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＜要旨＞
本稿の目的はオーストラリアにおいて2000年に税制改革の一環として導入された財及びサ
ービス税（Goods and Service Tax）（以下、GST）が、財政調整制度にどのような変化をも
たらしたのかを理論的側面も含めて明らかにすることである。そのため、まず第１.１節で
財政調整制度を支える一つの原則として三者一致の原則に言及する。財政調整における三者
一致の原則は事務に関する意思決定権・執行権・資金調達権との関連づけであり、受益と負
担を一致させることによって財政錯覚をなくし、公共サービスの提供に関するコストを効率
化するために、三者が一致することを要求する原則である。三者一致の原則を最も適切に表
している第１.２節でドイツの財政学者ハウスナーの分類及び、ドイツにおける財政調整の
理論について言及する。それは三者一致の原則の観点から財政調整制度を検討する場合、中
央政府と地方政府間の事務配分、支出責任、税源配分を整理する必要があるが、ドイツでは
財政調整を事務及び支出責任の配分を受動的財政調整、税源配分を能動的財政調整と位置づ
け、広義に捉えているからである。
次に第２節でその理論をベースに具体的事例としてオーストラリアの財政調整制度を位置
づける。オーストラリアの財政調整制度を検討する前に、第２.１節においてオーストラリ
ア財政の特徴について歴史的経緯を踏まえて概観する。次に第２.２節においてGST導入前
後の財政調整制度を比較してGST導入が財政調整制度にどのような影響を与えたのかを検討
する。その際三者一致の原則の観点から問題点を指摘し、現行の財政調整制度の改善点につ
いて言及する。
はじめに
財政調整の目的はもっぱら政府間の財政需要と租税力のアンバランスの調整にあるという
印象がある。しかし、そのような調整は財政調整における一部の機能であり、ドイツにおい
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ては財政調整の概念を「公共団体間における事務、支出、収入の配分 」と考え、政府間に
2

おける収入の配分とともに事務及びそれに伴う支出責任の配分という側面も含んだものとし
て定義している。本稿の目的は2000年にオーストラリアにおいて税制改正の一環として導入
されたGSTが、財政調整制度にどのような変化をもたらしたのかをドイツの理論的枠組みを
踏まえて明らかにすることである。それはドイツの理論的枠組みが財政調整制度の体系的位
置づけに最も適したものであるからである。
本稿が対象とするオーストラリアにおける財政調整制度の日本における先行研究は限られ
ている が、2000年前後のオーストラリアの財政調整制度を比較し、どのように変化したの
3

かを取り上げた日本の先行研究はさらに限られる。1999年以前のオーストラリアの財政調整
制度は交付金総額を首相会議の場で裁量によって決定していたのに対し、2000年以降はルー
ルによる方法に変更された。したがって、現行のオーストラリアの財政調整制度を検討する
場合、それ以前の制度と比較し、どのように制度が変化したのかを検討する事が重要である
と考えられる。したがって、本稿では現在のGST交付金とそれ以前の財政支援交付金との比
較を常に意識しながら検討を進めていく。そしてその特徴的な変化として、交付金の財源と
なる税目として2000年の税制改革以降はGST財源を活用することを評価する。また、それに
伴い財政支援交付金が交付金としての位置づけをもつのに対し、GST交付金が州政府全体で
共有する固有財源という位置づけに変化したことを踏まえ、これらの変化を通じて地方自治
を可能にする制度に近づいたと指摘する。
さらに、財政調整制度を評価する際には、比較研究を裏付ける理論的視点が必要となる。
本稿ではその理論的視点をドイツの理論に求めた。これはドイツにおいて広く一般的に受け
入れられている財政調整の概念が存在するためである。そのため、本稿ではまず、財政調整
制度を評価する上での一つの視点を三者一致の原則に求め、その原則の内容を検討する。そ
の後、財政調整の理論的分類をドイツの財政学者であるハウスナー（Karl Heinz Hausner）
にしたがって行う。こうした財政調整の概念に依拠して同じ連邦国家であるオーストラリア
の財政調整制度を理論的に位置づけることにする。次に、その分類を踏まえてオーストラリ
アの財政調整の仕組みをGST導入前の制度と比較しながら検討していく。そして最後に、オ
ーストラリアの財政調整制度が現在抱えている問題点について言及する。
現在、日本において地方財政改革の議論が盛んに行われている。機関委任事務の廃止、交
付金制度の見直し、地方政府への税源移譲というように、従来確立されてきた中央主導型の
財政制度から地方自治を可能にするような地方分権型の財政制度へという方向で改革が進行
している。本稿が対象としているオーストラリアも2000年の税制改革において政府間財政関
係に変化が生じている。本稿は単にオーストラリアにおける財政調整制度の紹介にとどまら
ず、日本において大きな制度的変化を迎えている地方財政制度のあり方についても示唆を与
えるものと考える。

─ 254 ─

オーストラリアにおける税制改革の財政調整制度への影響

１．財政調整の理論
１．１

三者一致の原則

財政調整を広義に捉えて検討する場合、事務配分、支出責任、税源配分が中央政府と地方
政府間でどのように割り当てられているのかを整理する必要がある。連邦政府から州政府や
地方自治体に対して権限を移譲しているような場合、州政府や地方自治体に行政事務しか割
り当てられておらず、それに必要な資金を調達する権限やその使途を決定する権限が割り当
てられていなければ、州政府や地方自治体は連邦政府のコントロールのもとで事務を執行す
るだけにとどまり、本当の意味で権限を移譲したことにならない。つまり州政府や地方自治
体が事務を遂行するためにはそれに伴う資金調達権をもたなければ、州政府や地方自治体が
自治を行うことはできないのである。
事務配分、支出責任、税源配分のうち事務配分と支出責任の関係であるが、事務に関する
権限を事務の計画、立法、コントロールといった意思決定権と事務を実際に執行する執行権
とに分けて考える必要がある。例えば、ある事務に関して連邦政府が法律の規定をし、州政
府や地方自治体がその事務を執行する場合、連邦政府には意思決定権が帰属し、州政府や地
方自治体には執行権が生じる。この時、州政府や地方自治体には事務についての意思決定権
はないが、支出や収入は発生する。このため財政需要は事務配分と支出責任の割り当てに関
連して決まる。
次に税源配分であるが、税源配分は財政調整において重要な役割を果たしている。税源配
分は資金調達権の配分であるため、上位政府からの財政上の自治を確立する上では重要な要
素である。つまり各政府レベル間の租税力がこれで決定するのである。前述した事務配分と
支出責任との関係としては、税源配分は事務と支出の配分が決定された時にその割り当てが
決められるべきである。
この事務に関する意思決定権と執行権および資金調達権の３つの権限を政府間レベルで一
致させることを要求する原則が三者一致の原則（korrespondenzprinzip）である 。財政調
4

整における三者一致の原則は事務に関する意思決定権限・執行権・資金調達権との関連づけ
であり、公共サービスの提供に関するコストを効率化するために、三者が一致することを要
求し、牽連性の原則と同様、財政錯覚を最小化するために必要とされる原則である。つまり、
政策の意思決定者が執行者すなわち公共サービスの実行者と一致すれば、意思決定に住民の
選好が反映され、そこに資金調達権を割り当てることで意思決定レベルに住民の選好による
受益とそれに対応する負担を相互に反映させることができ、財政錯覚は最小化されるのであ
る。私的財の場合には意思決定権、執行権、資金調達権の３つのすべての権限については基
本的に一致する。しかし、公共財の場合には３つの権限が必ずしも同一であるとは限らない。
つまり、意思決定権が上位政府に帰属し、執行権のみが下位政府に割り当てられてといった
ように意思決定権と執行権が異なる政府レベルに与えられる場合や、意思決定権や執行権と
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いう事務権限が下位政府に与えられているが、資金調達権が上位政府に割り当てられている
場合がある。特に後者のような場合には事務を行う下位政府には事務に見合うだけの税収が
必ずしも保障されていないため、事務の規模を交付金や税収の額に合わせる必要性が生じる。
この三者一致の原則が実行に移され、財政調整制度に反映されれば政府間の事務配分に対
応した税源配分が実現されることになり、財政調整制度そのものに対する要求は小さくなっ
ていくと考えられる。
１．２

ハウスナーによる財政調整制度の分類

財政調整の概念をドイツの財政学者ハウスナーに従って分類すれば、図１−１のようにな
る 。ドイツの財政学者は一般に広義の財政調整を受動的財政調整と能動的財政調整に大別
5

している。受動的財政調整とは公共サービスの事務配分及びそれに対応する支出責任の配分
の調整を意味する。財政需要は事務をどのようにあるいはどれくらい行うかによっても左右
されるが、主にこの事務の割り当てによって決定されると考えられる 。
6

それに対して、能動的財政調整は税源の配分である本源的能動的財政調整とそれを補完す
る補完的能動的財政調整に分類される。本源的能動的財政調整は収入を異なる行政レベルに
配分することをいい、収入の垂直的配分を意味する。前節で取り上げた三者一致の原則から
は「受動的財政調整」と「能動的財政調整」のバランスが一致することが望ましいと言うこ
とになる。
図１−１

財政調整の概念
広義の財政調整

受動的財政調整
（事務及び支出配分）

能動的財政調整
（収入配分）

本源的能動的財政調整
（収入の垂直的配分）

補完的能動的財政調整（狭義の財政調整）

分離システム 混合システム 結合システム

〈共同税・交付税等〉

完全分離システム

同じレベルの政府間 水平的財政調整効果を
の支払
もつ垂直的財政調整
（狭義の水平的財政調整）
〈交付金〉

拘束的分離システム

租税形態決定権限を
有するシステム

税額控除 付加システム
システム

─ 256 ─

完全拘束的
システム

オーストラリアにおける税制改革の財政調整制度への影響

本源的能動的財政調整制度には租税立法権、徴収権（どのレベルの政府が租税の徴収をお
こなうか）
、収入権（どのレベルの政府が税収を得るべきか）という３つの要素がある。
さらに租税立法権は対象（客体）決定権、形態（課税標準、税率）決定権という要素によ
って構成されている。対象決定権とは課税対象の選択や課税対象に対して課税を実行するか
否かの決定をする権利をいう。また、形態決定権は納税義務を具体化することであり、課税
標準や税率構造などを決定する権利をいう。
収入の垂直的配分である本源的能動的財政調整は、分離システムと結合システム、そして
両者の折衷的な方法である混合システムに分けられる。このうち、分離システムとは上位政
府から下位レベルの政府に対して課税権を移管するシステムである。このシステムでは政策
事務の実現に必要な租税調達の際に、個別政府レベルにかなりの自主性があるといえる。し
たがって、自由システム若しくは競争システムとも呼ばれている。分離システムはさらに完
全分離システムと拘束的分離システムに分けることができる。
完全分離システムはある税目についてひとつの政府レベルが税源の選択・形態・徴収に関
して完全に自由な権限をもつ制度をいう。完全分離システムのメリットとしては（１）支出
義務の変更にあたり適用弾力性があるという点、（２）課税自主権があるという点が挙げら
れる。その一方で、デメリットとしては（１）同じ税目に対して地域ごとに税率が異なると
いう点、
（２）統一的な経済・財政政策に障害が起こるという点、（３）個別の租税客体の二
重課税の恐れがあるという点、
（４）競争的連邦主義をもたらすといった点が挙げられる。
この完全分離システムが制限のない分離システムであるのに対して、拘束的分離システム
は制限つきの分離システムである。この場合、拘束的分離システムは収入権が下位政府に帰
属するが、租税の対象（客体）は上位政府が決定することになる。拘束的分離システムはさ
らに次の４つの形態に分類することができる。
拘束的分離システムの１つ目の形態は租税形態決定権限をもつシステムである。このシス
テムは租税立法権のうち形態決定権限のみを下位政府が有し、その一方で対象決定権限は上
位政府がもつ制度をいう。この場合課税対象が上位政府からあらかじめ与えられることにな
り、下位政府はどのような形態で課税を行うか、どのくらいの規模で課税するのかを決定す
ることができる。租税形態決定権限をもつシステムのメリットとしては、課税対象を決定す
る権限を上位政府がもつため、個別の課税対象の二重課税を避けることができるという点が
ある。それに対して、租税形態決定権限をもつシステムのデメリットとしては、（１）地域
ごとに税率が異なる、
（２）統一的な経済・財政政策に障害が起きる、といった点を挙げる
ことができる。
２つ目の形態は税額控除システムである。このシステムではある政府で徴収された税額
は、その他の政府での租税の算定の際に税額控除される。したがって、形態決定権限も収入
権も制限されることになる。この税額控除制度がもつメリットとしては二重課税が回避され
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る、という点が挙げられる。その一方で税額控除システムがもつデメリットとしては、（１）
地域ごとに税率が異なる、
（２）統一的な経済・財政政策に障害が起こる、といった点が挙
げられる。
３つ目の形態は付加システムである。このシステムは租税立法権が上位政府で保有される
制度であり、上位政府で決められた租税対象、租税形態に対して割増で徴収する権利及び収
入権を有する。付加システムのメリットとしては、（１）税割増の上限を制限した場合には
各地域に大きな税率差は無くなる、
（２）統一的な経済・財政政策にも前述した制度よりも
障害は少ない、
（３）自らの財政需要に対して付加税の規模をある程度自由に選択できると
いう点が挙げられる。その一方で付加システムのデメリットとしては、地域ごとに税率が異
なるという点が挙げられる。
４つ目の形態は完全拘束的システムである。このシステムは下位政府が収入権のみを有す
る。つまり下位政府は対象決定権限も形態決定権限ももたず、それらに対して何の影響力も
もたない。完全拘束的制度のメリットとしては全体の制度の調和を図ることができる点が挙
げられる。その一方で完全拘束的システムのデメリットとしては、自治がかなり制限されて
いるため、自立性が小さい点が挙げられる。
以上が分離システムのそれぞれの説明であるが、次に結合システムに移る。結合システム
とは各レベルの政府が収入権を分け合う制度をいい、協調的連邦主義をもたらす。結合シス
テムの場合には配分率を通じて各政府レベルに税収が配分されるので、共同税システムとも
呼ばれている。一般的には税収の徴収に関しては徴税コストを最小にするため、ある特定の
政府レベルが徴収をし、その後他のレベルの政府に税収を配分する。結合制度のメリットと
しては、
（１）二重課税が発生しない、
（２）財政需要の動向が異なる場合に弾力的な適用が
財源の配分の際に行うことができ、配分比率を調整することで財政需要に応じた格差を調整
できるという点が挙げられる。その一方で結合システムのデメリットとしては、（１）地方
自治や応益性に欠ける、
（２）自己の政府の配分率の引き上げの要請を強調するようなイン
センティブが働くといった点が挙げられる。
分離システムも結合システムも様々なメリット及びデメリットを持っているため、実際に
はそれらが組み合わされる。その場合には、分離システムと結合システムの要素をそれぞれ
組み合わせた混合システムとなる。混合システムは収入の多い租税の配分は結合制度によっ
て、また収入の少ない租税は分離制度によって個別の政府レベルに配分されるという制度を
いう。
これまで収入の垂直的配分である本源的能動的財政調整のそれぞれのシステムについて、
説明してきたが、次に補完的能動的財政調整の説明を行う。補完的能動的財政調整は狭義の
財政調整とも呼ばれており、受動的財政調整及び本源的能動的財政調整によって調整しても
なおも残る課題を是正するという位置づけを持つ財政調整である。すなわち、本源的能動的
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財政調整によって割り当てられた租税力と受動的財政調整によって割り当てられた事務配分
の結果、必要とされる財政需要とのギャップを調整することを意味しており、これにより同
じレベルの地域間の財政力格差を是正することを目的としている 。補完的能動的財政調整
7

は同じレベルの政府間の支払い、すなわち狭義の水平的財政調整と水平的財政調整効果をも
つ垂直的財政調整に分類される。
狭義の水平的財政調整は財政力の強い州から財政力の弱い州へ同じレベルの政府間で交付
金を支出する制度をいう。上位レベルの政府を通すことなく同じレベルの政府間で資金を移
転させることにより、財政力の調整を行なう。受動的財政調整によって配分された事務と本
源的能動的財政調整によって配分された収入が必ずしも公共団体の財政需要をすべて充足す
るとは限らない。そのため、財政力の強い地方政府が財政力の弱いに対して資金を支払うこ
とで、事務の引き受けに対する支出と配分された収入の間に生じる格差を是正できるのであ
る。
水平的財政調整効果を伴う垂直的財政調整効果とはある州の財政需要に対して租税力が不
足している場合に、上位レベルの政府がその不足分の一部若しくは全部を補填することで
（垂直的な交付金）
、州間の財政力を均衡化する調整をいう。つまり、本源的能動的財政調整
を行う際に財政力の弱い地方政府が、財政力の強い政府よりも多く交付金の割り当てを受け
るようにするのである。
２．オーストラリアの財政調整の特徴
２．１

オーストラリア財政の概要

これまでドイツの財政学者ハウスナーの分類にしたがって財政調整制度を理論的に位置づ
けてきた。オーストラリアの財政調整制度をそれに従って分類する前に、この節ではオース
トラリア財政及び政府間関係の特徴について触れ、さらにオーストラリアの財政調整制度の
歴史的発展及び連邦政府から州政府、地方自治体に対する財政移転の内容について言及す
る。
オーストラリアは６州２特別地域（首都特別地域及び北部特別地域）からなる連邦国家で
8

あり、行政レベルは連邦政府、州政府及び特別地域、地方自治体という３層で構成されてい
る。政府間の関係においては州政府レベルで主要な権限を持っており、州政府は連邦政府よ
りも割り当てられた事務は多い。しかし、州政府が自ら意思決定をし、徴収責任を果たすと
いった自主財源による収入は賃金税などの課税標準が狭い税目に限られている。それに対し
て連邦政府は、個人所得税や法人所得税といった課税標準の広い所得課税を連邦独自の税目
としており、連邦政府に有利に税源が配分されている。その結果、州政府においては歳出責
任と租税力の著しい乖離が生じており、オーストラリアにおける政府間関係では連邦政府と
州政府の間では財政的な垂直的不均衡が生じているという特徴がある。この垂直的財政不均
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衡は連邦結成当初からの特徴であり、州政府が連邦政府に対して関税（customs）・物品税
（excise）といったそれまで州の主要な財源を移譲したことに関係すると言われている 。
9

このような垂直的不均衡の原因となった政府間における税源配分の大きな転換期として、
1942年の統一所得税の導入が挙げられる。それ以前においては主に州政府が所得税の課税権
を有していた が、連邦政府は第二次世界大戦を契機に多額の戦費を調達するため、州政府
10

より所得税における課税権の優先権が与えられ、その代償として州政府は交付金を受け取る
ことに同意した。これ以来、連邦政府が独占的に所得税の課税を行い、それに伴う州政府の
不足財源については交付金によって補うだけではなく、特別交付金により財政力の不均衡を
補う形となった。州政府は所得税の課税権を主張し課税することも可能であったが、連邦政
府はそのような主張する州政府に対しては、制裁として所得税の還付交付金を与えないとし
たため、実質的に州政府は所得税を課税することはできなかった。このことに関して、州政
府は連邦政府に対して憲法違反であるとして高等法院（High Court）に対して訴訟を起こ
したが、所得税における連邦政府の実質的な独占を高等法院は支持した 。この判決がオー
11

ストラリア財政に与えた影響は大きく 、現在も政府間に財政的な垂直的不均衡が生じてい
12

る原因となっている。
オ ー ス ト ラ リ ア の 政 府 間 財 政 関 係 に お け る い ま 一 つ の 特 徴 は、 連 邦 交 付 金 委 員 会
（Commonwealth Grants Commission）の存在である。連邦交付金委員会は連邦政府、州政
府からも独立した第三者的な法的機関であり、主に連邦政府に対して州間の配分基準となる
相対値（per capita relativity）を算定し、勧告するという重要な役割を果たしている。連邦
交付金委員会の歴史は古く、1933年まで遡る。当時の首相であったジョセフ

ライオンズ

（Joseph Lyons）が憲法96条に基づき、州政府に対して財政援助を行う際に独立した機関の
必要性を説き、設立された。
連邦交付金委員会の役割の一つに相対値の算定があるが、その算定にあたって依るべき根
本原則として水平的財政平衡化原則がある。この原則は1936年の連邦交付金委員会の報告書
に由来し、
「州政府が財源調達を行う上で、同程度の努力を払い、同程度の効率性をもって
財政運営に従事するならば、各州は同じ水準のサービス供給能力をもつべきである 」とす
13

る原則である。また、この原則の解釈は３つの柱から成り立っており、その１つ目は州の財
政力の平衡化という解釈である。これは州政府が提供した公共サービスの成果や結果を平衡
化するのではなく、州政府の財政力を平衡化するということを意味する。２つ目は国内水準
である。これは、平均を基準としてすべての州が平均的な基準で公共サービスを提供するこ
とを意味している。そして３つ目が政策中立性である。これは交付金の州に対する配分は州
政府が行う政策に影響を受けてはならないことを意味している。したがって、州政府の特定
の政策によって必要な支出が増えたとしても、交付金の査定においては考慮されない。
政府間関係において特に大きな変化があった1942年以降、交付金制度は様々な内容で変化
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する。1942年の統一所得税導入に伴う「租税還付交付金」、1959年には「財政支援交付金」
となり、毎年の人口増加率と前会計年度のオーストラリア全体の平均賃金上昇率に応じて交
付金総額を決定する方法に変化した。その後、1976年には「租税分与交付金」と名称を変更
し、交付金総額を連邦の個人所得税の（39.87％）として一定割合に定め、1982年には連邦
税収の（20.72％）とされた。1985年にはこの制度が再び「財政支援交付金」と名称を変更
し、それに伴い交付金総額を一定のルールではなく、毎年の首相会議の場での政治的決定が
なされていた 。
14

2000年の税制改革においてGST が導入された後には、財政支援交付金制度は廃止され
15

GST交付金制度となった。連邦政府から州政府・地方自治体に対する財政移転については大
きく分けて一般歳入補助金（General Revenue Assistance）と特定目的補助金（Speciﬁc
Purpose Payments）があるが、GST交付金は使途が限定されない一般歳入補助金として位
置づけられる。GST交付金の原資となるGSTは連邦政府によって徴収され、その全額が州政
府に対して提供される。一般歳入補助金にはその他に予算均衡支援金（Budget Balancing
Revenue Assistance）や競争政策交付金（National Competition Payments）などがある。
また、特定目的補助金には州政府に対する補助金（to the States）と州政府を通じて主に地
16

方政府に対して提供される補助金（through the State）、そして連邦政府から直接地方政府
17

に対して提供される補助金（direct to local government）がある。
18

２．２

GST導入後の財政調整制度

前節においてはオーストラリアの政府間財政関係を概観してきたが、この節においては
GST導入前後の財政調整制度をハウスナーの分類にしたがって位置づける。そしてその後統
計資料を通じて、GST交付金が州政府全体の財源にどのような影響を与えたのかを検討する。
GST交付金が導入される前の交付金制度は財政支援交付金であった。財政支援交付金の交
付金総額は連邦政府が主導権を握って外生的に決定され、その配分方法は連邦交付金委員会
が連邦政府に勧告するシステムであった 。交付金の財源の性格は連邦政府と州政府で租税
19

収入を分け合う形であっため、ハウスナーの分類に従えば収入の垂直的配分は結合システム
に近い。
それに対してGST交付金が導入された後は、GSTの全額が交付金の原資となった。資金の
流れとしては、一旦GSTは連邦政府により徴収されその後、全額が交付金として配分される。
このことは財政支援交付金のもとでは首相会議の場で裁量的に決定されていた交付金総額が
GST交付金のもとではルール化されたという変更とともに、交付金の財源となる連邦税収を
連邦政府と州政府で分け合うという形から州政府全体にのみ収入権が帰属するという形に変
化したと言える。したがって、財政支援交付金のもとでは収入権の垂直的配分が結合システ
ムに近い形であったのに対し、GST交付金の場合には拘束的分離システムに該当する 。ま
20
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た、GST交付金の場合、財政力の弱い州に対する交付金配分は連邦政府の追加的な支出は行
われないため、実質的には財政力の強い州が弱い州を賄っているといえる。
さらに、GST交付金はその全額が交付金の対象となり連邦政府の歳入とならないというこ
とを踏まえると、財政支援交付金のもとでは連邦政府から州政府に対する交付金としての位
置づけをもっていたが、GST交付金は州全体の共有の固有財源 としての位置づけに変化し
21

たと考えられる 。GSTは州政府が自らの権能に基づいて自主的に収入するものではなく、
22

州税収、使用料・手数料、利子収入などとは異なるため、自主財源としては位置づけること
はできないが、このことはオーストラリアの財政調整制度の歴史において重要な変化である。
図２−１はGST交付金を州全体の共有の固有財源として位置づけた場合の州政府歳入総額
に対する固有財源の変化を1999−2000年と2000−2001年で比較したものである。1999−2000
年においては主に州政府の税収及び手数料等が自主財源と位置づけられる。これに対して
2000年−2001年のグラフでは州政府の税収は減少（自主財源は減少）するが、その一方で
GSTが導入されたことにより、2000−2001年では州全体の固有財源は増加する。その結果、
GST導入前よりもGST導入後において地方政府歳入総額に占める固有財源比率は52％から68
％へ16ポイント増加する。2000年の税制改革においてGSTの導入とともにいくつかの州税が
廃止されたために、自主財源の比率は縮小した。しかしその一方で州政府全体の固有財源の
比率は増加している。したがって自主財源の比率の縮小だけに着目し、垂直的不均衡が拡大
したと評価することはできないと思われる。
図２−１において、州政府全体の歳入構造の変化に着目してGSTの導入がどのような変化
をもたらしたのかを2000年を基準に比較した。次に、財政支援交付金とGST交付金が租税力
格差を具体的にどの程度縮小させているかを各州別に図２−２から図２−４でそれぞれ見て
いくことにする。そのために、各州（準州を除く）の税収総計の人口一人当たりの歳入を１

図２−１

州政府歳入総額に対する固有財源の変化
州税収

GST

手数料

交付金

特定目的補助金

その他
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80％

固有財源

固有財源

交付金

60％
40％
20％
0％
年度

1999−200

2000−2001

資料：Australia Bureau of Statistics, Government Finance Statistics 1999−2000 No.5512.0及び
Government Finance Statistics 2000-2001 No.5512.0より作成。
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図２−２

オーストラリアの州間財政調整の状況（1998年）
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自主財源＋交付金＋補助金

資料：Australia Bureau of Statistics,

より作成。

とした時の指数値を用いて検討する。それぞれの図では左側が税収のみの比較であり、中央
が自主財源の比較、そして右側が自主財源と交付金及び補助金を合わせたものの比較であ
る。さらに図２−２は1998年のデータを用いて財政支援交付金の効果を示したものであるの
に対し、図２−３は2000年の数字を用いてGSTが導入された年の効果を示している。また図
２−４は2005年のデータを用いて、GSTが導入されてある一定期間（５年間）経過した後の
効果を示したものである 。
23

まず、図２−２で単に各州政府の州税収のみを比較すると、ニュー・サウス・ウェールズ
州（NSW）
、ビクトリア州（VIC）、西オーストラリア州（WA）がそれぞれ１を超えた数値
を示しており、租税力の強い州ということができる。特にニュー・サウス・ウェールズ州は
1.29であり、州政府全体の中で租税力が最も強い州であるといえる。それに対して、南オー
ストラリア州（SA）
、クイーンズランド州（QLD）、タスマニア州（TAS）は１を下回っ
24

ており、これら３州は租税力が弱い州であるといえる。特にクイーンズランド州やタスマニ
ア州といった州は0.79といった数値を示しており、最も高い数値のニュー・サウス・ウェー
ルズ州と比較すると0.5ポイントの差があり、単純に租税力を比較すると州間で格差がある
ことがわかる。そのような格差を是正するため連邦政府から州政府に対して財政支援交付金
や特定目的補助金を交付することにより、ニュー・サウス・ウェールズ州は1.29から0.99に
なり、逆にタスマニア州は0.79から1.02となる。それぞれ、指数１を超えていた州が１より
小さくなり、１より小さかった州が１を超えるという逆転現象が起こっているものの、財政
調整前にあった租税力格差は財政調整によりかなりの程度是正されているということがわか
る。
次に図２−３において2000年の税制改革によってGST交付金が導入された年の状況をみる
と、租税力においては1998年と同様、ニュー・サウス・ウェールズ州とビクトリア州が高い
数値を示しており、最も高いニュー・サウス・ウェールズ州は1.34である。それに対しクイ
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図２−３

オーストラリアの州間財政調整の状況（2000年）
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資料：Australia Bureau of Statistics,

図２−４

より作成。

オーストラリアの州間財政調整の状況（2005年）
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資料：Australia Bureau of Statistics,
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より作成。

ーンズランド州やタスマニア州は低い数値となっており、最も低いタスマニア州は0.76であ
る。このように各州間で租税力格差があるが、GST交付金及び特定目的補助金を考慮した結
果、ニュー・サウス・ウェールズ州が1.34から0.94となり、タスマニア州が0.76から1.07となる。
これは1998年と同様に人口一人当たりでみた租税力格差が財政調整により各州間で是正され
るものの、財政調整後の収束の幅で見た場合には1998年が0.03であったのに対し、2000年で
は0.13と広がっており、特にタスマニア州に対して手厚い調整がなされたことがうかがえる。
さらに、GSTの導入後５年間が経過した2005年の状況を図２−４が示している。各州政府
の租税力のみを比較すると、これまでとは若干異なり租税力が最も強い州であったニュー・
サウス・ウェールズ州が州全体の２番目になり、近年の特に石油、ニッケルなどの資源産業
の好景気に支えられて税収が大幅にアップした西オーストラリアが最も高い数値で1.27、最
も低い州はタスマニア州で0.70となっている。1998年のGST導入前、2000年のGST導入時、
2005年のGST導入後で比較すると、2005年の財政調整後の収束幅が0.25となっており最も顕
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著になっている。2001年３月に富裕州であるニュー・サウス・ウェールズ州、ビクトリア州、
西オーストラリア州が財政調整制度の見直しのための検討会を立ち上げ、意見書を提出した
ことからも見られるように、現行の財政調整制度が富裕州にとって不利になるような構造で
あることがわかる。
３．まとめ
2000年の税制改革においてGSTが州全体に帰属する共有の固有財源としての位置づけとな
った。広義の財政調整の観点からは収入権が政策に関する意思決定権を多くもつ州政府全体
に帰属したことで、完全ではないにせよ三者一致の原則に近づいたと評価できる。さらに、
本源的能動的財政調整の側面つまり収入配分の側面をみれば、交付金の対象となる税源の性
格が結合方式から分離制度へと変化した。財政支援交付金の財源となる税目の収入権は連邦
政府と州政府の間で共有していたが、GSTとなり州全体に収入権が帰属したことにより、地
方自治を可能にする制度に近づいたということができ、地方分権化というという意味で前進
したと考えられる。
しかし、その一方で現行の財政調整制度が富裕州にとって不利に働いているという現状は
見逃すことができない。政府間関係の協議ということに関しては閣僚評議会 （Ministerial
25

Council）という新しく設置された場があるにせよ、GSTが州全体の共有の固有財源である
という共通認識のもと連邦政府もしくは連邦交付金委員会に対して州政府の意見が十分に反
映されていない。このことが、富裕州と貧困州の租税力格差の逆転現象に間接的に影響して
いると考えられる。
したがって、現行の財政調整制度に対して改善が望まれる点としては、交付金の総額につ
いてはGSTの全額を交付金の財源としてルールによって決定する制度を維持しつつ、その一
方で、配分方法・基準については州政府の意見を閣僚協議会の場において積極的に協議する
ことで、この逆転現象が緩和されると思われる。このことにより意思決定者と受益者、支払
者が一致に近づくことになり、交付金の過大配分または過小配分の余地が縮小されると考え
られるのである。
参考文献
Commonwealth Grants Commission［2002］. Guidelines for Implementing Horizontal Fiscal
Equalisation. Information Paper CGC2002/1.
Commonwealth Grants Commission［2004］, Report on State Revenue Sharing Relativities 2004
Review, Australia Government.
Douglas A. L. Auld［1973］
, Australian fiscal policy, St. Lucia, Queensland

University of

Queensland .
Karl Heinz Hausner［2003］
, Vergleich des bundesstaatlichen Finanzausgleich in Österreich und
Deutschland vor dem Hintergrund der Ökonomischen Theorie des Föderalismus、Reihe V Volks- und

─ 265 ─

Betriebswirtschaft, Bd./Vol.3011, Perter Lang, Frankfurt am Main 2003
McLean,Iain［2002］
, Fiscal Federalism in Australia , Public Administration.
W. Prest and R.L. Mathews［1980］
, The Development of Australian fiscal federalism, Canberra
Trumbull Conn, Australian National University．
Zimmermann, H.und K. D. Henke［1994］Finanzwissenschaft 7. Aufl.,Verlag Franz Vahlen
（Munchen）
：里中恆志・篠原章・半谷俊彦・平井源治・八巻節夫『現在財政学』文眞堂、2000年。
岩崎美紀子［1988］
、
『分権と連邦制』
、ぎょうせい。
岩田由加子［2003］
、
「付加価値税導入と政府間財政関係─オーストラリアにおける2000年税制改
革─（上）（下）
」
、
『自治研究』
、第79巻第４号・第６号。
大浦一郎［1984］
、
「所得課税からみた豪州連邦の発展過程」、『追手門学院オーストラリア研究所
紀要』、第10号。
────［1987］
、
『オーストラリア財政論』、文眞堂。
岡崎一浩［1979］
、
「オーストラリアの所得課税制度」、『追手門学院オーストラリア研究所紀要』、
第５号。
岸昌三［1975］
、
「オーストラリア財政の研究」、『追手門学院オーストラリア研究所紀要』第１号。
財務省財務総合政策研究所［2001］
、
「主要国の地方税財政制度」。
────────────［2002］
、
「地方財政システムの国際比較」。
佐藤進［1993］
、
『地方財政総論〔改訂版〕
』、税務経理協会。
武田公子［2004］
、
「ドイツにおける自治体間財政調整の動向−牽連性の原則と州・自治体間協議」、
『京都府立大学学術報告（人文・社会）
』
、第56号京都府立大学。
西森光子［2003年］
、
「オーストラリアの政府間財政調整─その概要と近年の動向─」、『レファレ
ンス』、第53巻第10号。
橋詰由加子［2005］
、
「オーストラリアの連邦・州間財政調整制度─効果と課題」、財務省財務総合
研究所、『ディスカッションペーパー』
、NO.05A-21。
花井清人［1996］
、
「オーストラリアの政府所有企業改革：政府間財政関係の視点から」、『成城大
学経済研究』
、第132号。
────［2000］
、
「オーストラリアの政府間財政救済メカニズム：ミクロ経済改革による見直し」、
『追手門学院オーストラリア研究所紀要』、第25号。
────［2003］
、
「オーストラリアでの財政分権化・税源移譲の課題」、成城大学『経済研究』第
159号。
────［2006］
、
「水平的財政平衡原則の二元的運用：オーストラリア」、持田信樹編『地方分権
と財政調整制度』
、東京大学出版、pp.83−105.
［2007］、「オーストラリア政府間財政関係での州・地方税の課題」、『地方税』。
半谷俊彦［2003］
、
「第５章ドイツの財政調整制度」、神野直彦／池上岳彦編『地方交付税何が問題
か─財政調整制度の歴史と国際比較─』東洋経済新報、pp.123-158.
持田信樹［2004］
、
『地方分権の財政学』東京大学出版会。
米原淳七郎［1990］
、
「オーストラリアの租税制度」、『追手門学院オーストラリア研究所紀要』、第
16号。
────［2001］
、
「オーストラリアの税制改革

─GSTの導入」、『追手門学院オーストラリア研

究所紀要』、第27号。

─ 266 ─

オーストラリアにおける税制改革の財政調整制度への影響

この論文は、2008年度日本地方財政学会（於
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大東文化大学）において行った報告（「オースト

ラリアの財政調整─GST導入後の財政調整制度の課題」八巻節夫教授との共同報告）を出発点と
して分析したものである。報告時には討論者の花井清人先生（成城大学）からは多くの有益なコ
メントをいただいた。記して感謝の意を表したい。もちろん本稿に残された誤謬はすべて筆者の
責任である。また、本稿は単著であるが、ドイツの財政調整の理論的分類は共同報告者であった
八巻節夫教授の研究成果を基に分析している。
2

Zimmermann und Henke［1994］、p.130。

3

2000年の税制改正より前の先行研究としては大浦［1987］が代表的である。また、2000年の税制
改革を踏まえた先行研究として、岩田［2003］、花井［2003］などがある。
また、この三者一致の原則と関連する原則に牽連性の原則（Konnexitätsprinzip）がある。牽連
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性の原則は一般的には意思決定権と資金調達権の間の関係について述べられており、政策の意思
決定者にはその財源を調達する責任が伴わなければならないとする原則である。この牽連性の原
則はドイツでは州法として実際に規定されており、州が財政責任を十分に伴わない任務を義務付
ければ、少なくとも市町村は法廷に訴えることが可能である。
財政調整制度と牽連性の原則に関する先行研究として、武田［2004］。
5

Hausner［2003］
、pp.28-63を参照。

6

半谷俊彦［2003］
、p.125。

7

したがってここで課題となることは、各地域間の課税力の把握、財政需要の算定及びどの程度ま
で地域間の格差を是正するのかという点であるが、この点に関しては今後の検討課題としたい。
現在州及び特別地域にはニュー・サウス・ウェールズ州、ビクトリア州、クイーンズランド州、

8

西オーストラリア州、南オーストラリア州、タスマニア州の６つの州と首都特別地域（ACT）
、
北部準州（NT）という２つの特別地域がある。また、地方自治体数は2008年現在、約700であ
る。
9

McLean［2002］
、p.７。

10

大浦［1987］
、p.100。

11

McLean［2002］
、p.７。

12

大浦［1987］
、ｐ.33。

13

日本語訳は花井［2006］
、p.89。

14

オー ス ト ラ リ ア の 財 政 調 整 制 度の歴史的変遷については大浦［1987］、岩田［2005］、花井

［2006］
、などを参考にした。
15

2000年の税制改革により導入されたGSTは導入の目的は主に次の二つがあった。一つは課税標準
の狭い卸売売上税から課税標準の広い財・サービス税へ移管することで、効率的かつ安定的な税
収を確保すること。そしていま一つは、GST導入を契機に限界税率の高い個人所得税の税率を軽
減するための代替財源として導入し、段階的に個人所得税を軽減することである。卸売売上税が
６段階の複数税率採用し、物品によって税率が異なっていたのに対して、GSTは一部の基礎的食
品を除く財・サービスに対して一律10％で課税される。また生活に必要最低限のものについては
非課税となっており、例えば、食品の一部、大部分の医療サービス、教育サービス、上下水道の
料金、国際線の航空運賃、身体障害者が利用する自転車などがある。

16

主に保健、教育、社会保障に対する補助金である。

17

主に私立学校に対する補助金である。

18

主に保育サービスや障害者向けサービスである。
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19

持田［2004］
、p.199。

20

拘束的分離システムのうち完全拘束的システムに近い。

21

本稿においては固有財源を自主財源より広い概念で捉えている。つまり自主財源は必ず固有財源
と位置付けられるが、固有財源は必ずしも自主財源とはならない。

22

GSTが連邦税か州税かという点に関してはオーストラリアにおいても議論が分かれている。

23

オーストラリアの水平的財政調整の効果を測定する上では起債枠の配分も重要な役割を果たして
いるが、今回はそれを考慮に入れない分析にとどめている。この点に関しては今後の研究課題と
したい。

24

クイーンズランド州は州税収では低い水準にあるが、自主財源を含めると指数は１に近づく。こ
れは州内の地方自治体に対する貸付金に対する利息や、投資利息などが影響している。

25

GST導入にともない首相会議に代わり設立された。連邦・州蔵相からなり、政府間合意が正しく
なされているかを監視する役目等がある。
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Fiscal adjustment system in Australia：The problem
of the financial adjustment system after the GST
introduction
YAGIHARA, Dai
The purpose of this report is to describe the system of ﬁnancial adjustment operating
in the Commonwealth and states of Australia. The Commonwealth of Australia came into
existence when six self-governing colonies federated together in 1901. The same six
states, plus two territories which have gained self-government in recent years, comprise
the Australian federation today.
One of the characteristic trends of Australian ﬁscal system is Vertical ﬁscal imbalance
（VFI）
. VFI was in the federation from the beginning, and it remains. It is constitutionally
very difficult to eradicate. Since 1942, VFI has become more pronounced because the
Commonwealth has monopolised income tax and has recently introduced the ﬁrst broadbased expenditure tax, known as goods and service tax（GST）. As a result, a ﬁnancial
adjustment system prays a very important role in Australia. The Commonwealth Grants
Commission（CGC）
, a non-partisan body at arms length from politicians, oversees the
regime. This system induced Prime Minister Joseph Lyons to legislate for a statutory
commission to report to the Governor-General on any application from a State for ﬁnancial
assistance under s.96 of the Constitution.
GST was introduced in Australia on July 1 1200. It has promised to remit the proceeds
of GST to the States. The whole GST revenue is shared for revenue support grant to
states and territories governments. The inﬂuence that GST gave a ﬁnancial adjustment
system is gathered to 2 points of the next.（1）The decision method of the grant was
changed from discretion to a rule.（2）GST is a source of revenue of the whole state rather
than a local shared tax. This paper analyzes these inﬂuences based on a theory of the
German ﬁnancial adjustment.
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