
　第9章　

高額所得者の傾向と租税政策＊

第９章

　この章では、各国の納税申告から得られたデータを用いて、高額所得者が受
け取る課税前個人所得の傾向を分析する。最初にデータの説明を行い、この章
ではなぜ世帯調査データよりむしろ納税申告を用いるのかについて述べる。次
に、2008年に至るまでの30年間の高額所得者に関連する傾向を示す種々の
統計を示す。そして、高額所得者の傾向についての考察を行い、租税政策にと
って意味するものは何かについて明らかにする。最後の節で要約と課題につい
て述べる。

＊この章は、OECD税務・租税政策センターのスティーブン・マシューズ（Stephen.Matthews）が担当し
た。この章では、フェルカンド・アルベルト（Fecundo.Alvaredo）氏、トニー・アトキンソン（Tony.
Atkinson）氏、トマ・ピケティ（Thomas.Piketty）氏、エマニュエル・シーズ（Emmanuel.Saez）
氏、および彼らの共同研究者によって収集された世界高額所得者データベース（World Top Incomes 
Database）（http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes/）という、OECD加盟国からのデー
タ提供を含む大規模なデータベースを用いて分析を行っている。図表はマイケル・シャラット（Michael.
Sharratt）が担当した。この章の分析の一部は、クリストファー・ヘディ（Christopher.Heady）教授と
租税政策と労働に関する分析班（Working.party.on.Tax.Policy.and.Statistics）による高額所得者に関
する報告書に基づいている。また、この章の作成にあたってOECD加盟国の各国代表者から有益なコメ
ントをいただいたことに感謝申し上げる。

403



第1節　はじめに
　納税申告データで明らかになる高額納税所得者の実態、および所得分布における高額所得者
の変化に着目することには理由がある。

　1つの重要な理由は、データが示すところによれば、2008年に至る30年間にOECD加盟の
いくつかの国で人々の所得全体に対する高額所得層の所得占有率が大きく変化したのみならず、
その変化が所得再分配の総合的な手段に重要な影響を与えた可能性があるからである。例えば、
アトキンソン教授らの研究（Atkinson et al., 2009）は、1976年と2006年の間にアメリカの課税
前所得全体に対する高額所得者の所得占有率が14％ポイント上昇したことがジニ係数の8.4％ポ
イントもの上昇を引き起こしたことに着目している。

　もう1つの理由は、納税申告の所得情報に基づくデータが利用可能になったことにより、これ
までの所得格差の分析で用いられてきた世帯調査よりも、所得分布の最上位層に関するより正
確な情報が利用可能になったことである。

　また、高額所得者に関連する傾向をもたらす主な要因は、所得分布のより低い階層の傾向を
決定する要因と異なる可能性があることに留意することも重要である。さらに、納税申告に基
づくデータによって比較的長期の時系列データが得られるようになったため、所得格差の長期
の傾向（少なくとも最高所得層の所得占有率の長期的傾向）をみることが可能になったからで
ある。

　この章は、課税前所得に基づく高額所得者の所得占有率のデータを提示したうえで、高額所
得者の傾向について、所得格差の計測指標の問題や金融部門の経営者の報酬の問題に言及しな
がら考察する。主要な結果を整理すると、以下のような点になる。

 ●すべてのOECD加盟国で、1980年から現在に至る30年間、課税前所得全体に対する高額所得

者の所得占有率が上昇した。特に、アメリカではその割合の上昇が最も大きく、その他の英語

圏諸国（オーストラリア、カナダ、アイルランド、イギリス）でも大きな上昇傾向がみられた。

 ●所得は高額所得者層の中でさえ、より集中するようになった。例えば、アメリカでは、上位

0.1％の最高所得層が占有する課税前所得の割合が、2008年に至る30年で4倍になった。

 ●高額所得者の所得占有率の上昇は、主に雇用所得と事業所得によってもたらされている。この

上昇傾向の有力な要因は、高度な能力のある人々に対する労働市場のグローバル化と成果に基

づく報酬の広がりである。これらは、1990年代と2000年代において金融部門の専門家と経営

者たちが特に享受した。

 ●所得税の累進税率における最高税率は、2000年代後半に最大30％ほど低下した。このような
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限界税率の低下の所得格差に及ぼす影響も重要である。

 ●人々の所得全体に対する高額所得層の所得占有率が傾向的に上昇することは、税金を支払う能

力が増加したことを示している。しかし、高額所得者の租税回避などを考慮すると、限界税率

に対する所得税収の反応は、税制改革の適切なデザインを行う際に考慮すべき問題である。

 ●公平性と経済効率性の間のトレードオフが生じる可能性があるが、限界税率を引き上げること

なく平均税率を引き上げるような税制改革は（例えば、非課税枠の縮小など）、誘因を過度に

鈍らせることなく、より大きい再分配を可能にすることができる。

第2節　高額所得者に関するデータ
　個人所得税の申告データに基づく統計は、通常は特定の所得範囲の所得階層別の総所得と納
税者数を明らかにしている。近年、10年以上にわたって、アトキンソン教授、シーズ教授など
の研究グループは、総所得全体に占める高額所得者数とその所得占有率の推計、そしてこれに
関連する情報を得るために、多くの研究を進めてきた（Atkinson and Piketty, 2007）。この研究
には次のような多くのステップがある。

1. 納税者数と総人口との関連性：各国の（納税者だけではない）総人口と関連して、納税者が

総人口に占める割合を試算するためには、納税申告書を提出する納税者数と総人口（大人）

とが、統計上対応していななければならない。いくつかの国では、しばしば、夫婦別々に個

人として申告するよりむしろ共同で納税申告をしなければならない場合があり、この点を考

慮する必要がある。

2. 所得と世帯総所得との関連性：納税申告書に記載されている所得は、早期に所得税が申告さ

れることはわずかではあるが、それは世帯総所得に関連づける必要がある。このために、例

えば、国民経済計算などに基づいて、非課税対象者の所得の推計と納税者の所得の非課税枠

内の所得を推計して、それらを納税者に帰着させるという根本的な作業が必要である。最近

の数年間では、納税申告書の提出義務のある個人の割合が上昇してきているので、この問題

の深刻さは若干低下してきている。

3. 内挿法：納税申告に基づく統計自体は、しばしばその統計独自の所得範囲と所得階層で納税

者の分布が示されている。そのため、所得分布の中で最も所得の高い1.0％から0.1％の高額

所得者を把握するためには、この部分についての計算ができるようにする何らかの方法が必

要である。標準的な統計的手法は、パレート分布を仮定することである。内挿法は、多くの

場合、誤差をもたらすような方法ではないと考えられるが、それよりもむしろ、分布に関す

る公式に基づいて推計したさまざまな値のほうが実態と整合的である可能性が高い。
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　アトキンソン教授、ピケティ教授、シーツ教授、および共同研究者は、22か国ほどを対象に、
最大1世紀以上の期間にわたり、そのような統計的処理を所得税データに適用して所得分布の推
計を行っている。この推計には、OECD加盟国のうち17か国が含まれている（オーストラリア、
カナダ、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、ニュ
ージーランド、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメ
リカ）。

　納税申告から得られた所得データには、多くの長所がある一方で、制約もある。制約につい
ては付録9.A1で詳しく説明する。まず、このデータは、ある時点における各国間の比較分析に
役立つという意義のみならず、時系列的な比較でも役立つという意義がある。さらに、納税申
告に基づく税務統計データには次のような実質的な利点がある。

1. 税務統計データはすべての高額所得者をカバーしている。このデータは、世帯調査のような

サンプル調査と異なり、むしろ「国勢調査」に近く、非回答率が高くなる傾向にある問題に

悩まされることのない全数サンプルに基づくデータが得られる（高額所得者のオーバサンプ

リングの可能性がある）。世帯調査などのサンプル調査（これまでの章の分析に用いられて

きたが）に対する高額所得者の回答率は平均よりも低い傾向がある。このことは、分析対象

となる高額所得者の範囲がより高い所得になるほど重要な問題になる（例えば、上位0.01％

の最高所得層の平均所得は、上位1％の高所得層の平均所得の何倍にもその影響を受ける可

能性がある）。

2. 税務当局は所得申告手続きで納税者によって提供された所得情報を監査して、過少申告があ

る場合には処罰と追徴課税を行う。その結果、税務統計データには、納税者が正確な情報を

提供する誘因がある。

3. 税務統計データは、そのほとんどが何年にもわたる長期間について利用可能である。所得格

差に、永続的・趨勢的な傾向があるならば、これは考慮すべき重要なデータの特徴である。

4. 所得税の税務統計データを作成する手順は各国で類似しているため、多くの国で比較可能な

データを構築することができる。

高額所得者に関するデータの比較可能性

　所得分布における所得階層別の割合の比較では、各国間の比較においても、それぞれの国の
時系列的な比較においても、かなりの注意が必要である。所得の測定上問題になる点には、測
定される所得の概念（そして、時間が経つにつれての変化）、キャピタルゲインを含む所得デー
タの利用可能性、税制の設計と脱税の範囲、課税単位の範囲などについての各国間の違いであ
る。これらの要素の変化は、時間が経つにつれて、それぞれの国の中でまた各国間でより大き

406406

第９章

税と社会保障の役割はどのように変化したか第Ⅲ部



くなる可能性がある。特に、期間がかなり短くても、税法が改正されるときには著しい変化が
起こる可能性がある。このため、この章の分析では、所得分布における高額所得者の所得占有
率を各国間で比較することや、その割合の時系列的な変化の国際比較をすることよりも、むし
ろ1つひとつの国における変化に重点をおいて分析する。

　以上は、ここで用いるデータの本質的な制約の例示である。多くの場合、どんなデータにも
バイアスがあることは明白であるが、納税申告の所得データに基づく追加的な研究で、そのバ
イアスの範囲は推定することができる。エコノミストとその他の分野の研究者は、何年間にも
わたり、世帯調査データを用いて分析を行ってきた結果、それらのデータの長所と短所の合理
的な内容を明らかにすることができた。納税申告に基づくデータを用いることは、最近になっ
て始まったことであるため、このデータのバイアスの大きさとこれをどのように補正するかに
ついては、今後時間をかけて明らかになると考えられる。したがって、これらの作業が進むに
つれて、税務統計データによる分析の国際比較可能性がますます高まる可能性がある。

第3節　高額所得者の所得占有率の傾向

はじめに

　この節では、データが利用可能であるOECD加盟17か国における所得全体に対する上位1％
の最高所得層の傾向について述べる。上位10％と上位0.1％の最高所得層についての詳しいデー
タは、付録9.A2でまとめて示している。この節では、高額所得者の特性について、人々が受け
取る所得の種類（雇用者所得、事業所得、資本所得、キャピタルゲイン）と職業に焦点を当て
て議論する。最後に、17か国のいくつかの国で利用可能な個票データに基づいて、高所得層お
よび最高所得層の間における階層移動について考察する。

傾向

　人々の所得全体に対する上位1％の最高所得層による所得占有率は図9.1と図9.2に示されてい
る。前節で議論した理由で、所得の概念は各国間で厳密に一致しているわけではないが、ここ
で選ばれた所得はできるだけ広い範囲を含むように測定されたものである（ただし、キャピタ
ルゲインを除く）。

　これらのデータは、Atkinson et al.（2009）1の付録に示されているデータに、OECD加盟国の
所得格差研究の担当者から得た追加情報を加えて作成したデータである。フィンランドのデー
タを除いて、すべてのデータは納税記録から作成されたデータである。

　図9.1は、1910年から2008年（または最新年次）までの期間について、英語圏諸国における
上位1％の最高所得層による課税前所得の占有率を示している。ここに示されたデータから、そ
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の割合は毎年変動していることがわかる。この6か国において、かなりの長期間にわたってその
割合が明確な低下傾向を示し、その後、1970年代後半から1980年代以降になるとそれが上昇傾
向に変わったことがわかる。アメリカの場合、2007年になると、上位1％の最高所得層による
所得占有率が第一次世界大戦の前とほぼ同じレベルに達するほど上昇したことがわかる。

　図9.2のAは、フランス、ドイツ、日本、オランダ、スイスにおける上位1％の最高所得層に
よる所得占有率を示している。これらの国も、図9.1でみられたように、長期的な低下傾向があ
った後に、1970年代後半から上昇が現れはじめたことが示されている。日本とフランスはとも
にわずかな増加を示している。ただし、ドイツでは特段の傾向の変化がみられず、オランダで
はわずかながら減少傾向が続いている。

　図9.2のBは、フィンランド、イタリア、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデ
ンにおける上位1％の最高所得層による所得占有率を示している。20世紀の前半に減少傾向が
続いたが、その後、増加傾向に転じた。増加の程度は図9.1の国と図9.2の国の間である。なお、
スペインは1981年からのデータがあるだけであり、上位1％の最高所得層による課税前所得の
占有率は微増を示している。図には示していないが、デンマークについては、データは1990年
以降だけであるが、他の国と同様の控え目な増加傾向を示している。

　一般に、OECD加盟国では、上位1％の最高所得層による課税前所得の占有率は、第一次世界
大戦以前は非常に高かった。しかし、第二次世界大戦の期間にその割合が大きく低下した。この
低下の要因は、（労働所得よりむしろ）特に資本所得の大きな低下である。資本所得は、第一次
世界大戦と第二次世界大戦の間に低下しはじめ、第二次世界大戦後に大きな減少傾向が生じた。
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図9.1　上位1％の最高所得層による所得占有率の推移、1910～2008年
人々の所得全体に占める割合（％）、課税前所得
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資料：Alvaredo.et al.（2011）。オーストラリア（2000～2008年）とカナダ（1970～2007年）は各国のOECD担当者からの情報。
StatLink：http://dx.doi.org/10.1787/888932537199



　上位1％の最高所得層による課税前所得の占有率は、ほとんどのOECD加盟国で経済成長率
が長期的に高かった時期にもかかわらず、1950年代と1960年代には大きく変化しなかったか、
または低下傾向が続いた。1980年代以降は、最高所得層による所得占有率は、アメリカと他の
いくつかの英語圏諸国で大きく増加した。これは、資本所得の格差が回復したというよりむし
ろ「金持ちを働かせること」（例えば、経営者の報酬による所得上昇）に関連している。また、
欧州大陸諸国は、より最近になって、最高所得層による課税前所得の占有率が増加傾向を示す
ようになった（増加の程度は、はるかに小さいものではあるが）。

　表9.1は、さらに詳細に1970年以降の上位1％最高所得層による所得占有率の推移を示してい
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図9.2　上位1％の最高所得層による所得占有率、1900～2009年
人々の所得全体に占める割合（％）、課税前所得
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資料：Alvaredo.et al.（2011）。スウェーデン（2007～2009年）は、Roine.and.Woldenstrom（2008）。スイス（1970～2006年）
とノルウェー（1991～2008年）は、各国のOECD担当者からの情報。

StatLink：http://dx.doi.org/10.1787/888932537218


