海外交通事情
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フランスや韓国では，航空運賃に対して一定額の税を賦課して，その税収の一部または全部を HIV・結核・
マラリアという感染症で苦しむ発展途上国に医薬品を提供するなどの支援に利用される航空券連帯税が導入
されている。これは国際連帯税の一形態であり，各国での運用も様々である。たとえば，課税額（税率）など
は同一ではなく，税収の使途も主として UNITAID（ユニットエイド）という国際機関に拠出されているが，自
国で発展途上国の貧困対策に運用されているケースもある。
こうした外国の動きを踏まえて，日本でも航空券連帯税を導入しようとする動きがある。2016 年の訪日外
訪日外国人旅客は増加傾向にあるが，
国人旅客数は 2,404 万人（対前年比 21.8％増）と過去最高を更新するなど，
このような状況の中，航空券連帯税を導入するならば，まずは観光への影響はないのか，航空会社の国際競
争力の低下のリスクはないのかといった点について検証することが求められる。フランスでは，航空券連帯税
を導入しても出国する際に課税されるため，観光そのものへの影響はなかったとしているが，日本において国
際連帯税を導入するには，これらを検証して，他の課税対象よりも航空券に課税することが望ましいのかと
いった視点で議論を重ねることが重要であると考えられる。
また，受益と負担の観点から指摘される部分においては，人道的見地から UNITAID へ拠出するとしても，
税額の一部を自国で利用することを可能にし，税収を航空利用者の利便性向上に活用するなど航空利用者へ
の理解を得られるように努力することなどが対応策として考えられる。その他に，既存の税制との調整という
観点からも，税制を導入してどのような影響を及ぼすのか検証を行い，その上でどのように対応できるのかと
いった視点で提言を行うことが重要である。
こうした問題をいかに国民に説明できるかが重要であり，それが国民のコンセンサスを得ることにつながる
と考えられる。

はじめに
（1）航空旅客が支払う費用
現在，
航空を利用する旅客は，
空港税（出入国税），

国内線問わず空港施設使用料が徴収される。国際
線を運航する航空会社及び，日本の国際空港を利
用する航空利用者は，空港施設使用料を支払って
いる（表１）。
また，欧米においても，表２にあるとおり，航

旅客税，印紙税，空港施設利用料など各税目・費

空を利用する際に様々な税・費用を支払う必要が

用を負担している。たとえば，日本では，国際線・

ある。アメリカでは，国内便では航空乗客輸送税，
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国際便では国際離着陸税が課され，航空整備に税
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表 1 航空にかかる諸税
名目

用する航空会社へ航空券
内容

対象
国際線旅客
空港税
空港・旅行代理店等で直接旅客が支払う税
国内線旅客
国際線旅客
旅客税
空港での旅客サービスコストに関連する課税
国内線旅客
チケット・搭乗券等に税支払い済証として添付 国際線旅客
印紙税
押印されるスタンプへの課税
国内線旅客
航空機燃料 航空機への燃料の消費に対して課税
航空会社
旅客サービス施設使用料
空港を利用する旅客
保安サービス施設使用料
空港を利用する旅客
その他
着陸料
航空会社
停留料
航空会社
航行援助施設利用料
航空会社
出典：片桐他（2010）（参考文献［７］）より加筆

に上乗せする形で支払い，
航空会社が税を国に納付
する。納付された税収の
一部または全部が主に
UNITAID（ ユ ニ ッ ト エ
イ ド ） に 拠 出 さ れ る。

UNITAID では，HIV・結
核・マラリアという感染症
で苦しむ発展途上国に医
薬品を提供するなどの支
援を行っており，主にそ

収が利用されている。またイギリス，ドイツでは，

の活動資金として航空券連帯税が利用されている。

航空旅客税が距離に応じて課税され，フランスで

また，UNITAID は，2006 年９月にフランス

は民間旅客税が課税されている。
このように，
様々

が主導して設立され，現在，フランス，チリ，ブラ

な国で航空において旅客が負担する税が導入され

ジル，ノルウェー，イギリス，スペイン，アフリカ

ている。

諸国，ビル＆メリンダ・ゲイツ財団など多くの国・

（2）航空に関する新税の導入
これらに加えて，フランスや韓国では，航空利

団体が参加している。感染症の治療薬や医療品は
価格が高く，発展途上国の人々が購入できないた
め，これらの医薬品に対して UNITAID が直接，

用者に対して新税が導入されている。その新税は，

購入することで，発展途上国へ供給している。ま

航空券連帯税と呼ばれている。

た，航空券連帯税の安定した持続的な収入をもと

具体的には，国内から出発する航空旅客は，利

にして医薬品を購入することで，医薬品の供給価

表 2 欧米における航空旅客税の概要
アメリカ
イギリス
ドイツ
フランス
航空乗客輸送税
国際離着陸税
航空旅客税
航空税
民間航空税
［導入年］1994 年
［導入年］1987 年
［導入年］2011 年
［導入年］1962 年
［導入年］1997 年
［対象］
［対象］
［対象］
［対象］
［対象］
イギリス出発便（国内・国際）
フランス出発便
ドイツ出発便
国内便
アメリカ発着便
（国際）
（国内・国際）
（国内・国際）
［納税義務者］航空会社
［徴収義務者］
［徴収義務者］
［納税義務者］
［納税義務者］
航空会社
航空会社
航空会社
航空会社
［納税義務者］
［納税義務者］
チケット購入者
［税率］
［税率］
［税率］
チケット購入者
［税率］航空運賃の
（国内便・EU
域内
目的地ま

目的地 エコノミー その他の
7.5％＋3.7 ドル／人 ［税率］16.1 ドル／人 までの クラス
便）4.11 € / 人
クラス
での距離 （／人）
（／人）
（／人）
（km）
（EU 域外便）

距離
（マイル）
7.38 €／人
［税収］
0–2000
￡11
￡22
［税収］
［税収］
0–2500
８€
およそ 2,000 億円 2001–4000 ￡45
およそ 7,500 億円
およそ 450 億円
￡90
2500–6000
25 €
（2008 年度）
程度（2008 年度）
程度（2009 年）
4001–6000 ￡50
￡100
6001–
45 €
6001–
￡55
￡110
［税収の使途］
［税収の使途］
［税収の使途］
［税収の使途］
［税収の使途］
航空特定財源
航空特定財源
一般財源
一般財源
航空特定財源
（一部一般財源）

出典：内閣府税制調査会国際課税小委員会（2010）（参考文献［14］）
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格を低下させることにつながり，発展途上国での

免除される。また，フランス出発の全航空会社

医薬品の利用拡大を促進している。このような活

が納税義務者となり，民間航空総局が徴収する。

動を通じて，発展途上国の人々が医療を受けられ

③航空券連帯税の税収は，年間およそ約 1.7 億ユー
ロ（2010 年）となり，税収は，70％は UNITAID

るようにすることを目的に運営されている。

に拠出され，残り 30％については GAVI（The

1．航空券連帯税の概要

Global Alliance for Vaccines and Immunization）

に分配している。GAVI は，主に途上国の子ど
航空券連帯税は，航空会社から航空券を購入す

もに予防接種を受けさせるために 2000 年に設

る際に徴収されるが，どのようなシステムであろ

立された官民共同のパートナーシップであり，

うか。基本的に課税の概要としては，下記のとお

発展途上国，ドナー諸国，世界保健機構（WHO），

りである。

ユニセフ，世界銀行，途上国及び先進国のワク

航空券連帯税は，すべての航空会社に適用され，

チン産業界，研究・技術機関，市民社会団体，

旅客はどの航空会社を利用したとしても，航空券

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団，そして民間の社

購入時に航空費用に加えて税を支払うが，出国時

会奉仕家が参加している。

のみに適用されるため，到着客・通過客（トラン

フランスにおいては，航空券連帯税が導入され

ジット客）には適用しないというものである。課

るまでには，航空業界を中心に「旅客の減少」と

税の料率は各国によって異なり，たとえば，フラン

「観光への影響」の２つの項目に関して反対の意

スでは目的地とクラスによって異なった額を徴収

見が出された。航空業界は，航空利用者の減少に

している。そこで，実際に航空券連帯税が導入さ

つながるのかどうか検証することを求め，仮に導

れたフランス，韓国における税制はどのようなも

入するとしても既存の税の負担軽減が必要との要

のであるか，また，導入に至る経緯はどのようなも

望を出していたのである。これに対して，フラン

のであったか，２カ国の航空券連帯税の概要を示す。

スではシンクタンクによって税制評価が行われ，
また，諸外国と連携をとり，どのような形式で導

（1）フランスにおける航空券連帯税

入するのが望ましいか検討しながら，最終的には

フランスにおける航空券連帯税の概要は，表３

大統領の政治的判断によって導入に至ったのであ
る。

のとおりである。
①国内線，国際線問わず，航空を利用する場合に

特に，フランス政府は，航空券連帯税について，

課税され，課税額は目的地とクラスによって異

「税（impôt）」から「課徴金（taxe）」と変更し，

なる。（国際線については出国時のみに課税（入国

義務から活動への対価というイメージに変え，さ

時には課税されない），国内線は航空利用時に課税）

らに発展途上国への支援の必要性を訴えたことに

②航空を利用してフランスに到着しても 24 時間

よって世論の支持を受けたことで，導入にこぎつ

以内に乗り継ぎする場合には，航空券連帯税は

けることができた。現在，航空券連帯税は目的地
までの距離に応じてフランス出発の国内・国際便

表 3 航空連帯税の課税額
座席クラス

（単位：ユーロ）

到着地が EU 域内 到着地が EU 域内

に課税される民間航空税（Taxe de laviation civile）
の引き上げとして位置付けられている。

1.13

4.51

2010 年には，航空券連帯税の再評価を行い，

ビジネスクラス

11.27

45.07

そこで航空券連帯税が十分な意義を果たせていな

ファーストクラス

11.27

45.07

いと判断された場合には廃止も検討されたが，

エコノミークラス
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2006 年に税制を導入してから，フランスの航空

のは国際線の航空利用者が協力金を負担すること

利用者は増加傾向にあることから，航空業界，観

についてである。貧困国への援助に対して財源を

光への影響はあまりないとされ，国際貢献を果た

拠出する趣旨については理解される部分ではある

しているとの判断から現在も導入されている。

が，その負担を航空利用者が負う理由は明確では

（2）韓国における航空券連帯税
韓国では，2007 年３月に「韓国国際協力団法」

なく，さらに協力金そのものが国の税収に含まれ
ず，国がコントロールできないことについて議論
された。その際に座席の等級で費用の負担割合を

が改正され，
同年９月から５年間の時限立法で
「国

変化させることについても議論されたが，座席の

際貧困対策協力金」という名称で航空券連帯税が

グレードが貧困の撲滅に対する責任と対応してい

導入された。韓国における航空券連帯税は，座席

ないとして，どの座席であっても負担割合は同じ

のグレードに関係なく一律で 1,000 ウォンが航空

水準とされた。2012 年の法改正でも国会審議が

運賃に上乗せされる形で課税され，韓国を出発す

行われ，国会審議の中でも財源は別に求めるべき

る航空便に搭乗している旅客が支払う。フランス

とするなど様々な議論がなされたが，この時には

と同様，全航空会社が納税義務者となり，税収は

明 確 に 答 え は 出 ず， 協 力 金 制 度 の 有 効 期 限 が

年間 150 億ウォン程度となっている。韓国では，

2012 年８月から５年間延長され，寄与金の管理，

税収の 50％を UNITAID に分配して，残りを韓

運営等に関する寄与金運用審議委員会の審議結果

国国際協力機構が行う発展途上国の支援に利用し

を国会に報告することなどが義務付けられた。

ている。

外務省は，韓国国内での税制の導入に対する評

韓国が航空券連帯税を導入した背景に挙げられ

価として，国際貧困対策協力金について約３割の

るのは，2000 年に国連が設定した「ミレニアム

国民しか認識していないものの，その９割程度が

開発目標」（MDGs）である。MDGs とは，①貧困

良い制度であるとの肯定的意見があるとしている。

と飢餓の削減，②初等教育の普及，③女性の地位
向上，④乳幼児死亡率の削減，⑤妊産婦の健康改
善，⑥ HIV／エイズ・マラリア等の蔓延防止，
⑦環境の持続可能性確保，⑧開発のためのグロー

2．航空券連帯税の導入背景
（1）航空券連帯税の基本的な考え

バルなパートナーシップの推進という８分野にお

航空を利用するには様々な費用がかかるが，そ

いて，2015 年までに世界の貧困を目標値まで低

れに加えて，なぜ航空券連帯税を賦課しなければ

減させることを目標として掲げ，その達成に向け

ならないのだろうか。航空券連帯税の導入背景に

て努力するというものである。そのため，ODA

あったのは，金融，採掘産業，航空及び船舶によ

の支出が求められていた。しかし，韓国の ODA

る運輸，そして観光などのセクターがグローバリ

は GDP 比でみれば支出規模が小さく，開発分野

ゼーションの利益を最も享受しており，その利益

における国際社会共通の目標を達成するためには，

が発展途上国に分配されていないため，それを分

ODA の支出規模の拡大が必要であった。つまり，

配することが望ましいとするという考えである。

中長期的に安定的かつ予見可能な開発資金を確保

その中でも航空運賃へ課税された理由としては，

（ODA 予算を確保）するためには，航空券連帯税の

下記にまとめられる。

導入は妥当であると判断されたのである。

１．航空会社はイールドマネジメントを行って

韓国では，国際貧困対策協力金として航空券連

おり，航空運賃は燃油サーチャージや旅行シ

帯税が導入されたが，導入の際に最も議論された

ーズンによって変化することから，航空券連
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帯税を課しても旅客に負担感を与えずに安定

されずにいたが，1990 年代の度重なる通貨（金融）

して税収を得られることできること

危機を経て，課税方法，税収の使途などの視点から

２．税制の導入の際に比較的，コストもかから

トービン税が再評価され，2004 年には，当時の

ず容易に導入することに加え，税の回避のス

フランス大統領であるジャック・シラク（Jacques

キームはなく出国者の補足が可能であること

René Chirac） がイニシアティブをとり，有識者

３．旅客が出国時に納税する仕組みであるため

らにトービン税を再検討させ，いわゆるランド

公平性は担保され，旅客の担税力を反映して

ー・レポートと呼ばれる革新的資金メカニズムに

座席クラスで徴税額の差異が生まれるものの

関する報告書をまとめた。

公平性を損なうものではないこと

ランドー・レポートでは，OECD 開発援助委

つまり，どの航空会社を利用しても公平に負担

員 会 の 加 盟 国 が 国 民 総 所 得（GNI） の 0.7 ％ を

され，座席のグレードによって税額は変更されて

ODA に充てることに加えて，革新的資金メカニ

もシステム上はシンプルであるため，徴収コスト

ズムを創出するように，国境を越えて行われる経

も低いことなどが背景にあると考えられる。

済活動に対して課税を行い，その税収は国際社会

（2）トービン税から派生した航空券連帯税

に役立つように利用することを提言した。その税
目として挙げられたのが表４の税目である。

航空券連帯税は，基本的には国際線の航空を利

ランドー・レポートでは，2003 年当時，イギ

用する（出国する）際に課税され，その税収は発

リスが提唱していた IFF（ODA 援助国の保証付き

展途上国に貢献するために利用することを目的と

債券）は機能することはあっても持続可能性を持

して導入されている。つまり，国境を超えて行わ

たないことが指摘するなど，他の制度とも比較し

れる活動に対して課税されるグローバル・タック

ながら，最終的発展途上国の支援として安定して

スとも言える。

資金を得るためには，グローバル・タックスが望

グローバル・タックスの原型は，ノーベル経済

ましいとした。仮に航空に対して旅客・貨物とも

学賞を受賞したアメリカの経済学者ジェームズ・

に航空券に対して 2.5％の税を課すならば，10 億

トービン（James Tobin）が 1972 年に投機による

ドルの税収が得られると試算するなど，その見込

為替相場の変動を抑制する目的で提唱した外国為

み税収額も記載していた。こうした経緯を踏まえ

替取引に対する税，いわゆる「トービン税」に求

て，フランスやチリなど６カ国が自国内で様々な

められる。トービンは，為替相場が急変動するこ

調整を行い，2005 年９月に開催された国連総会

とによって財政・金融政策の有効性が失われると

で航空券連帯税の導入を発表した。

して，資本の移動に対しては課税によって規制し，
為替相場を安定させることが重要であると考えた。 表 4 グローバル・タックスの税目
しかし，この制度を実施しようとしても課題が多
１
航空券連帯税
く指摘され，たとえば投機的な為替取引のみを対

２

通貨取引開発税

象として課税することができるかどうか，さらに

３

多国籍企業への課税

はデリバティブ（金融派生商品）をどのように扱

４

武器取引税

うのか，また世界各国で取り組まなければ，課税

５

航空・海上輸送（旅客・貨物）税

の効果が限定され，限られた国だけが実施しても

６

国際炭素税

効果的ではないなどといった課題があった。

７

通貨取引税

８

インターネット税

これらの問題からトービン税は具体的な検討が
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3．日本における航空券連帯税の導入に
向けた動き

外務省は，
平成 22（2010）年度から平成 29（2017）

を果たすことが目的であり，そうした点を重視し
ていない財源目的である課税は慎重に検討される
べき，ということである。また，航空利用者が国
際社会に対して負担を負うという受益と負担の関

年度まで連続して税制要望を出しており，その中

係が不明確であり，航空券連帯税を導入した場合，

で国際連帯税として航空券に課税する税制の導入

航空需要に対してネガティブな要素となり得るた

を目指している。また，2008 年には国際連帯税

め，観光政策を成長戦略に掲げていることと相反

創設を求める議員連盟が発足し，その中で具体的

する。さらには，航空事業者固有の課税（航空機

な導入手法を検討するなど，日本においても航空

燃料税，空港施設使用料） の負担が大きく，国際

券への税制の導入が具体的に検討されている。

競争力を阻害してしまうのではないかといった指

（1）日本における航空券連帯税導入の試算

摘がある。
国交省（航空局）は，2014 年６月の参議院の財

国際連帯税創設を求める議員連盟が委託して，

政・金融委員会にて，仮にフランスの税率と同様

具体的な検討を行ったグローバル連帯税推進協議

の課税を航空券に課した場合，着陸料の引き下げ

会（2015）（参考文献［９］） によれば，
「日本で導

効果が減殺，あるいは失われると指摘している。

入した場合の税収見込みは，2014 年（暦年）の国

具体的には，2014 年時点で着陸料は旅客一人当

際線利用乗客数から，357 億円程度と予想される。 たりにすれば，国内線で旅客一人当たり約 400 円，
うち，外国人乗客から 158 億円程度が見込まれる。 国際線で旅客一人当たり 600 円の引き下げを行っ
その内訳としては，座席クラスごとの定額税とし

ているが，（フランスの税額と同様の）航空券連帯

て，エコノミークラスで 500 円，それ以外のクラ

税を導入することで，国内線ではおよそ 40% 程度，

スで 5,000 円として，2014 年の国際線利用者は， 国際線では着陸料の引き下げ効果が一部，あるい
出国日本人 1,690 万人，訪日外国人 1341.4 万人

は全て失われることになるとしている。さらに航

の合計 3031.4 万人であるので，これに上記の税

空利用者の消費意欲にも影響があるとしている。

額を課すと，357 億円程度の税収となる（エコノ

このことは，仮に日本において航空券連帯税を導

ミー座席 85％，それ以外座席 15％とした場合）
。
」と

入したならば，着陸料の引き下げ分を航空券に反

している。

映させ，空港利用を促進しようとする狙いが薄れ

また，同レポートによれば，
「日本は 2020 年オ
リンピック・パラリンピックまでに外国人旅行者
2,000 万人を目標にしているが，昨年来過去最高
という旅行客数が続いており，2020 年前までに
実現する可能性が高く，もしこれが実現すれば，
訪日外国人だけで 235 億円程度の税収が見込まれ
る。」としている。

（2）航空券連帯税の反対意見

ると国交省は指摘している。

4．今後の検討事項
（1）観光への影響
政府は，2003 年より「外国人旅行者訪日促進
戦略」を掲げ，
「訪日旅行促進事業（ビジット・ジ
ャパン事業）」を開始して，2016 年の訪日外国人

旅客数は 2,404 万人（対前年比 21.8％増）と過去最

しかし，航空券連帯税の導入に対しては反対意

高を更新するなど，訪日外国人旅客は増加傾向に

見もある。それは，トービン税が元となる航空券

ある。その要因としては，クルーズ船寄港数の増

連帯税は国際的な過剰投機を抑えるといった役割

加や航空路線の拡充，これまでの継続的な訪日旅
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行プロモーションに加え，ビザの緩和，消費税免

ば，国の安全性が脅かされると同時に経済的打撃

税制度の拡充等が，主な増加要因として考えられ

も相当規模に上ると思われる。以上のことから，

るが，このような状況の中，航空券連帯税を導入

航空機利用者に国内外の感染症対策のコストを薄

するならば，まずは観光への影響はないのか，航

く負担してもらうことに対し，国民的理解を得る

空会社の国際競争力の低下のリスクはないのかと

ことは容易であると言える（WTP，広薄負担原則）。

いった点について検証することが求められる。フ

国内対策では，とりわけ外国人旅行客が飛躍的に

ランスでは，航空券連帯税を導入しても出国する

増加している地方空港での防護体制や対策の整

際に課税されるため，観光そのものへの影響はな

備・強化のための資金（専門家の育成を含む） と

かったとしているが，日本において国際連帯税を

して活用することが期待される。」としている。

導入するにはこれらを検証して，他の課税対象よ

つまり，受益と負担の観点から指摘される部分

りも航空券に課税することが望ましいのかといっ

においては，人道的見地から UNITAID へ拠出

た視点で議論を重ねることが重要であると考えら

するとしても，税額の一部を自国で利用すること

れる。

を可能にし，税収を航空利用者の利便性向上に活

（2）航空利用者の受益と負担の関係

用するなど航空利用者への理解を得られるように
努力することなどが対応策として考えられる。そ

航空券連帯税は，グローバルな活動によって利

の他に，既存の税制との調整という観点からも，

益を得ている人たちに課税し，所得再分配の視点

税制を導入してどのような影響を及ぼすのか検証

で富裕層から貧困層への所得を分配させようとす

を行い，その上でどのように対応できるのかとい

る考え方がベースとなっており，そのように考え

った視点で提言を行うことが重要である。

るならば，受益者負担原則は成立しないことが挙
げられる。

（3）国民のコンセンサスを得るために

航空利用者の受益と負担の観点から言えば，航

航空輸送は，シカゴ条約や二国間協定による規

空券連帯税をグローバルな活動によって利益を得

制はあるものの，航空券への課税が禁止されるも

ている人たちに課税するならば，本来ならば，そ

のではなく，日本でも航空券連帯税の導入は，制

の税収は発展途上国に対してではなく，航空に対

度上は可能であると思われる。グローバル連帯税

して利用されることが望ましいと考えられる。

推進協議会（2015）（参考文献［９］）では，航空券

この点に対して，グローバル連帯税推進協議会
（2015）（参考文献［９］） は，次のように指摘して

いる。

連帯税の導入を行うべきであると提言し，その理
由として，下記のように述べている。
「近年のグローバル化の象徴とも言える航空網

「日本も韓国やチリのように税収の半分を

の発達によるヒト・モノの移動が急速に増大した

UNITAID へ拠出し，残りの半分を国内の感染症

結果であり，またひとたび感染症が拡大すれば経

対対策に使用するという選択肢が考えられる。こ

済的・社会的打撃は相当規模に上ることから万全

の選択肢の背景は以下のとおりである。昨年から

な対策が望まれる。そのための対策費用はいわば

今年にかけてエボラ出血熱，デング熱，MERS（マ

グローバル化による負のコストとも言えるもので

ーズ／中東呼吸器症候群） など熱帯性感染症が世

あり，その一部は航空機利用者の責任として広く

界的に拡散・流行する事態になったが，その要因

薄く負担すべきである。」

は航空網の発達によるヒト・モノの大量移動と無

しかし，このような責任を航空利用者が負うこ

関係ではない。ひとたび感染症が国内で流行すれ

とについては，国民のコンセンサスを得ることも
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重要であると考えられる。航空券連帯税の導入の
際には，制度設計において，課税ベース，徴収方
法，税収の目的を規定し，適切な税率を設定する
ことが求められる。しかし，航空需要そのものが
経済状況，原油価格及びテロ事件など，様々な要
因に影響を受けるため，航空券連帯税が航空に与
える影響については推計しづらく，さらに，イー
ルドマネジメントを行うことから，運賃体系が多
様化することで，同便同席で価格が異なる状態の
中で航空券連帯税を課すことは，資源配分の歪み
が大きくなることも懸念される。
こうした問題をいかに国民に説明できるかが重
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