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要旨
ガソリン、軽油、灯油、電力及びガスを課税対象とした環境付加価値税制度について、地
域ごとの課税負担の影響を検討するとともに、その影響を平準化する施策について考察を加
える。
環境付加価値税による税負担の程度は、地域間のエネルギー消費の差異により影響を受け
ると考えられ、得られた税収を活用して実施する税負担の平準化政策についても住民がおか
れた経済的な環境と住民の意思をふまえた地域への配慮が必要である。社会基盤の整備をは
じめとする国民生活に密着した多くの行政サービスは地方自治体によって実施されている
が、地方財政の財源不足はバブル崩壊後の 1994 年以降急速に拡大している。このような地
方財政がおかれている環境の中で消費税は偏在性が少なく安定な財源であると評価されてお
り、環境付加価値税の一部を地方税化することには大きな意義があると考える。
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１．はじめに
我が国においては、
1989 年 4 月に現在の消費税制度が導入された。税率は当初 3% でスター
トし、1997 年 4 月に消費税制度の改正が行なわれ、税率は 5%（地方消費税 1% を含む）へ
引き上げられた。消費税は、税の分類としては多段階一般消費税制度注１であり、EU の付加
価値税と同じ分類の税制度である。かつてヨーロッパ諸国や我が国で採られていた売上高税
などの取引高税注２では取引ごとに税の累積が起きるため、対象企業においては取引数を減
らし納税額をセーブしようとする誘引が働く。この結果、企業間の垂直統合が促進されて企
業の規模によって収益に差が生じるが、付加価値税制度は前段階の取引での税額が次の取引
段階で控除されるため、税の累積は起きない制度である（仕入税額控除方式）
。
本稿においては、化石燃料起源のエネルギー財であるガソリン、軽油、灯油、電力及びガ
スを課税対象とした環境付加価値税制度（多段階消費税、倉見 2012a）を提案し、地域ごと
の家計における課税負担の影響を検討するとともに、その負担の影響を平準化する施策につ
いて考察を加える。
環境付加価値税による家計の税負担の程度は、地域間のエネルギー消費の差異により影響
を受けると考えられるため、得られた税収を活用して実施する施策についても住民がおかれ
た環境と住民の意思をふまえた地域への配慮が必要である。このような背景を勘案すると、
環境付加価値税の一部は地方税とすることが適切であると思われる。
社会基盤の整備をはじめとする国民生活に密着した多くの行政サービスは地方公共団体に
よって実施されているが、地方財政の財源不足はバブル崩壊後の 1994 年以降急速に拡大し、
2011 年度では約 14 兆円の財源不足が生じ、
借入金残高は 200 兆円に達すると見込まれる（総
務省 2012）。こういった地方公共団体の財政環境の中で消費税は偏在性が少なく安定な財源
であると評価されており（小池 2007、p.8）
、環境付加価値税の一部を地方税化することには
大きな意義があると考える。
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２．地域ごとの消費支出構造
２ ‐ １．主な費目の消費支出
総務省統計局家計調査（総務省統計局 2011b）の結果では、総世帯区分における１世帯あ
たりの 2005 年度の家計消費支出は表１のとおりと報告されている。世帯あたりの年間消費
支出額は北陸地域が最も高く、
最も消費支出額が低い沖縄とは 1.80 倍の差がある。ガソリン、
灯油、電力及びガスに関する年間消費支出額についても北陸地域が最も高く、次いで気候が
比較的寒冷な東北、北海道での消費支出額が高い。エネルギー消費支出における地域間格差
は 1.85 倍である。家計消費支出において最も消費支出額が高い費目は食料品であるが、食
料品については東海、関東地域で高い消費支出傾向があり、沖縄、北海道では金額的には他
地域に比べ低い支出傾向である。また、食料品やエネルギー消費に次いで家計消費支出の中
で大きな支出額となっている住宅関連費用については、持家率と密接に関連していると推測
された。北陸、東北地域においては、高い持家率が認められたが、沖縄、北海道、関東では
持家率が低く賃貸住宅の利用率が高いと考えられる。なお、本稿では詳細は控えるが、家計
調査の結果においては人員数など地域ごとの家計の構成要素には大きな差異はないと考えら
れた。
表１．地域ごとの消費支出額（年間）
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図 1．2005 年度家計消費支出における主な費目の支出比率
（総務省統計局（2011b）家計調査年報平成 17 年から著者が作成）

2005 年度の家計あたりの主な消費支出費目を全支出における比率で見てみると（図１）
、
食料品の消費支出比率は凡そ全支出の 25% 程度と最も高かったが、地域間の差異は大きく
はない。エネルギー財に関わる消費支出比率は 6 ～ 8% であり、関東地域ではエネルギー消
費支出比率が低く、北海道、東北、北陸、沖縄ではエネルギー消費支出比率が高い傾向にあ
る。家賃・地代の消費支出比率については、表１に示した持家率を反映し、沖縄が最も高く
（約 12%）、ついで北海道、関東、近畿の順であった。これに対し、持家率が高い北陸、東
北では当該支出比率は極めて低い水準である。
以上をまとめると、家計における消費支出費目としては食料品が最も大きな支出費目であ
るが、地域間での差異は顕著ではなかった。これに対し、家賃・地代に関わる消費支出比率
には地域間で大きな差異があり、北陸や東北では高い持家率を反映し、当該支出比率は極め
て低く、沖縄、北海道、関東では高い支出比率であった。

２ ‐ ２．エネルギー消費支出の構造
エネルギー財に関わる 2005 年度の家計の消費支出の内訳を評価してみると、利用される
エネルギー財の種類は地域により大きく異なっていることが分かる（図２、総務省統計局
2011b）。
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図２．2005 年度のエネルギー消費支出における各財の支出割合
（総務省統計局（2011b）家計調査年報平成 17 年から著者が作成）

沖縄では電力消費に関わる支出割合が極めて高く、温暖な気候を反映してガス及び灯油の
消費割合は低いというエネルギー消費構造であった。これに対し、降雪地域である北海道、
東北、北陸では電力消費の支出割合が低く、灯油の消費割合は他の地域に比べ突出して高い
という特徴を有している。これは冬季における暖房利用での灯油の消費による結果であると
考えられる。一方、関東や近畿圏では北海道などと異なり、灯油やガソリンの消費支出割合
は低く、これに代わりガスの消費支出割合が高い傾向にある。これら人口密度が高い地域で
は公共交通機関等の交通インフラや都市ガス機能が整備されている事を示す結果であると推
測する。

３．環境付加価値税の課税
３ ‐ １．環境付加価値税率
環境付加価値税を課税した場合の地域ごとの家計への影響を検討した。本稿においては、
我が国全体の二酸化炭素排出量の増加を勘案し、家庭部門における二酸化炭素排出量の削減
目標を 10% とした注３。当該削減目標を達成するための環境付加価値税率を求めるために、
以下に示す（１）式のエネルギー需要関数から需要に関わる価格弾力性を推計した。ここで
は詳細な説明は控えるが、
従価税としての環境付加価値税率は、
この価格弾力性の数値を
（２）
式（税率と需要に関わる関数）に代入して算出することができる（倉見 2012b）
。
lnE ＝α ＋β１lnP ＋β２lnF ＋・・・
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（１）

ここで、E は価格が P の時のエネルギー需要を示し、F はエネルギー需要に影響を与える要
因変数、α 、β n（ n = 1, 2,・・・）はそれぞれ定数項と係数であり、この式において係数
β１が価格弾力性である。

(t P ) = (1 − R )^ (1 β ) − 1

（２）

（２）式における t は税額（価格と同じ単位）を示し、したがって、t/P が税率（従価税率）
となる。R は目標とするエネルギー需要の削減率（本稿の場合は 10% 削減であるため 0.1 と
なる）、β は（１）式で示した価格弾力性である。また、
（＾）は累乗を示す。
公表されているエネルギー需要等の統計データを用いて、上記（１）式 及び（２）式か
ら各エネルギー財の価格弾力性と家庭部門においてエネルギー財の需要を 10% 削減する環
境付加価値税率を推計した。価格弾力性の推計に使用した統計データの出典を表２－１に、
価格弾力性と環境付加価値税率の推定結果を表２－２に示す（倉見 2012b）
。本検討におい
てガソリン及び軽油に関しては、適切な統計データが利用できなかったため、先行文献（環
境省 2005）の価格弾力性を使用して環境付加価値税率を算出した。
表２－１．エネルギー需要関数の推定に用いたデータの出典等
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表２－２．従価課税における環境付加価値税率の算定結果

2005

３ ‐ ２．環境付加価値税による地域ごとの税負担と平準化
公表されている 2005 年度の家計調査結果（総務省統計局 2011b）における地域ごとのエ
ネルギー消費額に対し、表２－２に示した環境付加価値税を課税したときの当該税負担額を
図３に示す。家計の税負担額は北陸、北海道、東北で高く、最も負担額が低い地域は沖縄で
あった。両地域の税負担額の格差は 2.05 倍である。消費支出額の地域間格差は前項２ ‐ １
に示したように 1.80 倍であることから、各地域において消費されているエネルギー財の相
違によって税負担を含む支出の格差は拡大する傾向にある。要因としては、北陸、北海道、
東北地域では税率を高く設定した灯油の消費割合が他のエネルギー財よりも多いために、こ
のような地域間の税負担格差が生まれてくるものと推測する。

図３．地域ごとの環境付加価値税負担額（2005 年度）

次に税負担額を消費支出額で除し、課税の影響を消費支出の増加率で評価した（図４）。
課税による消費支出の増加率は北海道が最も高く 2.54%、最も低い地域は関東であり、消費
支出の増加率は 1.32% であった。これらの差異により地域間の課税による支出増加率の格差
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は 1.93 倍であると計算された。前述したエネルギー財消費の地域間での差異を反映し、北
海道や東北では灯油に関わる支出が課税による消費支出増加率の大きな要因となっており、
関東、近畿ではこの要素が小さいために消費支出増加率は低いという結果になった。
このような税負担に伴う家計の消費支出増の地域間格差を縮小するためには、灯油に対す
る税率を軽減し、ガスへの税率を高める必要があると判断される。灯油への課税率を
53.05% から 25% に軽減し、ガスへの税率を 19.06% から 45% に増加させた場合の税負担に
伴う消費支出増加率を図５に示した。このような個別のエネルギー財に対する税率の見直し
により、北海道、東北地域における消費支出の増加率は減少し、関東、近畿地域では支出増
加率が上昇して、課税に伴う消費支出増加率の格差は 1.93 倍から 1.37 倍に縮小した。

図４．環境付加価値税施行による消費支出増加率（2005 年度）

図５．灯油税率の軽減とガス税率の引上げの効果（2005 年度）
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本稿で設定した当初の環境付加価値税率は、いずれのエネルギー財の需要も等しく 10%
削減する税率であるが、個々のエネルギー財の税率を見直した場合には、各エネルギー財の
需要削減率も変化することになる。ここでは詳しくは述べないが、灯油の税率が 25% の場
合には灯油の需要削減率は 5.4% に減少し、ガスについては、45% の税率のとき需要削減率
は 20.0% に増加する注４。結果としてエネルギー財の需要を等しく 10% 削減する場合に比べ、
二酸化炭素排出量は全体で更に 20.1 万トン削減できると推定された注５。
灯油及びガス（LNG）の二酸化炭素排出計数（単位発熱量あたりの二酸化炭素排出量、
日本エネルギー経済研究所 2009、
p.372）を比較してみると、
灯油は 2.8411［Gg-CO2/1010kcal］
であるのに対し、LNG は 2.0874［Gg-CO2/1010kcal］と低い。課税負担による消費支出の地
域間格差を縮小するについては、ガス暖房機器等への補助金政策などを通じて灯油から二酸
化炭素排出率の低いガスへのエネルギー転換を進める政策が環境質の改善に対しては望まし
いと考えられ、ガスに対する重い税負担を軽減するためにも考慮されるべき政策である。

４．環境付加価値税の負担格差の解消
前項３ ‐ ２で示したように、課税による消費支出増加率の地域間格差の縮小を目的に環境
付加価値税率を見直した場合の消費支出増は、凡そ 1.5 ～ 2% であった（図５）
。環境付加価
値税導入の目的は、課税により化石燃料起源のエネルギー消費を削減し環境質を向上させる
ことにあるため、EU 加盟国等で取組まれているように、得られた税収は既存税の減税や社
会保障費負担の軽減に充て、税収中立の立場を採ることが望ましい（諸富 2005、p.213）。
著者は環境付加価値税の逆進性とその是正について検討したが、食料品に対する消費税を
ゼロ税率とすることによって逆進性は緩和できることがわかった（倉見 2012c）
。本稿では、
食料品に対する現行消費税をゼロ税率化する政策と家賃・地代に対する補助金制度を導入す
る政策について地域ごとの効果の検討を行なった。結果を図６に示す。なお、家賃・地代へ
の補助金は暫定的に賃貸料の 5% としたほか、食料品及び家賃・地代に関わる支出額は家計
調査の統計データを使用した（総務省統計局 2011b）
。
図６から明らかなように、家計において約 25% の消費支出を占める食料品に対する消費
税をゼロ税率とする政策を環境付加価値税の実施と同時に施行することにより、課税による
消費支出増は 1% 以下に抑制され、更に家賃・地代への補助金制度を導入する事で北陸、東
北、北海道を除き課税による消費支出増は 0.5% 以下に低下した。特に家賃・地代の支出割
合が高い関東では、ほぼゼロまで課税による消費支出増は抑制されると計算された。沖縄に
ついては、家賃・地代に対する補助金制度が加わることにより消費支出が－ 0.15% に削減さ
れるという結果となり、当該制度の導入によって環境付加価値税の施行に伴う消費支出増加
率の地域間格差は拡大すると考えられた。なお、食料品に対する消費税をゼロ税率化するに
は 8,932 億円の財源を必要とし、5% の家賃・地代への補助金制度を施行するには 5,957 億円
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の財源が必要であると推計された注６。

図６．環境付加価値税の負担格差の平準化：
食料品消費税のゼロ税率化と家賃・地代への補助（2005 年度）

５．環境付加価値税の地方税化
我が国の現行消費税は 4% の国税と 1% の地方消費税で構成されている。前述したように
地域間でのエネルギー財に関わる消費支出構造の差異に基づく税負担の格差を考えると環境
付加価値税の一部は地方税とし、地域の実情に則した税収の活用が必要であると考える。環
境付加価値税の地方公共団体への配分については、現行消費税と同様に納税義務者である事
業者から当該事業者が所在する都道府県で納税を受けた後、消費が実際に行なわれた最終消
費地の都道府県の税収となるよう統計数値に基づき配分する制度が望ましい。
産業連関表（2005 年 108 部門基本取引表；生産者価格評価表、総務省統計局 2011a）及び
エネルギー経済統計（日本エネルギー経済研究所 2009）の統計データから推計される民間
消費支出に関わる環境付加価値税の税収を表３に示す注７。
産業連関表の民間消費支出額に基づき算出した税率見直し後の税収は、約 2 兆 8,226 億円
であった注８。前節４で示した税の逆進性の是正のために食料品に対する消費税をゼロ税率
とするには 8,932 億円の財源が必要であると推定されたが、全国的に効果が期待できるこの
ような政策は国税を財源として全国一律に行われるべきであると考える。一方、家賃・地代
に対する補助金制度は地域によって効果が大きく異なるため、このような施策は環境付加価
値税を一部地方税とし、
これを財源として地域ごとに実施の検討が行われることが望ましい。
したがって、税負担の平準化や他の税の歪みの是正等を効果的に行なうには、地域の特性
をふまえて環境付加価値税を国税と地方税に分割することを検討すべきと考える。仮に現行
消費税と同じように国税を課税対象に 25% の税率で環境付加価値税の一部を地方税とした
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場合には、
その税収は約 5,645 億円と計算され、
2005 年度における地方消費税の税収 2 兆 6,000
億円とは異なる活用が期待できる注９。
表３．民間消費支出に関わる環境付加価値税の税収（灯油、ガスの税率修正後

単位：百万円）

化石燃料等に課税する地方税としての炭素税導入の検討は、既に東京都や神奈川県などで
行なわれており、これらの検討内容の概要を表４に示した。地球温暖化問題に対しては日本
国全体として取組むべきであるが、化石燃料の消費を削減するための中央政府による環境税
への取組みが遅れている現状では、地方公共団体が地方税として炭素税を導入する必要性は
増大しているものと思われる。
東京都は、
表４に示したように法定税として化石燃料と電力に課税する案を提示しており、
神奈川県は法定外税として自動車用燃料以外の化石燃料と電力を課税対象とする案を提示し
ている。いずれの案も課税段階は可能な限り最終消費段階とし、税収の使途は一般財源とし
ているが、歳出のグリーン化の一環として環境技術の開発、都市の緑化などが考慮されてい
る（川勝 2010）
。
地方税として炭素税を検討する場合の問題としては、どの取引が最終消費の取引に該当す
るのかを把握することが難しいという点であり、米国における小売売上高税においても同様
の課題があることが報告されている（渡辺 2000、p.13）
。また、最終消費段階で課税すると
いうことは、地域ごとに税率の差異があったときには消費者に越境購買を誘引し、応益性に
反する事態が起こりうるなどの課題があり、地方環境税としての炭素税の導入は実現には
至っていない。
環境付加価値税は消費税に準じて一括して収税した後、統計データに基づいて地方公共団
体に配分することが想定されるため、地方公共団体の税務行政に関わる費用の発生は一定程
度に抑えられる可能性がある。前述したように環境付加価値税を導入した場合には、地域ご
との気候の差異や生活様式等により課税負担に差異が生じる。したがって、課税負担の平準
化施策の検討についても、地域がおかれた経済的な環境要素等の様々な背景をふまえたもの
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でなければならない。環境政策として国税と地方税をセットとする環境付加価値税制度はこ
のような点からも選択肢の 1 つとして意義のある制度であると考える。
表４．地方環境税の提案

６．まとめ
環境付加価値税の税負担の地域間格差を平準化することを目的に税率の見直しを行った。
灯油に対する税率を軽減し、ガスに対する税率を高めることで家計の消費支出増は約 2% と
なり、地域間の支出増加率の差異は 1.37 倍に縮小することができると推定された。また、
税の逆進性を軽減するため、家計において最も消費支出割合が高い食料品に対する現行消費
税をゼロ税率化することで、税負担の影響は地域間で差異はあるものの 1/2 又はそれ以下に
軽減されるという推定結果が得られた。
しかし、更に課税負担の所得間格差を緩和するための施策として家賃・地代に対する 5%
の補助金制度を施行したときには、家賃・地代消費支出が低い北陸、東北では税負担の軽減
効果は大きくなく、一方、当該費目の支出比率が高い沖縄、関東では顕著な負担軽減効果が
起き、この政策を一律に実行した場合には、地域間での支出増加率の差異はむしろ拡大する
と推測された。
多段階消費税制度である環境付加価値税は国税として実施することを想定したが、家計に
おけるエネルギー消費構造には地域間で差異があるため、地域間での税負担格差を平準化す
るには、どのエネルギー財についても課税によって同じ効果（環境質への効果）を得るとす
る考え方で税制度を設計することでは達成できないと考えられた。
また、税の逆進性を是正するために、生活必需品である食料品に対する現行消費税をゼロ
税率とする施策を実施した場合には、環境付加価値税の税負担は半減すると考えられた。本
稿では詳細な言及は控えるが、環境付加価値税は現行消費税と同じように低所得者層におい
て税負担率が高いと推測され、食料品などの生活必需品に対する消費税をゼロ税率とする施
策は税の逆進性を緩和する点で効果がある政策であると考えられた（倉見 2012c）
。この税
負担の所得階層間の平準化施策は全国的に実施することが望ましいと想定されるため、中央
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政府の政策として行うべきであると判断する。
環境付加価値税の所得階層間の負担格差を更に軽減できる可能性を有する家賃・地代への
補助金政策は、地域ごとで見た場合には効果の差異が大きいため、実施については地方公共
団体の意志に委ねる必要がある。したがって、環境付加価値税は付加価値税として遍在性が
少なく安定な税源である点もふまえれば、その一部を地方税とする考え方は意義のあるもの
であると考える。このように環境付加価値税の一部を地方税とするならば、今後は地方公共
団体の歳出のグリーン化についても関連して考察を加えたいと考える。

[注]
１． 消費税制度はモーリス・ローレが提唱した間接税であり、わが国が導入した一般消費税制度
は、原則的にすべての財の取引において財の付加価値に対して課税する制度である。租税の
類型としては資本財全額を控除対象とする消費型の付加価値税である。
２． 売上高税は、製造、小売などの各取引段階における取引額を課税標準とする多段階の間接税
である。米国においては、税の累積を避けるために単段階の小売売上高税が実施されている
が、小売売上高税においても実際は税の累積があるとされる（渡辺 2000）。
３． 我が国における二酸化炭素排出量は 2006 年度において約 12.7 億トンである。ここ数年間の
排出量はほぼ一定となっているが、京都議定書の基準年である 1990 年と比較すると 10% 程
度の増加である（電気事業連合会 2009）。本稿ではこのような背景からエネルギー需要の削
減率を暫定的に 10% とした。
４． ３ ‐ １項の式（２）を（1 － R ）について展開すると下式が得られる。これに表２－２に示
す価格弾力性と新たな課税率を代入して計算すると、灯油の需要削減率（R）は 5.4%、ガス
についての需要削減率は 20.0% であった。
			

(1 − R ) = (1 + (t P ))^ β

５． エネルギー経済統計（日本エネルギー経済研究所、2009）において、家庭部門での 2005 年
度のガス及び灯油のエネルギー需要量はそれぞれ 9,928 × 1010kcal、14,316 × 1010kcal とされ
ており（p.90）、この需要量に炭素排出計数（p.372）を乗じて家庭部門での二酸化炭素排出
量を算出した。次に、得られた二酸化炭素排出量について需要削減率による差異を計算する
と、税率の変更により 20.1 万トンの二酸化炭素排出量が更に削減されるという結果が得られ
た。
６． 産業連関表（2005 年 108 部門基本取引表；生産者価格評価表、総務省統計局 2011a）におけ
る食料品及び家賃・地代の民間消費支出額を用いて算出した。
７． 産業連関表（総務省統計局 2011a）における各エネルギー財の民間消費支出額に環境付加価
値税率を乗じて算出した。但し、産業連関表においてはガソリン、軽油、灯油の個別の民間
消費支出額は明記されていないため、表３の脚注に示すとおり日本エネルギー経済研究
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（2009）のデータを用いて計算した。
８． 灯油、ガスに対する税率を見直しした後の税収である。民間消費支出は家計消費支出と対家
計民間非営利団体消費支出の合計で構成されるが、後者は金額的には小さいため、本稿では
民間消費支出は家計消費支出を表すと仮定した。対家計民間非営利団体には宗教団体、政党、
私立学校等が含まれる。
９． 現行消費税制度では、国税 4% のうち 29.5% は地方交付税の原資として地方に移転されており、
消費税 5% のうち実質的な地方への配分は 43.6% となっている。これは社会保障費における
地方の支出割合 43% と一致している（地方が独自に上乗せして給付している金額を含む、持
田 2007）
。環境付加価値税は環境質の改善が目的であり、財源の調達が目的ではないため、
本稿における環境付加価値税の地方への配分は国税を課税標準として 25% を地方税として課
税するにとどめた。国税と地方税の配分割合については更なる考察が必要と考える。
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The difference by the area of the effects of an
environmental value-added tax
KURAMI, Miki
Abstract
This paper evaluates the effects of an environmental value-added tax system to energy
goods, for instance gasoline, light oil, kerosene, electricity and gas on the household
economy. While taking into account differences between areas in Japan regarding the
influence of the burden of an environmental value-added tax, the measures that equalize
the influence of taxation are considered.
The tax burden of an environmental value-added tax is supposed to differ according to
the difference in the energy consumption between areas. In order to consider an
equalization policy for the tax burden carried out using the obtained tax revenues, it is
necessary to consider the economic situation where residents are located, and the
intentions of local residents.
Although many administrative services affecting the lives of people, including the
maintenance of social capital, are carried out by local governments, the shortage in the
sources of revenue for local governments has become worse since the collapse of the
'bubble' economy in 1994. It is estimated that the tax revenues of a consumption tax do
not have omnipresent nature, and the tax is a stable source of revenue for improving the
financial situation of local governments. Therefore, I think that it may be effective to
include a part of environmental value-added tax in local tax.
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