの、

順序づけられた各千円に乗ぜられる。

あるいは

195万円以下の課税総所得金額を有する、すべて

の居住者の、（1千円÷千円＝）1番目から（当該

金額÷千円）番目までの、順序づけられた各千

円に乗ぜられる。

・0.10の税率は、330万円超の課税総所得金額を

有する、すべての居住者の、（195万1千円÷千

円＝）1951番目から（330万円÷千円＝）3300番

目までの、順序づけられた各千円に乗ぜられる。

あるいは

330万円以下の課税総所得金額を有する、すべて

の居住者の、（195万1千円÷千円＝）1951番目か

ら（当該金額÷千円）番目までの、順序づけら

れた各千円に乗ぜられる。

・0.20の税率は、695万円超の課税総所得金額を

有する、すべての居住者の、（3301千円÷千円＝）

3301番目から（695万円÷千円＝）6950番目まで

の、順序づけられた各千円に乗ぜられる。

あるいは

695万円以下の課税総所得金額を有する、すべて

の居住者の、（3301千円÷千円＝）3301番目から

（当該金額÷千円）番目までの、順序づけられた

各千円に乗ぜられる。

・0.23の税率は、900万円超の課税総所得金額を

有する、すべての居住者の、（695万1千円÷千

円＝）6951番目から（900万円÷千円＝）9000番

目までの、順序づけられた各千円に乗ぜられる。

あるいは

900万円以下の課税総所得金額を有する、すべて

の居住者の、（695万1千円÷千円＝）6951番目か

ら（当該金額÷千円）番目までの、順序づけら

れた各千円に乗ぜられる。
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・0.33の税率は、1800万円超の課税総所得金額

を有する、すべての居住者の、（900万1千円÷千

円＝）9001番目から（1800万円÷千円＝）18000

番目までの、順序づけられた各千円に乗ぜられ

る。

あるいは

1800万円以下の課税総所得金額を有する、すべ

ての居住者の、（900万1千円÷千円＝）9001番目

から（当該金額÷千円）番目までの、順序づけ

られた各千円に乗ぜられる。

・0.40の税率は、1800万円超の課税総所得金額

を有する、すべての居住者の、（1800万1千円÷

千円＝）18001番目から（当該金額÷千円）番目

までの、順序づけられた各千円に乗ぜられる。

図表2のような図示は、皆無である。

2－6 通説による税率表の誤った図示

税率表として一般に図示されるのは、つまり

通説による図示は、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、0.23超0.33未満のすべての税率が適用され

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

つの税率の0.23と0.33とがこの順序でそれぞれ乗

ぜら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、0.23が乗ぜられるものとして、黒丸で表され、

他方は、この場合は端点Bは、0.33は乗ぜられな

いものとして、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、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、0.33の1つの税率しか適用されず、0.05、

0.10、0.20、0.23の4つの税率は適用されないこ

とになっているからである。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

いからである。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
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視されているのである。つまり、「金額」 が、

課税総所得金額と同一視され、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得金額の大きさに

よって、各居住者が、“分割”、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、“分割”されているのである。

後でも述べるが、各居住者の課税総所得金額そ

れ自体を、法律のように分ける場合は法律の条

文に従って「区分」という用語を使い、各居住

者の異なる課税総所得金額をグルーピングして

分ける場合は“分割”という用語を使うことに

する。

・195万円以下の金額

195万円以下の課税総所得金額を有する居住

者：｛A｝

・195万円を超え330万円以下の金額

195万円超330万円以下の課税総所得金額を

有する居住者：｛B｝

・330万円を超え695万円以下の金額

330万円超695万円以下の課税総所得金額を

有する居住者：｛C，D｝

・695万円を超え900万円以下の金額

695万円超900万円以下の課税総所得金額を

有する居住者：｛E，F｝

・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：｛G，H、I, J｝

税率表の「区分」が、このような“分割”

でないことは言うまでもない。

2－7 税率表の正しい図示――その2――

以下、便宜上、次のような税率表を想定して

論じてゆくことにする。

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、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1

つの、正しい図示なのである。以下では、図表2

ではなく、図表7を使うことにする。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。

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
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図表7は、居住者の課税総所得金額を横軸上の

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、一単位の千円を或る長さで表すこと

にすると、1番目の千円から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、つまり、その長さが14567

個の千円を表し、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。

2－8 小括

結局、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、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、千円を表している。そし

て、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。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、未

だ嘗て試みられたことのないものである。

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、以下では屡、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 税率表の改定

3－1 税率の改定：税制改定Ⅰ

3－1－1 正しい理解

3－1－1－1 定義

所得税法では、税率表において、課税総所得

金額を区分する金額は、195万円、330万円、695

万円、900万円そして1800万円の五つであるが、

以下では、便宜上、二つだけとし、従って、税

率も、六つではなく、三つとし、これを税率表

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。X万円は、例

えば、1234万5千円というように、千円の位

まで、つまり、1234.5万円というように、表

わされているものとする。従って、（X万

円÷千円＝）Xとなること、つまり、（1234

万5千円÷千円＝）12345となることとする。

T（X）万円：X万円に対する税額。

例えば（330，900］：前者の記号の（は超を、

後者の記号の］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，＋∞）

の場合の後者の記号）は未満を表す。

例えば　X∈（330，900］：330万円超900万円

330万円�
＝3300番目の千円�

��
��

900万円�
＝9000番目の千円�

税率�

0.10

0.00
0

0.20

0.30

順序づけられた�
千円�

1456万７千円　�
＝14567番目の千円�

1456万７千円の�
課税総所得金額�

図表8
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以下の任意の課税総所得金額　X万円、とい

うことを表す。

さしあたり、税率表は次のようになっている

とする。

ここで、最後の税率を、次のように定義する。

最後の税率：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

用される税率は上の表では0.20なので、最後の税

率は、3456番目の千円に適用される0.20という

ことになる。

この最後の税率によって、各居住者の異なる

課税総所得金額を、分割して、次のようにグ

ルーピングすることにする。最後の税率を同じ

くする課税総所得金額を一つのグループとする

ことにすれば、上の税率表の場合は、各居住者

の異なる課税総所得金額は、次のように分割さ

れ、グルーピングされ，表示されることになる。

最後の税率が0.10の、0万円超330万円以下の

課税総所得金額：（0、330]

最後の税率が0.20の、330万円超900万円以下

の課税総所得金額：（330、900]

最後の税率が0.30の、900万円超の課税総所得

金額：（900、+∞）

ここで誤解を招かないために、先にも述べた

が、次の点を述べておく。税率表のように、各

居住者の課税総所得金額それ自体を分ける場合

は、法律の条文に従って、「区分」という用語を

使うことにするが、各居住者の異なる課税総所

得金額をグルーピングして分ける場合は、“分割”

という用語を使うことにする。例えば、330万円

を超え900万円以下の、という同じ表現であって

も、各居住者の課税総所得金額それ自体を

「区分」する、税率表の場合は、「330万円を超え

900万円以下の金額」というように必ず「の金額」

という言葉を付して使い、他方、各居住者の異

なる課税総所得金額をグルーピングして“分割”

する場合は、330万円を超え900万円以下の課税

総所得金額、というように、必ず課税総所得金

額という言葉を付して使うことにする。例えば、

（330、900] という表記法は、各居住者の異なる

課税総所得金額をグルーピングして“分割”

する場合にのみ使用し、各居住者の課税総所得

金額それ自体を「区分」する、税率表の場合は、

「330万円を超え900万円以下の金額」という表記

を行うことにする。

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，＋∞）

900
X

3300

T(X)

図表9

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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T（X）＝0.10×330＋0.20×（900－330）＋

0.30×（X－900）

3－1－1－2 税制改定Ⅰと順序付けられた千円

への課税

ここで、次のような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：税制改定前の課税総所得金額のX万

円に対する税額。

T2（X）万円： 〃　後　　　　　〃　　　　

〃　　　　。

そうすると、T1（X）万円とT2（X）万円の両者の

関係、つまり税制改定Ⅰによる結果は、以下の

ように計算される。見通しを得るために、予め、

いわば結論に当たるものを図示して置くと、図

表10のように表される。尚、この図表10は、税

率表を正しく解した場合に得られる図であり、

かような図は一般に見受けられず、このことは

正しい解釈が行われていないことを傍証するこ

とになっている。

X∈（0，330］

0.05＜0.10

0.05×X＜0.10×X

T2（X）＜T1（X）

税制改定Ⅰによって、X万円に対する税額

については、1番目から（X万円÷千円＝）

X番目までの各千円に対しては軽課で、全体

として減税になる。

X∈（330，900］

0.05＜0.10

0.05×330＜0.10×330

0.05×330＋0.20×（X－330）＜0.10×330＋

0.20×（X－330）

T2（X）＜T1（X）

税制改定Ⅰによって、X万円に対する税額

については、（330万1千円÷千円＝）3301番

目から（X万円÷千円＝）X番目までの各千

円に対して税額は不変だが、1番目から

（330万円÷千円＝）3300番目までの各千円

に対しては軽課なので、全体として減税に

なる。

X∈（900，＋∞）

T1（X）＝0.10 ×330 ＋ 0.20×（ 900－330 ）＋

0.30×（X－900）

T2（X）＝0.05 × 330 ＋ 0.20×（ 900－330 ）＋

0.35×（X－900）

T2（X）－T1（X）＝－0.05×330＋0.05×（X－

900）

T2（X）＝T1（X）となるXを求めると、1230 で

ある。

よって

X∈（900，1230）

X＜1230

X－900＜1230－900

900
X

330 1230

T1(X), T2(X) 

T1(X)：OA1A2A3の屈折直線。�

T2(X)：OB1B2B3の　  〃　  。�

A1
��

A2
��

A3
��

B3
��

B2
��

B1
��

（万円）�

Q

O

図表10

（0.10から0.05への引下げ）

330万円以下の金額 0.05

（0.20で不変で据え置き）

330万円を超え900万円以下の金額 0.20

（0.30から0.35への引上げ）

900万円を超える金額 0.35
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X－900＜330

0.05×（X－900）＜0.05×330

（0.35－0.30）×（X－900）＜（0.10－0.05）×

330

0.05×330＋0.35×（X－900）＜0.10×330＋

0.30×（X－900）

0.05×330＋0.20×（900－330）＋0.35×（X－

900）

＜0.10×330＋0.20×（900－330）＋0.30×

（X－900）

T2（X）＜T1（X）

税制改定Ⅰによって、X万円に対する税額

については、（330万1千円÷千円＝）3301番

目から（900万円÷千円＝）9000番目までの

各千円に対して税額は不変だが、1番目から

（330万円÷千円＝）3300番目の各千円に対

する軽課額が、（900万1千円÷千円＝）9001

番目から（X万円÷千円＝）X番目までの各

千円に対する重課額を超過し、全体として

減税になる。

X＝1230

1230 ＝1230

1230－900＝1230－900

1230－900＝330

0.05×（1230－900）＝0.05×330

（0 .35－ 0 .30）×（1230－ 900）＝（0 .10－

0.05）×330

0.05×330＋0.35×（1230－900）＝0.10×

330＋0.30×（1230－900）

0 .05×330＋0 .20×（900－330）＋0 .35×

（1230－900）

＝0.10×330＋0.20×（900－330）＋0.30×

（1230－900）

T2（X）＝T1（X）

税制改定Ⅰによって、1230万円に対する

税額については、1番目から（330万円÷千

円＝）3300番目までの各千円に対する軽課

額と、（900万1千円÷千円＝）9001番目から

（1230万円÷千円＝）12300番目までの各千

円に対する重課額とが等しくて相殺され、

（330万1千円÷千円＝）3301番目から（900

万円÷千円＝）9000番目までの各千円に対

して税額は不変なので、全体として不変で

ある。

X∈（1230，＋∞）

0.35＞0.30

0.35×（X－1230）＞0.30×（X－1230）

{0.05×330＋0.20×（900－330）＋0.35×

（1230－900）}＋0.35×（X－1230）

＞{0 .10×330＋0 .20×（900－

330）＋0.30×（1230－900）}＋0.30×（X－

1230）

T2（X）＞T1（X）

直前のX＝1230の場合から明らかなよう

に、上の3番目の不等式において、各辺の第

1項は相互に等しいが、つまり、税制改定に

よっても（1 千円÷千円＝）1 番目から

（1230万円÷千円＝）12300番目までの各千

円に対する税額の合計は不変だが、（1230万

1千円÷千円＝）12301番目から（X÷千円＝）

X番目までの各千円に対して0.30から0.35へ

重課となるため、全体として増税になる。

詳細に言えば、税制改定Ⅰによって、X万

円に対する税額については、1番目から

（330万円÷千円＝）3300番目までの各千円

に対する軽課額と、（900万1千円÷千円＝）

9001番目から（1230万円÷千円＝）12300番

目までの各千円に対する重課額とは等しく

て相殺され、（330万1千円÷千円＝）3301番

目から（900万円÷千円＝）9000番目までの

各千円に対しては不変で、これらに対して、

（1230万1千円÷千円＝）12301番目から（X

万円÷千円＝）X番目までの各千円に対する

税額のみが重課で、全体として増税になる。
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3－1－1－3 税制改定Ⅰの図示

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のように表される。このうち、

特に、X∈（330，900］の場合については図表12

で、又、X∈（900，1230）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。

X∈（330，900］

税制改定Ⅰによって、X万円に対する税額

については、（330万1千円÷千円＝）3301番

目から（X万円÷千円＝）X番目までの各千

円に対して税額は不変だが、1番目から

（330万円÷千円＝）3300番目までの各千円

に対しては図表12の斜線部分Aだけ軽課な

ので、全体として減税になる。

X∈（900，1230）

税制改定Ⅰによって、X万円に対する税額

については、（330万1千円÷千円＝）3301番

目から（900万円÷千円＝）9000番目までの

各千円に対して税額は不変だが、1番目から

（330万円÷千円＝）3300番目の各千円に対

する、図表 13の斜線部分 Aの軽課額が、

（900万1千円÷千円＝）9001番目から（X万

円÷千円＝）X番目までの各千円に対する、

斜線部分Bの重課額を超過し、全体として減

税になる。

3－1－1－4 小括

結局、注目すべきは、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 通説による誤解

3－1－2－1 通説による税制改定Ⅰの理解

通説は税制改定Ⅰを事実上、次のように考え

ている。

X∈（0，330］

税負担は減税でT2（X）＜T1（X）

X∈（330，900］

税負担は不変でT2（X）＝T1（X）

X∈（900，＋∞）
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税負担は増税でT2（X）＞T1（X）

通説は何故にこのように考えるかと言えば、

通説は、事実上、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

解しているからである。課税総所得金額の大小

によって、居住者の集合を分割し、各居住者の

課税総所得金額には、単一の税率が乗ぜられる

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OA2。

従ってT2（X）＜T1（X）で減税。

改めて、T1（X）、そして T1（X）とT2（X）の関係

は、次のようになる。

T2（X）＜T1（X）

0.05X＜0.10X

0.05X＜（0.05＋0.10－0.05）X

0.05X＜0.05X＋（0.10－0.05）X

上の式において、税制改定によって、（0.10－

0.05）X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。

X∈（330，900］

T1（X）＝0.20X：実線　A2A3。

T2（X）＝0.20X：点線　B2B3。

従ってT2（X）＝T1（X）で不変。

改めて、T1（X）とT2（X）はそれぞれ、そして 両

者の関係は、次のようになる。

T2（X）＝T1（X）

＝0.20×X

＝0.20×（330＋X－330）

＝0.20×330＋0.20×（X－330）

＝（0.05＋0.10－0.05＋0.20－0.10）×

330＋0.20×（X－330）

＝{0.05×330＋0.20×（X－330）}＋

{（0.10－0.05）×330＋（0.20－0.10）×

330}

先の正しい理解と比べて、上の式の最後の辺

において、第2項の中括孤の部分だけ、税額は過

多になっている。その際に、中括孤の中の第1項

の（0.10－0.05）×330は、正しく解釈した場合は

減税されるのであるが、このような解釈の場合

は、改定後も、改定前と同様に、課税され、不

変となっており、これが全体として税負担を不

変にしているのである。

上述を税率表との関わりで言えば次のように

なる。

そもそも、改定前は、1番目から（330万円÷

900
X

3300
O

T(X)

税制改定前：実線�
　　〃　後：点線�

A1
��

A2
��

A3
��

B3
��

A4
��

A5
��

B4
��

B5
��

B2
��

B1
��

注）１　実線Ａ�2Ａ�3と点線B2B3とは同一直線上にある。�
　２　点Ｏ,Ａ�2,Ａ�3は、Ｏ,Ａ�4 ,Ａ�5は、そして点Ｏ,B 4,B5は、それぞれ同一直線上にある。�

図表14
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千円＝）3300番目までの各千円に乗ぜられる税

率は、正しくは0.10であるが、通説では、0.20に

なっているのである。改定後は、正しくは0.05で

あるが、かような理解では、0.20になっているの

である。（330万1千円÷千円＝）3301番目から

（X÷千円＝）X番目までの各千円に乗ぜられる税

率は0.20で、改定前も改定後も不変である、とい

う点だけが、正しくなっているのである。かく

して、1番目から（330万円÷千円＝）3300番目

までの各千円に対する、改定による、軽課措置

が、無視され、課税総所得金額330万円超900万

円以下の場合の減税が明確にならないのである。

X∈（900，＋∞）

T1（X）＝0.30X：実線　A4A5。

T2（X）＝0.35X：点線　B4B5。

従ってT2（X）＞ T1（X）で増税。

T2（X）＝0.35×X

＝0.35×（330＋900－330＋X－900）

＝0.35×330＋0.35×（900－330）＋

0.35×（X－900）

＝（0.05＋0.10－0.05＋0.35－0.10）×

330＋（0.20＋0.35－0.20）×（900－330）

＝0.05×330＋（0.10－0.05）×330＋

（0.35－0.10）×330＋0.20×（900－330）

＋（0.35－0.20）×（900－330）＋0.35×

（X－900）

＝{0.05×330＋0.20×（900－330）＋

0.35×（X－900）}＋[{（0.10－0.05）×330

＋（0.35－0.10）×330}＋（0.35－0.20）×

（900－330）]

上の式の最後の辺において、第1項の中括孤は、

税率表を正しく理解した場合の税額であり、第2

項の大括弧は、誤解したことによる過多になっ

ている部分である。

上述を税率表との関わりで言えば次のように

なる。1番目から（330万円÷千円＝）3300番目

までの各千円に乗ぜられる税率は、正しくは、

改定によって、0.10から0.05に引き下げられるが、

通説では、改定前が0.30と誤解され、改定後も

0.35と誤解される。（330万1千円÷千円＝）3301

番目から（900万円÷千円＝）9000番目までの各

千円に乗ぜられる税率は、正しくは、改定に

よって、0.20で不変だが、通説では、改定前が

0.30と誤解され、改定後も0.35と誤解される。

（900万1千円÷千円＝）9001番目から（X 万円÷

千円＝）X番目までの各千円に乗ぜられる税率は、

改定前は0.30で、改定後は0.35である、という点

だけが、正しい。

このように、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。

3－1－2－2 通説による税制改定Ⅰの図示

以下、便宜上、次のような税率表を想定して

論じてゆくことにする。

先に、税率表の正しい図示として、縦軸に税

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、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。通説として、

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
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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、改定前の税額を図示すれ

ば、それぞれ、図表16と図表17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

A1A2A3A4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

A1A2A3A4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、図を敷衍すれば、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。正しく理解されれば、

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A1A2A3A4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。

3－1－2－3 小括

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、税額を誤って過多に

計上しているのである。

結局、このような誤解は、税率表の誤解に端

を発しているのである。

3－2 区分する金額の改定：税制改定Ⅱ

3－2－1 正しい理解

これまでは、税率表の改定による税制改定と

しては、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
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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）。

この税制改定それ自体は、図表22のように図

示される。

そうすると、T1（X）万円とT2（X）万円の両者の

関係、つまり税制改定Ⅱによる結果は、以下の

ようになるが、見通しを得るために、予め、い

わば結論に当たる図を述べておくと、それは、

後述の図表25である。この図表25は、先にも同

様のことを述べたが、税率表を正しく解した場

合に得られる図である。かような図は一般に見

受けられず、このことは正しい解釈が行われて

いないことを傍証することになっている。

X∈（0，330］

T1（X）＝0.10×X 

T2（X）＝0.10×X 

従って

T2（X）＝T1（X）

税制改定によっても、（1千円÷千円＝）

1番目から（330万円÷千円＝）3300番目ま

での各千円に対する税率は0.10で据え置きな

ので、全体としての税負担も不変である。

X∈（330，400］

0.10＜0.20

0.10×（X－330）＜0.20×（X－330）

0.10×330＋0.10×（X－330）＜0.10×330＋

0.20×（X－330）

0.10×X＜0.10×330＋0.20×（X－330）

T2（X）＜T1（X）

税制改定によって、（1千円÷千円＝）1番

目から（330万円÷千円＝）3300番目までの
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（330万円を400万円に引上げ）

400万円以下の金額 0.10

（330万円を400万円に引上げ、900万円を800

万円に引下げ）

400万円超え800万円以下の金額 0.20

（900万円を800万円に引下げ）

800万円を超える金額 0.30
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各千円に対する税率は0.10で据え置きだが、

（330万1千円÷千円＝）3301番目から（X万

円÷千円＝）X番目までの各千円に対する税

率は0.20から0.10に引き下げられているの

で、全体としては減税である。

X∈（400，800］

0.10＜0.20

0 .10×（400－ 330）＜0 .20×（400－ 330）

0.10×330＋0.10×（400－330）＋0.20×（X－

400）＜0 .10×330＋0 .20×（400－330）＋

0.20×（X－400）

0.10×400＋0.20×（X－400）＜0.10×330＋

0.20×（X－330）

T2（X）＜T1（X）

税制改定によって、（1千円÷千円＝）1番

目から（330万円÷千円＝）3300番目までの

各千円に対する税率は0.10で据え置きで、又、

（400万1千円÷千円＝）4001番目から（X万

円÷千円＝）X番目までの各千円に対する税

率は0.20で据え置きだが、（330万1千円÷千

円＝）3301番目から（400万円÷千円＝）

4000番目までの各千円に対する税率は0.20

から0.10に引き下げられているので、全体と

しては減税である。

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）＝－0.10×（400－330）＋0.10

×（X－800）

T2（X）＝T1（X） となるようなXを求める。

X ＝870

X∈（800，870）

X＜870

X－800＜870－800

X－800＜70

X－800＜400－330

0.10×（X－800）＜0.10×（400－330）

（0.30－0.20）×（X－800）＜（0.20－0.10）×

（400－330）

0.10×（400－330）＋0.30×（X－800）＜

0.20×（400－330）＋0.20×（X－800）

0.10×330＋0.10×（400－330）＋0.20×

（800－400）＋0.30×（X－800）＜

0.10×330＋0.20×（400－330）＋0.20×

（800－400）＋0.20×（X－800）

0.10×400＋0.20×（800－400）＋0.30×（X－

800）＜0.10×330＋0.20×（X－330）

T2（X）＜T1（X）

X万円のうち、1番目から（330万円÷千円＝）

3300番目までの各千円に対して税率は0.10で据

え置きで、又、（400万1千円÷千円＝）4001番目

から（800万円÷千円＝）8000番目までの各千円

に対する税率は0.20で据え置きであり、改定に

よっても課税は不変だが、上の6番目の不等式か

ら明らかなように、（330万 1千円÷千円＝）

3301番目から（400万円÷千円＝）4000番目まで

の各千円に対しては税率は0.20から0.10に引き下

330 400 800 870 900

税率�

0.10

0.00

0.20

0.30

順序づけられた�
千円�

税制改定前：実線�
　　〃　後：点線�

B2
��

A2
��

A3
��

A4
��

B3
��

B4
��

0

X
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げられ軽課となり、他方、（800万1千円÷千円＝）

8001番目から（X万円÷千円）番目までの各千円

に対しては0.20から0.30に引き上げられ重課とな

るが、前者の軽課の方が後者の重課よりも大き

いので、全体としては、減税となる。

図表24で言えば、前者の軽課は斜線部分の面

積Cで表示され、後者の重課は斜線部分の面積D

で表示され、C＞Dなので、全体としては、減税

となるのである。

X＝870

870＝870

（0 .30－ 0 .20）×（870－ 800）＝（0 .20－

0.10）×（400－330）

0 .10×330＋0 .10×（400－330）＋0 .20×

（800－400）＋0.30×（870－800）＝

0 .10×330＋0 .20×（400－330）＋0 .20×

（800－400）＋0.20×（870－800）

0 .10×400＋0 .20×（800－400）＋0 .30×

（870－800）＝0.10×330＋0.20×（870－

330）

T2（870）＝T1（870）

X万円のうち、1番目から（330万円÷千

円＝）3300番目までの各千円に対して税率

は0.10で据え置きで、又、（400万1千円÷千

円＝）4001番目から（800万円÷千円＝）

8000番目までの各千円に対する税率は0.20

で据え置きであり、改定によっても課税は

不変だが、上の2番目の等式から明らかなよ

うに、（330万1千円÷千円＝）3301番目から

（400万円÷千円＝）4000番目までの各千円

に対しては税率は0.20から0.10に引き下げら

れ軽課となり、他方、（800万1千円÷千円＝）

8001番目から（X万円÷千円）番目までの各

千円に対しては0.20から0.30に引き上げられ

重課となるが、前者の軽課と後者の重課と

が等しいので、全体としては、不変となる。

図表24において、課税総所得金額X万円

が、丁度870万円であるとすれば、軽課のC

の面積と、重課のDの面積とが、等しく、全

体として不変である、ということになる。

X∈（870，900］

0.30＞0.20

0.30×（X－870）>0.20×（X－870）

{0.10×330＋0.10×（400－330）＋0.20×

（800－400）＋0.30×（870－800）}＋0.30×

（X－870）＞

{0.10×330＋0.20×（400－330）＋0.20×

（800－400）＋0.20×（870－800）}＋0.20×

（X－870）

{0.10×400＋0.20×（800－400）＋0.30×

（870－800）}+0.30×（X－870）＞

{0.10×330＋0.20×（870－330）}+0.20×

（X－870）

0.10×400＋0.20×（800－400）＋0.30×（X－

800）＞0.10×330＋0.20×（X－330）

T2（X）＞T1（X）

すぐ上のX＝870の場合から明らかなよう

に、（1千円÷千円＝）1番目から（870万

円÷千円＝）8700番目までの、8700個の千

円全体に対する税負担は不変だが、（870万1

千円÷千円＝）8701番目から（X 万円÷千

円＝）X番目までの各千円に対する税率が、

0.20から0.30に引き上げられているので、全

体としては増税になる。

詳細に言えば、X万円のうち、1番目から

330 400 800 870 900

税率�

0.10
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0.30

順序づけられた�
千円�
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（330万円÷千円＝）3300番目までの各千円

に対して税率は0.10で不変で、又、（400万1

千円÷千円＝）4001番目から（800万円÷千

円＝）8000番目までの各千円に対する税率

は0.20で不変であり、改定によっても課税は

不変だが、上の2番目の不等式から明らかな

ように、（330万1千円÷千円＝）3301番目か

ら（400万円÷千円＝）4000番目までの各千

円に対して税率は0.20から0.10に引き下げら

れ軽課となり、他方、（800万1千円÷千円＝）

8001番目から（870万円÷千円＝）8700番目

までの各千円に対して税率は0.20から0.30に

引き上げられ重課となるが、前者の軽課と

後者の重課とは等しく相殺され、結局、

（870万1千円÷千円＝）8701番目から（X万

円÷千円＝）X番目までの各千円に対して税

率が0.20から0.30に引き上げられているの

で、全体としては、増税となる。

図表24において、X∈（870，900］である

とすれば、軽課のCの面積よりも、重課のD

の面積が大きく、全体として増税になる。

X∈（900，＋∞）

0.30＞0.20

0.30×（900－870）＞0.20×（900－870）

{0.10×330＋0.10×（400－330）＋0.20×

（800－400）＋0.30×（870－800）}

+0 .30×（900－ 870）+0 .30×（X－900）＞

{0.10×330＋0.20×（400－330）＋0.20×

（800－400）＋0.20×（870－800）}

+0.20×（900－870）＋0.30×（X－900）

0.10×400＋0.20×（800－400）＋0.30×（X－

800）

＞0.10×330＋0.20×（900－330）＋0.30×

（X－900）

T2（X）＞T1（X）

先のX＝870の場合から明らかなように、

（1千円÷千円＝）1番目から（870万円÷千

円＝）8700番目までの、8700個の千円全体

に対する税負担は不変であり、又、（900万1

千円÷千円＝）9001番目から（X万円÷千

円＝）X番目までの、各千円に対する税率は

0.30で据え置きだが、（870万1千円÷千円＝）

8701番目から（900万円÷千円＝）9000番目

までの各千円に対する税率は、0.20から0.30

に引き上げられているので、全体としては

増税になる。

結局、注意すべきは、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 通説による誤解

このような税制改定に対して通説は、特に、

税額は、改定によってもX∈（400，800］におい

ては不変、X∈（800，900］においては増税のみ、

そしてX∈（900，＋∞）においては不変、とそれ

ぞれ誤解している。この誤解は、税率表の誤解

に端を発している。税率表に対する、従って、

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

900
X

330 400 800 870

T(X)

税制改定前：屈折直線OA1A2A3��

　　〃　　：　  〃　  OB1B2B3
��
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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。

以下、課税総所得金額を税制改定との関わり

でグルーピングし、それぞれにおいて、先ず、

通説の、税制改定の前と後それぞれの税額を定

式化し両者の大小を比較し、次いで、その際の、

税率表について、正しい解釈との対比で、述べ

ることにする。後者の税率表については、その

金額は順序付けられた千円であり、その各千円

に乗ぜられるものとして税率は規定されている、

という観点から、通説の税率表に対する誤解を

明確にしてゆくことにする。

X∈（0，330］

T1（X）＝0.10X 

T2（X）＝0.10X 

T2（X）＝T1（X）

1番目から（X万円÷千円＝）X番目まで

の各千円に対する税率は、改定の前も後も

0.10である、と正しく解されている。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、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、不変となっている、のだ

が、このことが考慮されていないからであ

る。

X∈（330，400］

T1（X）＝0.20X 

T2（X）＝0.10X 

T2（X）＜T1（X）

T1（X）＝0.20X

＝0.20×（330＋X－330）

＝0.20×330＋0.20×（X－330）

＝（0.10＋0.20－0.10）×330＋0.20×

（X－330）

＝0.10×330＋（0.20－0.10）×330＋

0.20×（X－330）

＝{0.10×330＋0.20×（X－330）} ＋

（0.20－0.10）×330

T2（X）＝0.10X

＝0.10×（330＋X－330）

＝0.10×330＋0.10×（X－330）

1番目から（330万円÷千円＝）3300番目

までの各千円に乗ぜられる税率は、改定前

は（T1（X）式の第4辺の第1項のように）0.20

と誤解され、改定後は（T2（X）式の第4辺の

第1項のように）0 .10と正しく解される。

（330万1千円÷千円＝）3301番目から（X万

900
X
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注）１　実線OA1と点線OB1, 実線A2A3と点線B2B3, 実線A4A5と点線B4B5とは同一直線上にある。�

　２　点Ｏ,A2,A3は同一直線上にあり、又、点Ｏ,A4,A5も同一直線上にある。�
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円÷千円＝）X番目までの各千円に乗ぜられ

る税率は、改定前は（T1（X）式の第6辺の第3

項のように）0.20で改定後は（T2（X）式の第

4辺の第2項のように）0.10である、と正し

くなっている。

改定前は、1番目から（330万円÷千円＝）

3300番目までの各千円に乗ぜられる税率が、

通説では過大になっているため、改定によ

る減税額が過大になっている。

X∈（400，800］

T1（X）＝0.20X 

T2（X）＝0.20X 

T2（X）＝T1（X）で不変。

T1（X）＝0.20X

＝0.20×330＋0.20×（X－330）

＝0.20×330＋0.20×（400－330）＋

0.20×（X－400）

T2（X）＝0.20X 

＝0.20×400＋0.20×（X－400）

＝0.20×330＋0.20×（400－330）＋

0.20×（X－400）

1番目から（330万円÷千円＝）3300番目

までの各千円に乗ぜられる税率は、改定前

も（T1（X）式の第3辺の第1項のように）改定

後も（T2（X）式の第4辺の第1項のように）、

正しくは0.10であるにも拘らず、0.20と誤解

される。（330万1千円÷千円＝）3301番目か

ら（400万円÷千円＝）4000番目までの各千

円に乗ぜられる税率は、改定前は（T1（X）式

の第4辺の第2項のように）0.20である、と

正しく解されるが、改定後は（T2（X）式の

第4辺の第2項のように）、正しくは0.10であ

るにも拘らず、0.20である、と誤解される。

（400万1千円÷千円＝）4001番目から（X 万

円÷千円＝）X番目までの各千円に乗ぜられ

る税率は、改定前も（T1（X）式の第4辺の第3

項のように）改定後も（T2（X）式の第4辺の

第3項のように）何れも0.20である、と、こ

れだけは正しく解される。

（330万1千円÷千円＝）3301番目から

（400万円÷千円＝）4000番目までの各千円

に乗ぜられる税率が、通説では、0.20で不変

と誤解されるので、0.10への引き下げが認識

されず、改定による減税が認識されない。

しかも、1番目から（330万円÷千円＝）

3300番目までの各千円に乗ぜられる税率が、

改定前も後も、0.10ではなく、0.20と過大に

なっている。

X∈（800，900］

T1（X）＝0.20X 

T2（X）＝0.30X 

T2（X）＞T1（X）で増税。

T1（X）＝0.20X 

＝0.20×330＋0.20×（X－330）

＝0.20×330＋0.20×（400－330）＋

0.20×（800－400）＋ 0.20×（X－800）

T2（X）＝0.30X 

＝0.30×400＋0.30×（800－400）＋

0.30×（X－400）

＝0.30×330＋0.30×（400－330）＋

0.30×（800－400）＋ 0.30×（X－800）

1番目から（330万円÷千円＝）3300番目

までの各千円に乗ぜられる税率は、改定前

も改定後も、正しくは0.10であるにも拘らず、

改定前は（T1（X）式の第4辺の第1項のように）

0.20と誤解され、改定後は（T2（X）式の第4

辺の第1項のように）0 .30と誤解される。

（330万1千円÷千円＝）3301番目から（400

万円÷千円＝）4000番目までの各千円に乗

ぜられる税率は、改定前は（T1（X）式の第4

辺の第2項のように）0.20である、と正しく

解されるが、改定後は、正しくは0.10である
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にも拘らず、（T2（X）式の第4辺の第2項のよ

うに）0.30である、と誤解される。（400万1

千円÷千円＝）4001番目から（800 万円÷千

円＝）8000番目までの各千円に乗ぜられる

税率は、改定前は（T1（X）式の第4辺の第3項

のように）、0.20である、と正しく解される

が、改定後は正しくは0.20であるにも拘らず、

（T2（X）式の第4辺の第3項のように）0.30で

ある、と誤解される。（800万1千円÷千円＝）

8001番目から（X万円÷千円＝）X番目まで

の各千円に乗ぜられる税率は、改定前は（T1

（X）式の第4辺の第4項のように）0.20で、改

定後は（T2（X）式の第4辺の第4項のように）

0.30である、と正しく解される。

税額との関連で言えば次のようになる。1

番目から（330万円÷千円＝）3300番目まで

の各千円については、正しくは、税額は改

定により不変であるにも拘らず、通説は、

改定前に過大に誤解し、改定により、その

過大に対して重課になる、と誤解する。

（330 万 1 千円÷千円＝）3301 番目から

（400万円÷千円＝）4000番目までの各千円

について、正しくは、税額は改定により軽

課になるにも拘らず、通説は、逆に重課に

なる、と誤解する。（400万1千円÷千円＝）

4001番目から（800万円÷千円＝）8000番目

までの各千円について、正しくは、税額は

改定により不変であるにも拘らず、通説は、

重課になる、と誤解する。（800万1千円÷千

円＝）8001番目から（X万円÷千円＝）X番

目までの各千円については、通説は、重課

になる、と正しく解している。

通説は、一部の軽課を認識しないために、

先に見たように、870万円未満にあっては、

減税になる点が認識されず、不変が過大に

誤解されるために、870万円超にあっては増

税が過大に見積もられることになる。

全体としての税額は、正しくは、800万円

超870万円未満の課税総所得金額では、改定

によって、減税になり、870万円では不変で

あり、870万円超900万円以下では増税にな

る。すなわち、1番目から（330万円÷千

円＝）3300番目までの各千円に乗ぜられる

税率と、（400万1千円÷千円＝）4001番目か

ら（800 万円÷千円＝）8000番目までの各千

円に乗ぜられる税率は、何れも据え置きで

不変であり、（330万1千円÷千円＝）3301番

目から（400万円÷千円＝）4000番目までの

各千円に乗ぜられる税率は、引き下げられ、

逆に、（800万1千円÷千円＝）8001番目から

（X万円÷千円＝）X番目までの各千円に乗ぜ

られる税率は、引き上げられ、前者の軽課

額と後者の重課額との大小関係が、870万円

を境に逆転する。

通説では、1番目から（X万円÷千円＝）

X番目までの各千円に乗ぜられる税率は、改

定前も改定後も単一で、何れも正しい場合

の最高税率であり、同値だが、正しい場合

に、低い税率が乗ぜられる各千円に、最高

税率が乗ぜられることになる。そして改定

によって、ヨリ高い最高税率が乗ぜられる

ことになる。全体としての税額は増税だが、

改定前と改定後それぞれの税額は正しい場

合より過大になるのである。

X∈（900，＋∞）

T1（X）＝0.30X 

T2（X）＝0.30X 

T2（X）＝T1（X）で不変。

T1（X）＝0.30X

＝0.30×330＋0.30×（900－330）＋

0.30×（X－900）

＝0.30×330＋0.30×（400－330）＋

0.30×（800－400）＋0.30×（900－

800）＋0.30×（X－900）

T2（X）＝0.30X
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＝0.30×400＋0.30×（800－400）＋

0.30×（X－800）

＝0.30×330＋0.30×（400－330）＋

0.30×（800－400）＋0.30×（900－

800）＋0.30×（X－900）

1番目から（330万円÷千円＝）3300番目

までの各千円に乗ぜられる税率は、改定前

も改定後も、正しくは0.10であるにも拘らず、

改定前も（T1（X）式の第4辺の第1項のように）

改定後も（T2（X）式の第4辺の第1項のように）、

何れも0.30と誤解される。（330万1千円÷千

円＝）3301番目から（400万円÷千円＝）

4000番目の各千円に乗ぜられる税率は、改

定前は、正しくは0.20で、改定後は、正しく

は0.10であるにも拘らず、改定の前も（T1

（X）式の第4辺の第2項のように）後も（T2

（X）式の第4辺の第2項のように）0.30である、

と誤解される。（400万1千円÷千円＝）4001

番目から（800万円÷千円＝）8000番目まで

の各千円に乗ぜられる税率は、改定の前も

後も、正しくは0.20であるにも拘らず、改定

前も（T1（X）式の第4辺の第3項のように）改

定後も（T2（X）式の第4辺の第3項のように）

何れも0.30である、と誤解される。（800万1

千円÷千円＝）8001番目から（900万円÷千

円＝）9000番目までの各千円に乗ぜられる

税率は、改定前は、正しくは0.20であるにも

拘らず、（T1（X）式の第4辺の第4項のように）

0.30であると誤解され、改定後は（T2（X）式

の第4辺の第4項のように）0.30である、と

正しく解される。（900万1千円÷千円＝）

9001番目から（X万円÷千円＝）X番目まで

の各千円に乗ぜられる税率は、改定の前も

（T1（X）式の第4辺の第5項のように）後も

（T2（X）式の第4辺の第5項のように）何れも

0.30である、と正しく解される。

税額は、正しくは、増税である。すなわ

ち、税制改定によって、1番目から（330万

円÷千円＝）3300番目までの各千円に乗ぜ

られる税率と、（400万 1千円÷千円＝）

4001番目から（800万円÷千円＝）8000番目

までの各千円に乗ぜられる税率と、（900万1

千円÷千円＝）9001番目から（X万円÷千

円＝）X番目までの各千円に乗ぜられる税率

は、何れも据え置きで不変だが、（330万1千

円÷千円＝）3301番目から（400万円÷千

円＝）4000番目の各千円に乗ぜられる税率

は、引き下げられ、逆に、（800万1千円÷千

円＝）8001番目から（900万円÷千円＝）

9000番目までの各千円に乗ぜられる税率は、

引き上げられ、前者の軽課額を後者の重課

額が上回り、全体として税額は増税である。

通説では、税制改定によっても、税額は

不変である、しかも、過大な税額で不変で

ある、となっているのである。

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、税率表の誤解に端

を発しているのである。

4 不変の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、税率表を改定する場合について考察

してきた。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、税率表を固定し、ある居住者の課税

総所得金額が変化する場合、あるいは同じこと

に帰すが、相異なる課税総所得金額に対する税

額を比較する場合について考察することにする。

先に定義した、最後の税率を再度掲げておく

ことにする。
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最後の税率

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、これに適用される税率

は現行では0.20なので、最後の税率は、3456番

目の千円に適用される0.20ということになる。

次のように定義し、又、記号を定めることに

する。

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、後述の図表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）。

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×（X2－X1）／X1X2

＞0

つまり、X1からX2に増大すると、最後の

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

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

の税率が上昇する場合だけでなく、同じ場合で

900
X

330 X1
��

X3
��

X2
��

T(X)

A

B

O

P

Q

R

図表28

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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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にし、又、最後の税率

が最低の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。所得税法には、垂直的公平と水平的公平の

二つの公平のうちの前者の垂直的公平の観点か

ら、この経済格差を部分的に変更することが制

度化されており、実際、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、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 通説による誤解

通説は、税率が高くなることを累進性と解し

ている。これは、高い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、同じ税率が適用

される場合は不変だが、高い税率が適用される

場合は上昇すると解している。平均税率と、税

率表の税率とが同一視されているのである。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、と解しているのであ

る。通説の平均税率は次のように定式化され、

図表29によって図示される。

X1，X2∈（330，900］： X1＜X2

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）

X2∈（330，900］，X3∈（900，＋∞）

a（X2）＝0.20X2／X2 ………　X2Q／OX2

900
X

330 X1
��

X3
��

X2
��

T(X)

A

B2
��

B1
��

O

注）OB1B2とOC1C2はそれぞれ一直線上に存在する。�

P

Q

C2
��

C1
��

R

図表29
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＝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

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」とは税率表の税率のことであり、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、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。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、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

居住者に単一の税率しか適用されない場合であ

り、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、それ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、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

は暗々裏に、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、

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（minimum 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〔2010〕78頁）
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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25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14条1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14条1項の

問題というよりは、憲法29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〔2010〕79－80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、税率表

の税率を指しており、ここでも、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。

金額ないし価額を基準とする場合には、比

例税率（flat rate）と累進税率（progressiverate）

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高率を

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

に高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〔2010〕163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、税率表

の税率を指している。尚、ここでは、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
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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、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。

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、税率表の

税率が「累進税率」とされ、従って、税率が高

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、

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。

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

裏に、「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、という暗々裏

の理解は、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、税率

のうち、中位税率は中所得者にしか、そして、

最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。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（ s c h e d u l a r

system）と総合所得税（global system）の2つ

の類型がある。分類所得税というのは、所得

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33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、1799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、1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〔2010〕 166頁）
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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〔2010〕172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」は税率

表の税率のことである。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、ここでも暗々裏に、「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裏に想定するこ

とは、税率のうち、最低税率は低所得者にしか

適用されないと想定することと、直結し、結局、

各居住者には単一の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、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3

つをあげている（22条1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2項）。た

だし、長期譲渡所得（保有期間が5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2分の1のみを合算し、残りの2分の1は

課税の対象から除外することとされている

（同2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〔2010〕177－178頁）

ここでも、「累進税率」は税率表の税率を指し、
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上では、この「累進税率の適用を暖和する必要」

から、「2分の1のみを合算」する、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、ヨリ低い税

率を適用する、という意味である。つまり、こ

こには、2分の1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

う理解が暗々裏にある。つまり、各居住者には

単一の税率しか適用されていない、という理解

が暗々裏にある。

又、2分の1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

り同じ税率が適用される場合、税負担は不変で

ある、という暗々裏の理解がある。税率表を正

しく解した場合には、適用される税率が同じ場

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せた場合、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、「2分の1のみを合算」する、

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、税率表は不変としているか

らである。税率表については知っていても、実

際に何かを動かすと、税率表に対する誤解が一

挙に露呈してくるのである。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（89条）。

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5分の1

に税率を適用して得られた金額を5倍して、税

額を算出することとされている（89条1項）。

これを5分5乗制度という。

（金子　宏〔2010〕183－184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（90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100分の20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5分の4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5分の4）に調整所得金

額に対する上の税額の割合（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5年間に

わたって平準化するという考え方のもとに、
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その5分の1のみを他の所得と合算して、累進

税率の適用に服せしめ、他の5分の4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〔2010〕248－249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、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、

通説が、税率のうち、最低税率や、次に小さい

税率が、いわゆる億万長者にも適用される、と

いうことを看過していることである。通説が、

各居住者の課税総所得金額は、それぞれ、千円

の集合から成り、その集合が、税率表の金額に

よって、区分されている、と認識していないこ

とである。通説のように、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こと

になる。

6 おわりに

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、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。

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税率表を

変化させた場合、あるいは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、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、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。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。
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