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ＴＩＦとは何か ～行政におけるノンリコース・ファイナンス、債券の種類・性質～

Tax Increment Finance（タックス（税） インクリメント（増分） ファイナンス（資金））

税金の増加した分を元手に資金調達（借金・債券発行）をする仕組みのこと
アメリカの都市開発等の分野において開発され、現在も数多く利用されている。

これまで

一般税

一般財源

一般償還財源債

で行政運営を実施

これから

一般税・目的税

一般財源・特別財源
（レベニューや増分等を含む）

一般償還財源債・特定財源債

で行政運営を実施
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ＴＩＦとは何か ～行政におけるノンリコース・ファイナンス、債券の種類・性質～

ノンリコース・ファイナンスの考え方を、行政の資金調達に導入すると・・・

「企業」「親会社」を、行政に置き換えると、ＴＩＦを考えるベースとなる。
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ＴＩＦ債、レベニュー債（Bond)の考え方

■ ＴＩＦ債は、税収の増加分を原資とする債券（左）

■ レベニュー債は、利用料金等を含む収益（レベニュー）を原資とする債券（右）

一般財源債は、行政の全体の信用をベースにして発行する債券（日本の場合は、自治体
の破綻が規定されていないため、「暗黙の保障」「ソフト・バジェットの問題の温床となる）

財政全体

特定
事業

金融
機関

×支払いしない

他の金
融機関

優先

図表1-3 レベニュー債の概念図
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ＴＩＦ債、レベニュー債、一般財源保証債（通常の地方債）の比較

図表1-4 TIFとレベニュー債の比較

州法にて地方政府は独自
の財源の調達のために発
行することができると規定
されている。

レベニュー債固有の根拠
法はない。免税債が多い
が、その部分は金利所得
を免税としうる条項を税
法で規定し、個々に許可
する方式。倒産隔離は連
邦破産法にて規定されて
いる。

各州のＴＩＦ法。倒産
隔離は連邦破産法に
規定されている。

根拠法

通常は債券通常は債券通常は債券資金調達形態

一般財源特定収入（通常は利用料収入等市
場からの収入）

税の増加分返済原資

リコースノンリコースノンリコースリコース／ノンリ
コース

（参考）一般財源保証債レベニュー債ＴＩＦ
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ＴＩＦが必要な理由 ～行政の規律ある資金調達、老朽化するインフラ対策～

行政の規律ある資金調達

■ 地方財政健全化法（地方公共団体の財政の健全化に関する法律）

健全化判断比率の公表
「第三条地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、
連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその
算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比
率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければならない。」

■ 地方財政法

地方債の財源
「第五条地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、
次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。
一交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業（以下「公営企業」という。）に要する
経費の財源とする場合
二出資金及び貸付金の財源とする場合（出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために
要する経費の財源とする場合を含む。）
三地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
四災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
五学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施
設等の公共施設又は公用施設の建設事業費（公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資してい
る法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含
む。）及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費
（当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。）の財源とする場合」
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ＴＩＦが必要な理由 ～行政の規律ある資金調達、老朽化するインフラ対策～

■ 老朽化するインフラ対策

「必要想定投資額」の財源問題

日本全体で ５０年間で３３７兆円、 毎年平均 ８．１兆円 が必要

（内閣府PFI推進委員会 ２０１０年４月１９日 資料）
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３．アメリカのＴＩＦの仕組み ～連邦法・州法・契約によるガバナンス～

米国の法制では自治体の破綻は連邦破産法第９章通称チャプター９に規定されている。

●第9 章の主目的は、破産した地方公共団体が財政再建に取り組んでいる間、債権者からの保護を提供すること
●債務の再調整は通常、公債満期の延長、元本や金利の削減、新たな公債発行による債務の借り換え
（refinance）などによって行われる。
●第9 章は連邦破産法のその他の章と類似する点も多いものの、地方公共団体の資産の清算や債権者に対する
収益の分配に関する規定はない

●実際、こうしたさまざまな制限から、第9 章に基づく破産裁判所の役割は、企業の更生に関して規定した第11 章
に基づく動きほど積極的なものではない。

●連邦破産法第9 章の第2 の目的は、債権者の大多数に承認された財政再建策に対して少数派が意義を唱える
プロセスを提供することである

●1976 年の法改正では、以下の2 点が改正された。
①申請前に行うあらゆる種類の債権者との交渉が現実的でない場合、地方公共団体はこうした交渉を完了して
いなくても連邦破産法第9 章の適用を申請できる
②第9 章の申請と同時に法的行為を一時的に停止する「自動停止機能」の適用」

●1988 年、「特定財源債およびその他の目的のための破産法改正法」を可決した。この改正により、地方公共団
体による特定財源債において認められている特定財源の先取特権（lien）が保護された。これは、第9 章の適用申
請と同時に発効される自動停止機能により、特定財源を公債の償還に充てるという本来の機能が妨害されること
を防ぐことを目的としたものである

最大のポイントは、1988年の改正における「特定財源（special revenue）の先取特権（lien）が保護」規定の追加で
ある。これによって、財政規律のない自治体が財政破綻したために、税収を計画通り確保しているプロジェクトから
の収入を他の債権者が獲得することがなくなり、ＴＩＦ債権者の立場が保護されることになった。
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３．アメリカのＴＩＦの仕組み ～連邦法・州法・契約によるガバナンス～

連邦法

「連邦破産法」

州法

「ＴＩＦ法」

契約

「個別契約書」

アメリカのＴＩＦ制度は、連邦法、州法、契約の３段階で構成されている。

行政の破綻の通則を
規定

先取り特権を規定

それぞれの州でTIF
制度を規定

各種条件等の規定

契約書によって詳細
条件を規定

法律専門家の交渉
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４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

●ＴＩＦ制度の名称はＴＩＦと名付けている例が多いが、STAR (Sales Tax andRevenue districts) （ カンザス）、
District Improvement Financing (DIF)（マサチューセッツ）など他の名称を用いている例も少なくない。これらもＴＩＦ
の特徴を有しており、米国では一般的にＴＩＦに分類されている。

●税収の種類は資産税の他、PILOTs （ 税代替支払い(payments in lieu of taxes;PILOTs)、売上税、経済活動
税などが用いられている。つまり、資産税に限定されているものではない。

●資金調達は、レベニュー債、Tax Increment 債（ＴＩＢ）、ＴＩＦレベニュー債、民間事業向けレベニュー債などノン・リ
コース型を示す名称が多いが、一般保証債や支出予算などリコース型を用いている例も少なくない。さらに、賦課
方式、特別負担金などＢＩＤに類する方式の例もある。Ｔａｘ以外の方法も含めて論じられていることは、米国では、Ｔ
ＩＦが特定プロジェクトのための資金調達手法一般を指す広い概念として解釈されていることを示唆している。

●実施主体は、自治体である市、郡の例が多いが、組織としては自治体と明確に異なる再開発公社/再開発機関
の例も多い。

●承認機関は、実施自治体の議会が多い。再開発公社/再開発機関の場合は、理事会が承認権を持つ例もある。
●ＴＩＦ創設の要件としては、公聴会の実施、荒廃要件（Blight Requirement）、“But For" Test 、フィージブルスタ
ディ（可能性調査）、費用便益分析、事業計画/再開発計画との整合、区域の明示/歳入の公約などがあげられてい
る。このうち、荒廃要件（Blight Requirement）は地区の経済状態がボトムにあることを要求している。また、"But 
For" Test はＴＩＦ以外の方法では実現し得ないことを要求している。いずれも強い限定をかける趣旨である。
●適用可能なプロジェクトの形態としては、商業（49）、工業（46）、住宅（44）、複合利用（Mixed-Use）（40）がほぼ
すべての州で導入されている。

●以上の組み会わせで、「一般保証債＋市＋市議会＋公聴会＋商業 」が50 州中17 州、「一般保証債ＯＲ民間事
業向けレベニュー債＋市ＯＲ郡＋市議会ＯＲ郡＋公聴会ＯＲ荒廃要件＋商業ＯＲ工業」５０州中２５州となっている。

●資金の使途は、景観改善事業・関連設備、自転車レーン改善、橋梁工事・修復、建物取得、コンベンションセン
ター、縁石・歩道工事、舗装改修、中心市街地と交通機関を結ぶ歩道橋、鉄道やLRT その他類似交通機関の乗
降プラットフォーム、計画作成費用、公共建築物、公道、民間建築物への公共地下道、公共保有・管理ユーティリ
ティ、公債費など多岐にわたっている。事実上、ＴＩＦ資金の使途には限定がないと考えて良いだろう。
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４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

① ＴＩＦの実施主体
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４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

① ＴＩＦの実施主体

39%

31%

11%

5%

2%
2%
2%1%
1%1%1%1%1%

1%1% 市

郡

タウンシップ

再開発公社/再開発機関

州

町

Incorporated Village

特別機関

自治体（municipality）

サブディビジョン

再開発局（Redevelopment
Authority）



13

４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

② ＴＩＦの承認機関
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４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

② ＴＩＦの承認機関

1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%2%
2%
2%
2%
3%

3%

3%

3%

5%

8%

10%
20%

31%

市議会

郡

州

学区（school district）

コミュニティ再開発公社理事会
（Community Redevelopment
Agency Board）
TIF委員会

合同審査委員会（アドバイザリ）

地区再開発機関評議会

都市行政官/各機関の所管組織
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４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

③ プロジェクトの種類
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４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

③ プロジェクトの種類

25%

25%
24%

22%

2%1%1% 商業

工業

住宅

複合利用（Mixed-Use）

公的・組織的空地
（Vacant Land）

文教

公共施設
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４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

④ ＴＩＦの創設条件
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４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

④ ＴＩＦの創設条件
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４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

⑤ その他金融手法
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４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

⑤ その他金融手法
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４．アメリカの各州のＴＩＦ制度の比較

⑥ ＴＩＦの充当可能財源

■ 財産税
ニュージャージーを除くすべての州

■ 消費税 １１州
コロラド、コネチカット、ワシントンDC、ジョージア、イリノイ、アイオワ、ケンタッキー、ミシシッピ、ミズーリ、ニュー
ジャージー、オクラホマ

■ PILOTs ６州
アーカンソー、カンザス、ミズーリ、ニュージャージー、ペンシルバニア、サウスカロライナ

■ 売上税 ５州
カンザス、ペンシルバニア、テキサス、ユタ、ワシントン

■ 所得税 ３州 ケンタッキー、ミズーリ、ニュージャージー
■ 総受取金税 ２州 ミズーリ、ニューメキシコ
■ 経済活動税 ２州 ミズーリ、ユタ
■ その他の財源も充当可能 ２州 デラウェア、ワシントンDC）

■ その他 ・ 法人所得税 ・有限責任法人税 （ケンタッキー）
・ 総収入税 （ペンシルバニア）
・ リース支払い ・駐車場税 （ニュージャージー ）

・ 管轄組織の合意があればその他の地方税（オクラホマ）
・ 公共料金課税 ・再開発交付金 （サウスカロライナ）
・ 州教育財産税（Education Property Tax） （バーモント）
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各州のＴＩＦの充当税種（その１）

No 州 充当可能財源
1 アラバマ 資産税
2 アラスカ 資産税
3 アーカンソー 資産税、PILOTs
4 カリフォルニア 資産税
5 コロラド 資産税、消費税
6 コネチカット 資産税（市町村）、消費税（州）
7 デラウェア 資産税、その他の財源も充当可
8 ワシントンDC 資産税、消費税、その他の財源も充当可能
9 フロリダ 資産税
10 ジョージア 資産税、消費税
11 ハワイ 資産税
12 アイダホ 資産税
13 イリノイ 資産税、消費税（特定の地域内）
14 インディアナ 資産税
15 アイオワ 資産税、消費税
16 カンザス 資産税、売上税、Economic Activity Tax, PILOTs, Private Sources, Transient Guest, State or Federal
17 ケンタッキー 資産税、所得税、消費税、法人所得税、有限責任法人税
18 ルイジアナ 資産税
19 メイン 資産税
20 メリーランド 資産税
21 マサチューセッツ 資産税
22 ミシガン 資産税
23 ミネソタ 資産税
24 ミシシッピ 資産税、消費税
25 ミズーリ 資産税、所得税、消費税、総受取金税、経済活動税（消費／ユーティリティ/収入の50％）、PILOTｓ
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各州のＴＩＦの充当税種（その２）

No 州 充当可能財源
26 モンタナ 資産税
27 ネブラスカ 資産税
28 ネバダ 資産税
29 ニューハンプシャー 資産税
30 ニュージャージー 消費税、PILOTｓ、所得税（労働賃金）、リース支払い、駐車場税
31 ニューメキシコ 資産税、総受取金税
32 ニューヨーク 資産税
33 ノースキャロライナ 資産税
34 ノースダコタ 資産税
35 オハイオ 資産税
36 オクラホマ 資産税、消費税、管轄組織の合意があればその他の地方税
37 オレゴン 資産税
38 ペンシルバニア 資産税　売上税　総収入税　PILOTs　Any Ad Valorem Tax
39 ロードアイランド 資産税
40 サウスカロライナ 資産税　PILOTs　公共料金課税　再開発交付金
41 サウスダコタ 資産税
42 テネシー 財産税（Property Tax）
43 テキサス 財産税（Property Tax）、売上税（Sales Tax）
44 ユタ 財産税（Property Tax）、売上税（Sales Tax）、経済活動税（Economic Activity Tax）
45 バーモント 財産税（Property Tax）、州教育財産税（Education Property Tax）
46 ヴァージニア 財産税（Property Tax）
47 ワシントン 財産税（Property Tax）、売上税（Sales Tax）
48 ウエストヴァージニア 財産税（Property Tax）
49 ウィスコンシン 財産税（Property Tax）
50 ワイオミング 財産税（Property Tax）
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５．日本への導入可能性の検討

日本への応用にむけて ： 破綻の考え方の整理

ＴＩＦの最大の利点は、発行自治体自身が破綻しても債権者の権利が凍結されることな
く、対象事業からの税収が確保される限り債務の償還を受けることができるという倒産隔
離にある。

（日本の民間の破綻法制）

●倒産処理は、手続きに着目すると、「私的整理」と「法的整理」に分けられる。

●「私的整理」は、債権者と債務者の話し合いによって利害調整を図って処理を進める
ものであり、「法的整理」は、裁判所の関与の下で法律に則って倒産手続きを進めるもの
である。多くの倒産事例が私的整理によって扱われているが、債権者、債務者含む全て
の利害関係人の権利を公平かつ公正に調整するには、法的な処理制度が必要とされる。

●処理の目的に着目すると、「再建型」と「清算型」に分けられる。「再建型」は、事業財
産維持しながら事業を継続し、得られた収益をもとに債権者への弁済を行ない、経済的
再建を図るものであり、「清算型」は、全財産を金銭化して、債権者に弁済し、事業を廃
止するものである。

●「再建型」の法的倒産手続としては、①会社更生法に基づく更生手続 ②民事再生法
に基づく再生手続がある。一方、「清算型」の法的倒産手続としては、③破産法に基づく
破産手続 ④会社法に基づく特別清算がある。
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５．日本への導入可能性の検討

（日本の行政に関する破綻の考え方）

現行法においては、自治体を対象とする破綻法制はない。

財政を建て直す法制としては、地方財政再建促進特別措置法に代わり、地方公共団
体の財政の健全化に関する法律（地方財政健全化法）が新たに制定されたが（2009年4
月施行）、あくまでも自治体による自主的な健全化か、国主導の財政再建が目的であり、
破綻は想定されていない。

破綻がないため、破綻時の債権者の権利調整（債務調整）や別除権を有する債権の
特定の規定もなされていない。
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５．日本への導入可能性の検討

第１に、税収の使途を予め限定することの是非

特定プロジェクトへの使途に限定することは、税法上は不可能であるとみるべきであろ
う。米国でも、税収の使途は税法によって規定されており、これを覆すために、ＴＩＦ法とい
う特別法によって例外規定を設けている。こうした法令上の措置なくして限定することは
法律違反である。

したがって、ＴＩＦの導入のためには、

①法律改正

②特区（法令の特例の導入）

③事実上（法律上の手当はしないが事実上債権者の地位を安定させる方策導入）

の３つの方向性が考えられる。
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５．日本への導入可能性の検討

第２に、特定財源からの優先返済、特に、自治体財政破綻時にもＴＩＦ債権者の権利が保
護されるような倒産隔離の導入の可能性

一般的理解としては、破たん法制が日本に存在しない以上倒産隔離の必要性もないと
考えられる。

つまり、自治体が破綻しない以上、すべての債権は保全されるのであえて倒産隔離を
導入する意味がない。しかしながら、現在の日本の財政事情を考えると、将来にわたっ
てこの状況が維持されるとは考えがたい。少なくとも、財政健全性を重視しながら資金供
給している金融機関・投資家は、自分たちの債権が、財政健全性を軽視しモラルハザー
ドの状態にある金融機関・投資家からの調達と同等に扱われることへの抵抗感は非常
に強い。言い換えると、規律ある金融機関・投資家の関心を引きつける方策を選択肢と
して持つことは非常に重要である。

したがって、破綻法制、倒産隔離を法的に導入するか、特区により特例として認めるか、
事実上優先権を付与する方向性の導入の３種類がある。
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５．日本への導入可能性の検討

第３に、ＴＩＦの対象として、固定資産税以外を導入できるかどうか

固定資産税以外を導入できるかどうかは、米国の例を見る限り可能である。

地区から発生する税収を明示的に区分できることは前提となるが、克服は可能である。

したがって、日本でも、法制度上の措置を講じるか否かによらず導入は可能とみられる。
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５．日本への導入可能性の検討

第４に、ＴＩＦの対象として、増加分（increment）のみとするか既存部分を含めた全体とす
るか。

ＴＩＦの対象として、増加分（increment）のみとするか既存部分を含めた全体とするかの
論点は、既存部分を含みうると考える。

確かに米国においては、税収も増加分（increment）のみとなっているが、これは、荒廃
地区要件がかかっているため増加分だけでも問題ないためである。

荒廃するまで放置することが政治的に認められない日本の場合、現状の不動産価格
からスタートするため増加分はわずかとなる。

放置すれば将来荒廃する地域であることを要件とすれば、現在より大幅に低い荒廃後
の税収水準から起算することも合理的であろう。
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５．日本への導入可能性の検討
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５．日本への導入可能性の検討

国に要望すべき事項

ａ）規律導入のための免税等の措置

ＴＩＦもしくはレベニュー債は、現在国および地方の財政が共通に必要としている財政規
律を導入するものである。この点を重視すれば、規律は例外ではなくむしろ原則である
べきと主張できる。この観点から、ＴＩＦもしくはレベニュー債に関しては、米国同様に得ら
れる金利収入に対する免税（減税）措置を導入し、投資家にとって一般財源保証債より
も有利な状況を作り出すことが有効であると言えよう。

ｂ）ＴＩＦ債・レベニュー債のオフバランス化

ＴＩＦもしくはレベニュー債は、投資家・金融機関にリスクを移転することで、そのチェック能
力を通じて自治体財政に規律を導入するものである。この場合、自治体財政全体に影
響を及ぼすものではないので、実質公債費比率などの全体の財政指標からは控除する
ようにするべきである。
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５．日本への導入可能性の検討

日本での実現にむけたインプリケーション

（１）法制度の制定

税法を改正し、破綻法制を入れた日本版ＴＩＦ法を制定することである。

米国でも、倒産隔離に関しては連邦破産法の規定が根拠となっており、我が国でも最
低でも健全化法の改正、およびその前提となる債務調整の社会的合意が必要となる。
残念ながら、現状その機運にあるとは言い難い。しかしながら、米国の倒産隔離条項の
創設が比較的近年の１９８８年であったように、経済、財政事情を反映して機動的に制度
を改正するのは当然である。国、地方の財政がここまで悪化している以上、抜本的な制
度改革も検討されるべきである。また、ＰＦＩ法など関連する法律の改正にあわせて、特
定の条件に該当する場合は破綻法制、税制の例外扱いとする選択肢も十分に主張しう
るであろう。

（２）特区の適用

特定地域に限って（１）の法令の特例を認める総合改革特区の適用を申請することで
ある。従来、税制上の特例に関する特区制度が認められることは希有であるが（沖縄の
金融総合特区程度）、本件は地方税の使途に関する特例であり、そのハードルは相対
的には低い。倒産隔離の導入への障害は未知数であるが、財政健全化を求める昨今の
流れからすれば不自然な申請ではないと考えられる。
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５．日本への導入可能性の検討

日本での実現にむけたインプリケーション

（３） 地域独自のＴＩＦの導入

現行法の改正や特例を適用しない場合は、自治体単独の措置となる。以下では、行政
が私募債を出し都市開発分野に知見を有する金融機関や投資家が引き受けるプロ私募
債を想定する。プロ機関が信頼する条件として以下を想定する。

① 将来発生する税収を優先的に償還財源とする旨を契約書に書き込む。

② その際、既存部分税収を対象にしうること、市民税を対象にすることを加えておく。

③ 特別の基金を創設して、税収見合い分を毎年特別基金に繰り入れる。

④ 同基金の口座管理を引受機関に委任する。

⑤ 基金への繰り入れに関する長期債務負担行為を議決する。

⑥ 以上を総合するＴＩＦ条例を制定する。

以上のうち、既存部分税収を対象にしうること、市民税を対象にすることは、政治的に
は大きなハードルだと考えられるが、仮にインフラ投資が行われなくなれば、いずれは税
収を生み出せなくなるわけであり、そのような事態を避けるための予防的な投資と考え
れば論理的には主張できると考えられる。


