第 14 回：あちら立てれば、こちらが立たず
私たち人 間社会 は、国王 が所有 してい た「家 産」を私的所 有財産 に分割 し、
「土 地」、
「労 働」、
「資本」 という 生産要 素に私 的所有 権を設 定し て、近代 国家へ と時代 を進化 させた のです 。
ですから 、近代 国家は 「無産 国家」 なので す。 国が国家 として 運営し ていく ための 資本、 い
わゆる資 産を何 も持た ないの です。 いまま で国 王が所有 してい た領土 や資産 を、領 民たち で
分け合っ てしま ったの ですか ら無産 である こと があたり まえで した。 そこで 、租税 によっ て
強制的に 貨幣を 調達し なけれ ばなか ったの です 。
租税の 考え 方は ２つ あり まし た。 一つ は、 租税 利益説 、も う一 つは 、租 税義 務説 です 。租
税利益説 はわか りやす く、救 貧活動 の財源 とし て課税し よう、 国民の 生命と 財産を 保護す る
ための保 険料と して課 税しよ う、と 明解で す。
一方、 租税 義務 説は 、納 税は 国民 の義 務で ある と、言 葉は 力強 いの です が、 納税 の根 拠が
希薄で、どうし て納税 しなけ ればな いのか 、と 突き詰め いてい くと「 それは 義務な んだか ら」
という堂 々巡り になる ようで す。
当然の よう に、 強制 的に 無償 で調 達さ れる 話は 、始め は納 得し てい ても 、そ のう ち不 平や
不満が噴 出して きます 。乱暴 な論法 ですが 「お もしろく ない」 という ひと言 です。 言葉を 言
い換えれ ば、
「嫉 妬」が 生まれ たので す。そ こで 租税の負 担が公 平か公 平でな いか、租税の 使
われ方が 妥当か 妥当で ないか 、とい う話に 発展 していき ます。 租税負 担配分 原則の 話です 。
租税負 担配 分原 則は 、国 が提 供す る公 共サ ービ スの受 益に 応じ て租 税を 負担 する こと が公
正だとす る利益 原則論 と、経 済能力 に応じ て負 担するこ とが公 正だと する能 力原則 論に分 類
できます 。ま、 どちら の論も 一長一 短があ り、 あちら立 てれば 、こち らが立 たずで 、試行 錯
誤してい ます。詳細は 、神 野直彦 氏の著 作「財 政学（ 有斐閣）」を 読まれる ことを お勧め しま
す。
いずれ にせ よ、 近代 国家 は無 産国 家で す。 租税 によっ て強 制的 に無 償で 貨幣 を調 達し なけ
れば、国 家とし ての運 営資金 が調達 できな いわ けですか ら、租 税の調 達方法 は手を 変え、 品
を変え、 それこ そ山ほ ど発明 されて 今日に 至っ ています 。当然 のよう に、税 金の申 告は複 雑
で難しく 、わか りにく くなり ました 。現在 、私 たち職業 会計人 が、独 占業務 として 税務申 告
代理業を 営むこ とがで きるの は、税 金の申 告が 複雑でわ かりに くくな ったた めであ るとい う、
皮肉な結 果でも あるの です。
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