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要旨
租税を用いてエネルギー需要を削減する環境税の政策は、超過負担の大きさや社会的総余
剰の分析等から、公平性や不確実性、効率性及び費用の点で排出量取引制度等の他の制度と
比べ利点のある制度であることを明らかにした。当該政策は課税により価格の上昇を促し、
これによってエネルギー需要を抑制する政策であるため、原理的には当該付加価値税のよう
に財の流通の下流で課税する方式が効果的である。一方、
環境質改善の費用負担については、
本来「汚染者支払いの原則」として捉えるべきであるが、完全情報の下では二酸化炭素の排
出者だけではなく、エネルギー財の消費者も汚染責任を有する。従って消費者に費用負担を
求める環境付加価値税制度は今後とも広く論議を行い、理解を深めていく必要があるが、税
として一定の許容が得られる制度であると考えられる。
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１．はじめに
国際連合は 1992 年にリオデジャネイロで「地球サミット」
（環境と開発に関する国際連合
会議、UNCSD）を開催し、成果として 160 か国が参加する「気候変動枠組条約」が定めら
れた。その後、1997 年の当該条約の締約国会議（COP ３、京都会議）において先進国に追
加的義務を与える「京都議定書」が採択された。京都議定書では先進国に対し二酸化炭素の
ほか 5 種類の温室効果ガスに関して 1990 年を基準とした国別の排出削減率が定められ、約
束期間内（2008 ～ 2012 年）にこれを達成することが確認された。また罰則として機能する
規定が設けられ、先進国から提出された排出量等に関わる資料を審議する遵守委員会が導入
された。仮に温室効果ガスの排出量や二酸化炭素の森林吸収量に関わる基礎的な数値が報告
されない場合、当該国は京都メカニズムへの参加資格を失うとされ、加えて排出削減の目標
が達成できないときには当該国の次期排出削減義務量を上乗せするなどの罰則が定められ
た。
京都議定書に関しては罰則規定が設けられているというものの、取り決めからの脱退の自
由が認められているなど同議定書の規制的な性格は弱いと考えられており、
Nordhaus（2005、
p4）は「大部分の良心的な国家の努力にただ乗りするフリーライダー国に対して、誰も協
力を要請できない」と述べている。しかし、例えば自由貿易体制を規定する WTO 協定にお
いては、補助金供与などの不公正な貿易措置をとっている国からの輸入品に対し加盟国が輸
入禁止や相殺関税を発動することを認めている事例があることから、Stiglitz（2006、p2）
は温暖化対策に協力しない国に対し制裁措置をとるよう提案している。
京都議定書で定められた「排出量の削減義務」を達成するため、これまでＥＵ諸国では炭
素税の導入等によって化石燃料の価格を上昇させることでエネルギー需要を削減する取り組
みと、排出量取引制度によって二酸化炭素排出量の上限を定める政策（EU 排出量取引制度、
EU-ETS、2005）が採られている。我が国においては、2003 年の「電気事業者による新エネ
ルギー等の利用に関する特別措置法（RPS 法）
」の制定や 2010 年の「エネルギーの使用の
合理化に関する法律
（省エネ法）
」
の改正など制度的な整備が行なわれてきた。しかしながら、
京都議定書以降の継続的な二酸化炭素排出量の削減を促すためには、炭素税に代表される環
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境税制度や排出量取引制度などの追加的な措置の導入を要するが、これらについての政府に
よる取組みには未だ不確定な要素が多い。
化石燃料を対象とする炭素税や二酸化炭素に関わる排出量取引制度に関しては、いくつか
の問題が指摘されている。排出量取引制度においては、事業者が二酸化炭素排出枠を取得す
るために費用を要し、炭素税に関しても同様に新たな課税が行なわれるため、これらの適用
はいずれも製造原価の上昇を意味する。また、物品の輸出入に際し当該費用を調整できない
点が重要な問題の１つである。物品の輸出入において税等の免除や課税、即ち適切な国境税
調整が行なわれない場合、炭素税制度等を実施している国の物品は税額が価格にある程度上
乗せされ、これにより外国の物品に対し価格競争力が低下し、経済活動に対し負の影響を与
えるという事態が起きる。これに対し本稿で取り上げる付加価値税は国境税調整が容易であ
るため（GATT 1970）
、環境税として付加価値税制度を活用することによって産業競争力を
損なうことなく環境税を導入することができると考える。
「環境付加価値税」の用語は氷鉋の論文の中で用いられた（氷鉋 2000）
。氷鉋は環境政策
評価モデルにおいて、生産活動によって生み出される付加価値に対し環境質の悪化を負の要
素として環境付加価値税の名目で与える概念を提唱した。また須永は「環境消費税」の導入
を提案している（須永 2009）
。この環境消費税はリサイクル木材の利用を促すために初用材
に対し課す税である。次に EU では、付加価値税の制度上の性格と利点を認識した上で、グ
リーン税制改革において付加価値税を活用する提案がなされた（Albrecht 2006）
。これは環
境への負荷の程度に応じて財・サービスの付加価値税率を調整するという考え方である。
環境付加価値税は租税行政当局が手続き上の区別を行わなくてもエネルギー財の最終消費
部門である民生家庭部門（民生部門の中の家庭部門をいう）のみが税を負担し（下流課税方
式）、商業的にエネルギー財を消費する場合には、税は物品やサービスの取引段階で控除さ
れて増税とならないため（仕入れ税額控除）
、産業活動に影響を与えることなく二酸化炭素
排出量の削減を促すことができる制度である。
また、
環境付加価値税の課税によりエネルギー
財の最終消費部門において代替エネルギーへの転換が誘引されることが期待できるため、そ
の結果として生産者の構造も変化し我が国の二酸化炭素排出量全体の削減に寄与すると考え
られる。
本稿では前述の環境付加価値税の諸提案等と異なり、
個々の物品ではなくエネルギー
財に環境付加価値税を課す制度としてこれを提案する。
ここでは二酸化炭素排出量の削減を目的とする炭素税などの税制度を「環境税」と定義し、
環境税として仕入れ税額控除や下流課税方式などを特徴とする環境付加価値税制度（多段階
個別消費税制度）の導入を検討する場合の論点について考察を加える。
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２．環境税と排出量取引制度の比較
２－１．経済的手段としての環境税の理論
完全競争市場においては、社会的総余剰を最大化し効率的な資源配分を達成することがで
きる。これは完全競争市場の均衡において社会的限界費用と社会的限界便益が等しくなるか
らであるが、多くの場合市場は完全競争的ではなく、寡占、独占などにより不完全競争市場
となっており、
財の生産活動や消費によって生じる環境汚染が社会に被害を及ぼすときには、
市場が完全競争的であったとしても社会的総余剰は最大にならない。このように市場が不完
全競争的である場合や環境汚染が発生した場合には、市場は市場均衡による効率的な資源配
分を達成することはできない（市場の失敗）
。
地球温暖化は、温室効果ガスである二酸化炭素の大気中濃度が上昇することによって太陽
熱の宇宙への放射が抑制され、その結果として大気温が上昇する現象である。その結果、砂
漠のような乾燥した地域の拡大や海水の膨張、地表の氷がとけることによって生じる海面上
昇などの被害が引き起こされ、これを経済活動等により生まれる外部性として捉えることが
できる。企業は石油などの化石燃料をエネルギー源として利用して財・サービスを生産する
が、この過程で二酸化炭素を排出し、消費者は財としての電気エネルギー等を消費するほか、
自動車の運転や住宅の冷暖房などのために化石燃料を利用して二酸化炭素を排出する。この
とき、企業や消費者は生産による便益や消費の便益を得るが、このような生産活動や消費活
動には負の外部性、即ち外部不経済が伴う。このような経済活動により生じる種々の被害の
費用を外部費用という。二酸化炭素の排出量が多いほど、大気中の二酸化炭素濃度が増加し
て気温上昇がもたらされ、その結果として外部費用も大きくなる。財の生産に伴い社会に生
じる社会的限界費用は、生産のために企業が負担する生産費用とこの外部費用から構成され
る。このような財の需要と社会的限界費用の関係において、外部不経済を内部化することを
目的とする環境税制度と二酸化炭素排出量取引制度のそれぞれの特徴について考察する。
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図１．外部費用と環境税（石 1999）
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図 1 は完全競争市場において外部不経済が発生する場合の需要曲線 D と供給曲線 S の関
係を表している。財の生産量が増加するに従い外部費用は増大し、社会的限界費用 SMC は
増加する。仮に生産に対する制限がない場合、
財は市場の均衡点である E まで生産されるが、
この時の外部費用は△ BEF となる。従って社会的総余剰は、消費者余剰と生産者余剰の合
計から外部費用を除いたもの（△ AP １E+ △ BP １E －△ BEF ＝△ ABG －△ EFG）となる。
社会的総余剰を最大化するには生産量を Q ２まで削減し、△ EFG をゼロとする必要がある。
ここで財に環境税を課税し、価格を P ２とすれば社会的総余剰は最大化できる。但し、課税
により△ GCE の余剰は完全に失われ、これを課税による超過負担という（田口 2010、p6）。
このような課税により政府は新たに追加的な税収（□ P ２P ０CG）を得る。理論的には当該
財の生産に関わる外部費用への対応に 1/2 の税収を当て、残りの 1/2 の税収は代替財の供給
を促進して超過負担への手当てを行なうなど他に活用することができる（□ P ２P ０C G=2
×△ BCG）
。
一方、排出量取引制度は強制的に二酸化炭素排出量を制限する事で生産量を Q ２まで削減
する制度であり、環境税と同じように社会的総余剰を最大化することができる。二酸化炭素
の排出量取引制度においては追加的な税収は得られないものの、オークション方式により排
出量の配分を有償で行なう場合には、政府は新たな収益を得ることができる。EU において
は 2013 年度からの第 3 期排出量取引制度でオークション方式が導入される予定である（諸
富 2010、p83）
。
二酸化炭素排出量の削減を目的に化石燃料へ課税を行う税制度改革においては、課税によ
り財の需要に変化を起こさせるため産業セクターに対し大きな変化をもたらすことになる。
従って、環境税制度を導入する場合には、税の観点から新しい制度によってもたらされる超
過負担の程度と得られた税収の活用による税の中立性の配慮が検討されなければならない。

２－２．環境税と排出量取引制度―不確実性への対応
Nordhaus（2005、p15）は二酸化炭素排出量削減に関わる費用については不確実性があり、
地球温暖化問題に関しては排出量取引制度よりも環境税制度の方が効率的であると述べてい
る。図２に限界削減費用曲線（MAC ０、MAC １）と限界削減便益曲線（MAB）の関係を示
した。地球温暖化問題は、
二酸化炭素を主とする温室効果ガスの年度ごとの排出量ではなく、
蓄積された大気中の温室効果ガスの濃度によって引き起こされるものであり、年間の温室効
果ガスの排出量の増減によって温暖化が急に変化するものではないため、限界削減便益曲線
MAB の傾きはなだらかであるとされる（篠原 2009、p155）
。一方、限界削減費用曲線
MAC は経済的な環境などによって変化してシフトすると考えられ 1、これが排出量削減費
用の不確実性をもたらすこととなる。仮に景気の上昇に伴うエネルギー需要の増大等によっ
て限界削減費用曲線が MAC ０から MAC １にシフトした場合、最適排出量と価格の組み合わ
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せは、それまでの点 A から点 B に移行する。この時、排出量取引制度では X ０の排出量が
、最適点 B
維持されるため、取引価格は P ０から P １まで上昇することになり（点 A、点 C）
と比較して厚生の損失は△ ABC の面積で示される。
これに対し環境税制度では、P ０の環境税が維持されるため排出量は X １まで増加するこ
とが容認される（点 D）
。従って、最適点 B と比較した時の環境税制度における厚生の損失
は△ BDE の面積となる。MAC の傾きの絶対値が MAB のそれよりも大きな場合には△
ABC ＞△ BDE となり、環境税制度の方が効率的である。ただし、現行の二酸化炭素排出
量取引制度で認められている余剰排出量の保留制度（バンキング）や排出量の前借制度（ボ
ロイング）が活用された場合には限界削減費用曲線 MAC のシフトが軽減されるため、排出
量取引制度の効率性は向上する。
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図２．ワイツマン定理に基づく費用の効率性（朴

2007、p10）

次に排出量取引市場における排出量に関わる需要曲線と供給曲線を考えてみる。図 3 に示
したように、二酸化炭素の排出量は公的機関によって定められ、一定の数量が各主体に割り
当てられるため、排出量の供給曲線 S の傾きは垂直になる。これに対し排出量の需要は各
主体にとって必要な財であるため価格弾力性は極めて小さく、従って排出量に関する需要曲
線 D の傾きの絶対値は大きいと考えられる。このような需要と供給の関係において景気変
動等によって需要曲線が D ０ から D １へシフトした場合、排出量取引価格は P ０から P １へ大
きく変動することがわかる。このように排出量取引市場における二酸化炭素排出量の価格は
その需要によって大きく変動し不確実性が高いと言えるが、二酸化炭素排出量を産業全体と
して制御する排出量取引制度は削減目標を達成するうえでは有効な制度である。
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図３．排出量取引制度の需要供給曲線

一方、環境税制度における価格（税率）は政府によって決定されるため、仮に政権が交代
した場合においても、ほとんど炭素価格（炭素税率）は影響を受けないと考えられる。化石
燃料の価格の上昇を導く環境税制度は、化石燃料の価格弾力性によりその需要を一定率削減
することを促す制度であるが、化石燃料の価格上昇が需要の抑制に反映するにはある程度時
間を要することになる。
二酸化炭素排出量削減のための制度として排出量取引制度と環境税制度について比較・評
価を行った。これら 2 つの制度で発生する費用負担に関わる公平性の観点や規制の対象とな
る主体の範囲、不確実性の条件下での制度の性能、あるいは制度導入に関わる費用の点から
環境税制度は排出量取引制度よりも好ましい制度であると考える。

３．環境税と他の二酸化炭素排出量削減制度との比較
３－１．環境税制度と直接規制との比較
環境税のそもそもの発想は環境汚染物質の排出による外部不経済を課税により内部化し、
生産水準を最適化しようとするものであるが（ピグー税）
、これまでの環境問題においては
環境汚染物質の排出を抑制するために排出量を「直接制限する規制」が採られてきた。直接
規制の制度は短期間の間に環境汚染物質の排出を抑制できるという利点があるが、効率の点
では環境税制度に比較し問題がある。

─ 349 ─

౯᱁

ᴗ㻮䛾㝈⏺๐ῶ㈝⏝
㻱㻮
ᴗ㻭䛾㝈⏺๐ῶ㈝⏝
㼀

㻱㻭㻖䚷䚷䚷䚷䚷㻼

㻱㻮㻖
㻱㻭

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻸 䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻹 䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻺

䚷㻌㻌㻻䚷䚷䚷ฟ㔞

図４．炭素税と直接規制の比較（篠原 2009、p151）

図４は排出量と各企業の環境汚染物質の限界削減費用の関係を表している。今、企業 A
と企業 B が存在し、
環境汚染物質の排出量を M まで規制によって削減する場合を考える（但
し LM=MN とする）
。このときの企業 A の削減費用は△ EAMO となり、企業 B の削減費用
は△ EBMO となる。一方、直接規制と同じ効果を与えるために税率 T の環境税を課した場
合には、企業 A の環境汚染物質の削減費用は□ EA ＊ LMEA だけ増加し、企業 B の削減費用
は□ EBMNEB ＊だけ減少することになる。したがって環境税制度においては、直接規制の制
度に比べ経済全体で△ EA ＊ EAP と△ EBPEB ＊の合計分の費用の削減が可能となる。環境税
制度は課税により生産活動を抑制しようとする経済的な手段であるため、前述したように効
果の発現には時間を要するが、社会的な厚生の観点からは直接規制に比べ各生産主体の限界
削減費用が均等化され、効率的な制度であると考える。
環境税制度の場合、税額 T は消費者と生産者の負担となるが、直接規制制度の場合にお
いても市場原理に従い価格は上昇し消費者余剰は減少して、企業側には新たな余剰が発生す
る。前出の図１を用いて考察すると、費用便益基準に基づく最適生産量は Q ２であるが、過
剰に Q １の生産が行われた場合には外部費用は△ BCG から△ BEF に増加する。この外部費
用を削減するために環境税を施行し価格を P ２まで上昇させた場合、最適生産量における税
収□ P ２P ０CG は政府によって新たに活用することができる。しかし、直接規制によって最
適生産量 Q ２に移行した場合には、企業は新たな余剰として□ P ２P １HG －△ HCE を得るこ
。直接規制
とになる（生産者余剰の変化は□ P ２BCG －△ P １BE ＝□ P ２P １HG －△ HCE）
においては公平性の点で問題があるため、政府は Q ２の生産量で発生する外部不経済に対処
することを企業に対し求める必要がある。
また、直接規制の制度では企業ごとに生産量の上限を定めるためには各企業の情報を的確
に収集して生産量を割り振らない限り効率性を損なう可能性がある。結果的に限界費用の低
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い企業が生産量を確保できず、
全体として資源配分の効率性が損なわれる恐れがある。また、
生産量の上限が実績から決められる場合には小規模事業者や新規参入事業者にとって不公平
な結果になる可能性がある。このような点で直接規制の制度は課題があるが、前述したよう
に緊急に汚染物質の排出を抑制しなければならない時には直接規制は有効な手段である。

３－２．環境税制度と補助金制度との比較
二酸化炭素排出量削減の限界削減費用を均等化する手段は「補助金」制度によっても達成
することができる。図１に示した P ２－ P ０に相当する金額 S を補助金として企業に与える
ならば各企業は生産を縮小し、Q ２の点で削減は終わることとなる。この補助金の制度は環
境税の働きと似ており、このような補助金をピグー補助金という。しかし費用の分配上の効
果は排出量取引制度や直接規制の制度と比べても公平性の点で問題が大きい。図１から明ら
かであるように、各企業は補助金 S を得るほか新たな余剰として□ P ２P １HG －△ HCE を
得ることになり（生産者余剰の変化は□ P ２BCG －△ P １BE ＝□ P ２P １HG －△ HCE）、政
府の補助金も結局は消費者が負担することと合わせ、消費者余剰は大きく減少する。補助金
制度は問題のある制度であるが、企業等の大きな負担を軽減する必要があるときなどに限定
的に施行されるべき制度であると考える。
以上示したように税を活用してエネルギー需要を抑制し、その結果として地球温暖化問題
による環境質の悪化を改善する環境税制度は、排出量取引制度や直接規制、補助金制度など
の施策と比較し公平性や効率性、制度の性能などの点から選択されるべき施策であると考え
られる。次節以降は環境税の適用に焦点を当て考察を加える。

４．税の負担
４－１．税の負担
租税原則には公平、中立、簡素の一般原則がある。細田（1999、ｐ 128）は環境税に関し
OECD（1972）が提示した「汚染者支払いの原則（PPP：Polluter Pays Principle）
」につい
て論じており、PPP を「汚染者負担の原則」とはせず、あえて「汚染者支払いの原則」と
した。汚染者支払いの原則は、ピグー税の考え方と同じように外部不経済を内部化し、汚染
の潜在的発生者に外部費用を支払わせようとするものであり、必ずしも汚染発生者に外部費
用を負担させるものではない。これは本稿で提案する環境付加価値税と同じように納税を行
う主体がすべての費用を負担しているのではなく、各主体は当該費用の一部または全部を価
格に転嫁できることを意味している。この点で化石燃料を消費して二酸化炭素を排出する主
体に費用を支払わせる制度（
「汚染者負担の原則」
）とは経済的に意味が異なる考え方である。
汚染者負担の考え方においては、費用は主体の収益の中から支払われるべき費用であって、
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費用を価格に転嫁する問題は発生してこない。現在の環境税の議論ではこの点が明確にされ
ていないのではないかと思われる。本稿で考察する環境税は価格を上昇させることにより財
の需要を抑制する施策であるため、従前の汚染者負担の原則とは考え方を異にしている。
一方、責任論の観点で考察してみると、完全情報のもとでは環境汚染を伴う経済活動で生
産される財・サービスに関しては生産者だけではなく消費者も一定の汚染責任がある（細田
1999、p143）。したがって環境税の負担者は生産者でも消費者であってもよく、その負担は
最少の社会的費用で汚染が防止できるよう生産者及び消費者が責を負うべきものである。こ
のような考え方が妥当とされるならば、付加価値税として消費者に一定の負担を求める環境
付加価値税の制度は許容される施策であると考える。
䚷㼇᭱ୖὶㄢ⛯㼉

䚷䚷㼇ୖὶㄢ⛯㼉

䚷䚷㼇ୗὶㄢ⛯㼉

㻌▼Ἔ⢭〇♫ 䚓

㻌㻳㻿䝇䝍䞁䝗➼ 䚓

㻌㻌㻌⮬ື㌴
㻌㻌㻌㍺ධ♫

䚓

㻌㻌㻌㻌㻌ᐙᗞ
㻌㻌㻌㟁ຊ♫

䚓

㻌㻌㻌䜺䝇♫

䚓

㻌㻌㻌ᴗົ♫
㻌㻌㻌〇㐀♫

図５．環境税の課税段階

環境税制度の論議においては、化石燃料の流通段階のどの段階で課税すべきかの検討が行
なわれている（図５）
。化石燃料の生産者や輸入者から徴税を行なう最上流課税制度は、課
税主体数が限定的であるため徴税に伴う税務執行費用の点でメリットがあるが、課税の価格
への転嫁が流通段階で吸収されエネルギー需要の削減効果が減弱される可能性がある。
また、
化石燃料はエネルギー財の生産のためにだけ消費されているわけではなく、化学品等の原料
としても消費されており両者の課税上の区別の問題も重要である。更に、下流課税制度では
課税の前方への価格転嫁が減弱される可能性は低くなるものの、化石燃料及び化石燃料起源
のエネルギー財の販売主体数が膨大な数となり、税務執行上の費用等の問題が大きい。二酸
化炭素の大気中への排出は化石燃料の燃焼に伴い排出されるものであるため、汚染者負担の
原則からすれば、例えば電力に関する環境税は上流課税の制度でなければならないが、電力
需要の削減効果の観点からは下流課税の制度が望ましい。環境付加価値税制度は多段階個別
消費税の付加価値税と定義しており、炭素税等の上流における単段階課税制度に比し税の価
格転嫁が最終消費まで維持される可能性が高くなると考える。
以上示したとおり、既存の付加価値税制度を活用することで課税に伴う税務執行上の費用
を極力抑制する環境付加価値税は好ましい制度であり、かつ当該税は実質的な下流課税制度
としてエネルギー需要を削減する効果的な施策であると考えられる。
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４－２．税の負担割合と超過負担
外部費用を税として支払う場合、納税義務者は企業であるが、その一部または全部が価格
を通じて消費者に転嫁される。課税が行なわれた場合に失われる社会的余剰の負担割合は対
象となる財の需要の弾力性と供給の弾力性によって決定されるため（ドールトンの法則）、
外部費用の負担割合は人為的に決めるよりも、その決定を市場に求めることの方が効率的で
ある。ドールトンの法則に関し図１を使って考えてみる。便宜的に需要曲線と供給曲線が直
線であるとした場合、需要の弾力性は（Q ２－ Q １）/（P ２－ P １）で表すことができ、供給
の弾力性は（Q ２－ Q １）/（P １－ P ０）となる。したがって、ドールトンの法則による消費
者負担 / 生産者負担の比は（P ２－ P １）/（P １－ P ０）となる。課税の対象となる財の需要
の弾力性が弾力的である場合には（P ２－ P １）は小さくなり税の負担は生産者が主として負
い、逆に需要の弾力性が非弾力的である場合には、税の負担は主に消費者が負うことになる。
外部費用をどのように分担するのが効率的であるかは、以上のとおり供給の弾力性と需要の
弾力性の比で決定されると理解さるため、化石燃料及び化石燃料起源のエネルギー財の価格
弾力性を評価する必要がある。
表 1 に、いくつかの財の需要に対する価格弾力性の数値を示した。化石燃料を起源とする
ガソリン等のエネルギー財の価格弾力性は必ずしも非弾力的というわけではなく、必需品で
ある食料品と住居及び嗜好品等の価格弾力性との中間的な価格弾力性を有すると考えられ
た。また図１から明らかなように、課税によって発生する超過負担の大きさは需要曲線の傾
きの絶対値によって決定されるため、このような価格弾力性を有する財の場合、表２に示し
たように課税による超過負担は中程度 2 であって課税の負担は前述したように生産者と消費
者が応分に負担することになる。
表１．各種財の需要における価格弾力性
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表２．需要の異なる財への課税
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５．環境付加価値税の位置づけ
５－１．環境付加価値税の意義
本節においては環境税としての環境付加価値税制度に関し、EU 等で既に実施されている
エネルギー税制度や炭素税制度などの先行制度と対比し考察を加えた。
EU 諸国で導入された炭素税について最も問題とされている点は、経済活動への負の効果
と低所得者層に対する税負担の増大である。日本経団連は炭素税等の導入によって事業経営
における財政的な負担が増大するとし、更に国内外の市場において国内産の物品・サービス
の価格競争力が弱まることを危惧している（日本経済団体連合会 2003）
。一般にエネルギー
税等の環境税の制度設計においても、市場における物品の競争力を公平化する国境税調整は
重要な問題であると認識されている。
国境税調整とはそもそも物品の輸出にあたり、その物品に直接課税された税（間接税）を
還付することである（OECD 2006、ｐ 98）
。したがって、輸出される物品に含まれる環境税
が国境税調整によって還付され、税抜きで輸出されるとすれば、輸出先国でその国の物品税
などが課されるとしても、輸出先国の物品と同じ条件で競争することができる。逆に輸入品
に対して国内産の物品と同じように環境税を課すことができれば、国内市場においても公平
な競争を担保することができる。しかし、炭素税などの場合、物品の価額に含まれる税額は
物品の製造方法や設備、原料によって異なり、税額を正確に把握することは難しいと推測さ
れる。仮に関税定率表の手法等を用いて物品をグルーピングする事で税額を設定できるとし
ても、更に重要な問題として、自由貿易に関する国際機関である WTO が炭素税等に対する
国境税調整を明示的には認めていないという問題がある（朴 2009、ｐ 124）
。諸外国におけ
る炭素税の課題はまさにこの点にある。
本稿で提言する環境付加価値税は複数税率化の手法を応用して石油製品や電力などのエネ
ルギー財に対する付加価値税を加重し、価額の上昇によって最終消費者におけるエネルギー
需要を抑制しようとする制度である。この制度では通常の税率とは異なる高い税率がエネル
ギー財に適用されていても、財の各取引段階でそれまでに課された環境付加価値税は控除す
ることができ、税の累積問題は回避できる。仮に輸出段階で環境付加価値税が財の価額に含
まれている場合であっても、現行の消費税と同じように国境税調整で税を還付することがで
きる。現在のようなグローバル化の時代において、国際的な競争中立性の確保は環境付加価
値税の大きな利点である。一方、このように新たな環境付加価値税の導入に際しては税率の
3
引上げに伴う、いわゆる「所得に対する逆進性 」を緩和するため、生活必需品等に軽減税

率を適用するといった消費税の複数税率化が問題となる（望月 2003）
。制度の導入において
は、所得税の軽減などと合わせて検討し、税の逆進性の緩和や既存税制度の歪みの課題等を
検討する必要がある。
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５－２．付加価値税率の複数化
二酸化炭素の排出量削減を促す環境付加価値税を導入した場合、現行消費税と合わせ我が
国の付加価値税率は複数化されることになる。付加価値税率が複数化されることによりいく
つかの問題が発生するが、これらについて考察を加える。
我が国の消費税制度の仕入れ税額控除方式における仕入れ税額の把握については、事業者
の帳簿の記載を基準とする帳簿方式が採用されている。単一税率の現行制度では、帳簿方式
は簡便であり税務行政当局と事業者の事務負担が少なくてすむという利点がある。しかし、
付加価値税制度においては、流通の中間段階で事業者がどれだけ付加価値税を受け渡したか
を証明するインボイスの導入が原理的には正確性を有する。
複数税率の制度下においては適切なインボイスがなければ納税義務者には納税に対する回
避行動を行う誘引が働き、徴税の正確さを確保できない可能性がある。例えば取引の一方の
当事者が虚偽の操作により税負担軽減を図った場合、他方の当事者は税負担増になるが、イ
ンボイス方式では取引当事者間で相互の牽制作用が働く利点がある（望月 2003）
。環境付加
価値税の導入によって消費税が複数化された場合、現行の帳簿方式のままではこれらに対応
できず、EU 型のインボイス方式に準じた方式への変更が必要であるとの意見があるが、
EU 各国では政府が規定するインボイスとしての特別の様式・帳票はなく、領収書または請
求書をそのままインボイスとして利用できると報告されている（経済産業省 2001）
。
したがって我が国で現在行なわれている請求書等保存方式であっても、各事業者が使用し
ている請求書の記載事項を整備する法的手当てを行なえば、環境付加価値税を導入し消費税
を複数化する制度は EU 諸国と同じような形で実現可能である。インボイス方式に準じた制
度の整備に当り、事業者において事務的な費用増が発生することになるが、他の制度につい
て想定される費用増と比べ低い費用で整備できると推測される。

６．まとめ
本稿では、現行消費税制度を活用する環境税としての環境付加価値税制度を提言するが、
当該制度を導入するに当たって考慮すべき論点を考察した。租税を用いて化石燃料起源のエ
ネルギー財の需要を削減し、結果として二酸化炭素排出量を抑制する環境税の政策は、公平
性や不確実性、効率性及び費用の点で排出量取引制度や直接規制制度などと比べ利点のある
制度であると考えられた。環境税制度は課税により価格の上昇を促し、これによってエネル
ギー消費を抑制する政策であるため、エネルギー財の流通の上流で課税した場合には流通の
過程で税が吸収される可能性があり、流通の下流で課税する方式の方が効果的であると考え
られた。したがって租税を活用するエネルギー需要の削減政策においては、原理的に納税義
務者だけが税の負担者ではありえないため、環境税は「汚染者支払いの原則」として捉える
べきであり、
完全情報の下では二酸化炭素の排出者だけではなく、
化石燃料起源のエネルギー
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財の消費者も汚染責任を有するという考え方によって支持されるものと考えられる。本稿で
提言する間接税としての環境付加価値税は最終取引段階まで課税が維持されるため、税とし
て効果的にエネルギー需要の削減に作用すると推測する。また税の負担については、エネル
ギー需要の価格弾力性は食料品ほどの低い価格弾力性ではないため、外部費用は消費者とエ
ネルギー財の生産者、輸入者が当該財の需要及び供給の価格弾力性に応じて負担することに
なる。
環境付加価値税は制度上の利点のほか、財の輸出において国際社会が許容する国境税調整
が実施でき、国内産業の国際的な競争力の維持の点でも優れた制度であることを明らかにし
た。また、当該税制度の導入によって現行消費税率は複数化されることになるが、現在の請
求書等保存方式による仕入れ税額控除制度であっても適切な法整備を行なえば EU 諸国と同
じようにエネルギー財の各取引段階で公平な税の移転が行なえると考えられた。
以上のように、まず環境税と他の規制制度とを比較・分析し環境税の優位性を考察した。
次に税を活用して二酸化炭素排出量を削減する炭素税等の先行制度と環境付加価値税制度の
それぞれの特徴を評価して環境付加価値税制度の利点と課題を明らかにした。今後は環境付
加価値税制度を実施した場合の産業セクターへの影響や、家計に対する負担の増加などの計
量的な評価が必要であると考えられる。

【注】
1

限界削減費用曲線は経済的、技術的理由により決定されると考えられる。したがって環境の
変化によって MAC ０では対処できなくなったときに MAC １へシフトすることになる。不確
実性の世界では限界削減費用曲線は動学的に変化すると考えられる。

2

図１に示したように超過負担は課税により制限された生産量と需要曲線および供給曲線で囲
まれた余剰のエリアである。従って需要曲線または供給曲線の価格弾力性が小さい場合、即
ちそれぞれの直線の傾きの絶対値が大きな場合には超過負担のエリアは小さくなる。

3

所得に対する税負担額が低所得者ほど高くなる傾向を“税の逆進性”という（朴勝俊『環境
税制改革の「二重の配当」』、2009、ｐ 97）。
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Abstract

A proposal for the introduction of an Environmental
Value-Added Tax
KURAMI, Miki
From the results of analysis for a marginal abatement cost and a social total surplus by
an environmental policy, it was shown clearly that an environmental tax that reduced
energy demand using taxes was advantageous in terms of fairness, uncertainty, efficiency
and costs, compared with other systems, such as emissions trading scheme, etc. It was
assumed that a method that taxed in the downstream of distribution, like a value-added
tax, would be effective because it would increase prices through from taxation and,
thereby, control energy consumption. The burden of expense related to environmental
improvement would be borne not only by those who produce CO ２ exhaust, but also by
consumers of energy goods who would share some of the pollution responsibility acting
under complete information, and by the polluter pays principle.

Therefore, it was

concluded that an environmental value-added tax was an ideal system to obtain a constant
allowance as a tax, although a tax system that asks the consumer to bear some
responsibility has to be discussed widely in the future and ask for the public's
understanding.
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