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Ⅰ はじめに

　諸外国が相続税制の縮小・廃止の方向にあ
る中，我が国の相続税制は，相続税・贈与税
率は最も高く，かつ，その税率の引き上げや
課税ベースの拡大等，課税強化の方向に進も
うとしている。また，事業承継に関する我が
国の税制面の支援策として，小規模宅地の特
例や納税猶予制度などのはあるものの，その
適用範囲や要件などの制約もあり，どこまで
活用され，どこまで効果があるのか疑問のあ
るところといえる。
　そこで，本稿においては，相続税制及び事
業承継税制の存在する欧米主要 4カ国（アメ
リカ，イギリス，ドイツ，フランス）につい
て，各国の事業承継税制の概要をまとめると
ともに，我が国との比較において，今後の事
業承継のあり方について論じることとする。
　なお，本稿に記載した各国の税制の内容は，
2011年12月31日現在における調査結果に基づ
くものである点にご留意いただきたい。

Ⅱ �諸外国における 
相続税（遺産税）の概要

　次ページの表で示すとおり，日本の相続税
は，諸外国と比較すると最高税率がドイツと
並んで最も高いほか，課税最低限（基礎控除）
を見ても，イギリス及びフランスは配偶者免
税である点を考慮すると日本のそれは相対的
に低い水準となっている。このような税制背
景がある中，以下各国の事業承継税制の概要
を述べる。

Ⅲ �アメリカにおける相続税制の 
概要と事業承継税制

（1）遺産税制の概要
　アメリカにおいて相続税は，「estate�tax（遺
産税）」とされている。遺産税は，死亡した
時において資産を移転する権利に対して課さ
れる税金である。課税方式は，日本と異なり
遺産課税方式を採用しているため，納税義務
者は遺産（財団）であり，税金が課された後
の遺産が各相続人等に移転されることとなる。
　連邦贈与税と一体的に制度化されているた
め，贈与税と共通した控除（統一税額控除）
が生前贈与及び相続において適用される。
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2001年ブッシュ減税法に基づく当該適用停止
条項が失効することにより，当該特例は再び
2013年 1 月 1 日以後に死亡する者の資産につ
いて適用されることとなる。
　③認定家族経営事業の特例の適用要件
　当該特例の主な適用要件は下記の通りであ
る。
・その主たる事務所がアメリカに所在する
事業であること（個人経営か法人経営か
を問わない）。
・相続前 3年の間に，対象株式が市場で取
引されていないこと。
・相続人又は被相続人の家族が，相続前 8
年間のうち合計で 5年間実質的に経営に
従事し，その権利を所有していること（実
質的従事要件）。
・ 1つの家族でその会社を保有する場合は
50％以上の保有が要件とされ， 2つの家
族の場合は70％， 3つの家族の場合は90
％とされている。ただし， 2つ以上の家
族でその会社を保有する場合には，この

（2）事業承継税制
　①�2001年ブッシュ減税法における規定の
創設

　2001年ブッシュ減税法（2001年 6 月 7 日に
おけるブッシュ大統領の署名により，遺産税
法廃止の効力が2010年の課税年度から発生）
において，認定家族経営事業（qualified�
family-owned�business）が定められており，
当該規定がいわゆる事業承継税制に該当す
る。この規定では，被相続人の課税資産の時
価から，認定家族経営事業の価値相当額に係
る一定の調整額を控除することができるもの
とされており，その控除額は最高で675,000
ドルとされている。
　②�現在の認定家族経営事業の特例の不適用
期間

　認定家族経営事業の特例による控除は，
2001年ブッシュ減税法に基づき，また，2010
年減税法による延長を受けて，2003年12月31
日以降の相続については不適用とされてい
る。新たな条項あるいは延長措置がない限り，

【諸外国における相続税（遺産税）の概要】
区分 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス

課税方式
法定相続分

遺産取得課税方式
遺産
課税方式

遺産
課税方式

遺産取得
課税方式

遺産取得
課税方式

最低税率（2011年） 10％ 18％
40％

7％ 5％

最高税率（2011年）
50％
（55％）

35％ 50％ 45％

税率の刻み数（2011年） 6 14 1 7 5

課税最低限（2011年）
8,000万円
（4,800万円）

3億
9,000万円

3,933万円
（配偶者免税）

1億
3,260万円

3,250万円
（配偶者免税）

課税割合
（相続税の課された者/死亡者）

4.2％
（2010年）

0.2％
（2010年）

1％未満
（2010年）

12.78％
（2010年）

14.5％
（2009年）

相続税等の税収割合
3.0％

（2010年）
1.6％

（2010年）
1％未満
（2009年）

0.8％
（2010年）

1.5％
（2009年）

相続税収 1兆2,504億円 1兆7,679億円 3,449億円 4,492億円 7,854億円
税収の総額 41兆5,000億円 108兆4,200億円 34兆2,461億円 53兆9,882億円 51兆3,570億円

（根拠資料）�平成22年 5 月国税庁プレスリリース，財務省プレスリリース「わが国の税制の概要」資料を基に修正，
IRS資料，HM�Revenue&Customs，2011年 3 月 9 日付ドイツ連邦財務省資料，INSEE資料

（注 1）�課税最低限は，配偶者と子 2人で算出， 1ドル78円， 1ポンド121円， 1ユーロ102円（2011年12月末日
現在）

（注 2）フランスの税率は，続柄の親疎により 4種類の税率表があり，親疎により最高60%。
（注 3）�日本の最高税率・課税最低限は，平成25年度税制改正案において検討される予定である数値を括弧書き

している。
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　イギリスの相続税の課税対象となる移転
（chargeable�transfer）は，生前贈与と死亡
であり，相続税の対象となる過去の贈与は死
亡前 7年間に贈与された財産である。また，
配偶者への移転については全額が免税とされ
ている（配偶者がイギリスに居住していない
場合には55,000ポンドまでが免税）。

（2）事業承継税制
　事業承継税制としては，「事業用資産の評
価 減 の 特 例（Business�Property�Relief；
BPR）」があり，生前贈与と死亡時の移転の
いずれも適用対象とされている。
　①対象事業用資産の範囲及び評価減割合
　当該特例の適用対象となる事業用資産は下
記のとおりである。
（a）事業そのもの（ただし，単一の事業用

資産の移転を除く）
（b）パートナーシップへの出資
（c）非上場会社の出資（最低限の保有割合

の制限はない）
（d）上場株式（贈与者が議決権を保有して

いる場合に限る）
（e）土地，建物，工場又は機械（個人が所

有する場合及び個人が経営する会社や
パートナーシップへの出資を通じて使
用される場合）

　評価減の割合は，上記の（a）（b）（c）は
100%，（d）（e）は50％である。なお，投資
会社への出資，資産管理会社（property�
dealing�companies），不動産を主に管理して
いる事業は，当該特例の対象外とされている。
　②適用要件
　当該特例の主な適用要件は下記のとおりで
ある。
・贈与者がその財産の移転の 2年以上前か
ら所有している場合に限り適用される。
・一定の場合（例えば，贈与者の死亡前に

特例対象となる被相続人の家族が少なく
とも30％はその権利を保有しなければな
らない。
・相続の発生した年において，被相続人の
個人経営事業所得が総所得金額の35%を
超えてはならない。

　④免税額
　免税額は最高で675,000ドルである。

（3）2010年の遺産税法廃止のその後
　2001年 6 月 7 日におけるブッシュ大統領の
署名により，遺産税法廃止の効力が2010年の
課税年度から発生した。2010年における短い
廃止期間を経て，遺産税は2010年12月17日に
復活し，2011年 1 月 1 日以後に死亡した者の
遺産について適用されることとなった。
　また，2011年 1 月 1 日以後の贈与に係る贈
与税については，再び遺産税と統一された。
これに伴い，一生涯の遺産税と贈与税の免税
額が500万ドル（インフレ調整前の金額）に
増額され，最高税率は35％となった。
　法的な措置がなければ，遺産税法及びこれ
ら税率は，2013年において2001年当時のもの
に戻ることとされているため，今後も遺産税
の改正動向が注目されている。

Ⅳ �イギリスにおける相続税制の 
概要と事業承継税制

（1）相続税制の概要
　イギリスの相続税の税収は全歳入の 1％に
満たない。これは，主に相続税の免税・軽減
税制の影響が大きいものとされている。課税
方式は米国と同じく遺産課税方式が採用され
ている。配偶者については全額免税とされて
いる点及び適用税率が一律40％（贈与税率は
一律20％）で累進課税が採用されていない点
が特徴と言える。
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その財産が受贈者によって売却された場
合や，贈与者の死亡の時には当該特例の
要件を満たさなくなった場合など）には，
贈与の際に当該特例が適用された場合で
あっても，死亡時には適用対象外となる。
・ある一定の財産を所有する会社の株式の
移転については，当該特例の適用が制限
される（例えば，その財産が移転前の 2
年間に事業用の目的として使用されてい
ない場合など）。このような場合には，
特例の対象額のうち，当該財産に対応す
る部分の金額が適用対象外となる。

Ⅴ �ドイツにおける相続税制の 
概要と事業承継税制

（1）相続税制の概要
　ドイツの相続贈与税法は，遺産取得課税方
式が採用されており，相続税の最高税率が50
％と日本と並び高い税率構造となっている。
ただし，ドイツの相続人の区分は第一区分か
ら第三区分に分かれ，第一区分に属する配偶
者・子等は最高税率が30％と低い水準とされ
ており，被相続人に近い相続人は低い水準が
適用されるような税率構造となっている。

（2）事業承継税制
　2009年 1 月 1 日から施行されている相続税
制は，2006年11月 7 日付連邦憲法裁判所相続
贈与税法違憲判決を受けて改正されたもので
ある。特に，事業資産については，事業承継
税制の見直しによる大幅な増税を回避した上
で，改正前後における中小企業に対する負担
の緩和を図っている。
　①対象資産
　当該特例の対象資産は， 5年間の事業の継
続等を要件として，事業資産，農林業資産及
び直接保有割合が25％を超える株式等であ

る。
　また，近年，管理資産（第三者の利用に供
されている不動産や直接保有割合が25％以下
の資本会社に対する出資持分など，事業運営
ではなく資産管理を目的とする内容の資産と
して限定列挙された資産）という概念が導入
され，通常の取引価格ベースによる総資産に
占める管理資産（通常の取引価格）の割合が
50％を超える事業資産は，原則として当該特
例の対象外とされている。なお，農林業資産，
直接保有割合が25％を超える株式等について
も同様の規定が適用される。
　②評価減割合及び適用要件
　この事業承継税制では，その資産の評価額
の85％相当額が評価減とされ，結果として15
％が課税対象とされる。
　この評価減の適用要件としては，取得後 5
年間の人件費総額を一定額に維持するという
要件並びに 5年間の株式等保有要件がある。
人件費の総額は，相続が発生する直前に終了
した事業年度から数えて過去 5年間の平均年
間人件費総額の400％（つまり 1年当たり平
均で80％）を下回ってはならず，下回った場
合には，評価減とされた85％につき，基準と
なる人件費総額を下回った割合に応じて減額
され，遡及的に税額の再計算が行われる。
　なお，事業者本人のみで従業員のいない個
人事業や従業員20人以下の事業所について
は， 5年間の株式等保有期間のみを適用し，
人件費基準は適用されない。
　さらに，上記特例措置は，納税者の選択に
より，次の要件を満たした場合に限り，85％
評価減に代えて100％評価減の適用を受ける
ことが可能である。
• 取得後 7年間，人件費総額を700％に維
持する。
• 保有期間を 7年間とする。
• 管理資産の割合は10％を超えないものと
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ればならない。
　②�会社の株式又は持分（以下「株式等」と
する）の場合の適用要件

　適用要件は以下のとおりである。
（ア）株式等が最低 2年間の株主共同保持

契約の対象とならなければならず，上
場企業は議決権の20%以上，非上場企
業は議決権の34%以上が保持されなけ
ればならない。

（イ）各相続人，各受遺者又は各受贈者は，
株主共同保持契約の満了から 4年間移
転された株式等を保有しなければなら
ない。

（ウ）相続人，受遺者，受贈者又は株主共
同保持契約に署名した共同経営者の 1
人が 3年間会社を経営しなければなら
ない。

Ⅶ 考　察

（1）相続税制について
　①我が国の概要
　我が国において相続税・贈与税は，格差固
定化の防止や，富の再分配の観点から重要な
税であるものの，基礎控除がバブル期の地価
高騰に伴い引き上げられてきた後，地価が下
落しても据え置かれているため，課税ベース
が著しく縮小している。また，最高税率の引
き下げを含む税率構造の緩和も行われてきた
結果，再分配機能も低下しているとの指摘が
されている。
　こうした状況を踏まえ，「相続税」につい
ては，その資産再分配機能を回復し，格差の
固定化を防止する観点から，平成23年度税制
改正案（国会審議の結果，見送り），その後
の社会保障・税一体改革大綱において，基礎
控除の引き下げ等を通じた課税ベースの見直

する。

Ⅵ �フランスにおける相続税制の 
概要と事業承継税制

（1）相続税制の概要
　フランスでは，「相続税」ではなく，財産
移転の課税として「登録税」とされており，
相続や贈与を原因とする無償の財産移転に対
して課税される登録税の一つとして考えられ
ている。そのため，日本の相続税は「直接税」
に分類されるのに対して，フランスの相続税
は「間接税」として，分類される。
　課税方式は，ドイツと同様，遺産取得課税
方式が採用されており，配偶者（及びPACS
パートナー）に対する相続については全額課
税対象外とされている点が特徴である。

（2）事業承継税制
　事業承継税制としては，相続時及び贈与時
の企業の株式等に関する制度がある。当該特
例の対象となるのは，工業，商業，手工業，
自由業又は農業活動を行う事業用資産又は株
式等であり，一定の要件を満たした場合に75
％が非課税とされる制度である。
　①個人企業の場合の適用要件
　適用要件は以下のとおりである。
（ア）被相続人が有償でその企業を取得し

た場合は，被相続人により最低 2年間
その企業が保有されていなければなら
ない。

（イ）各相続人，受遺者又は受贈者は，相
続税もしくは贈与税の申告書におい
て，企業の事業の用に供されている財
産の移転から 4年間保持することを保
証しなければならない。

（ウ）相続人，受遺者又は受贈者の 1人が
実際に企業の事業に 3年間従事しなけ
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し，最高税率の引き上げ（50％→55％）を含
む税率構造の見直し等が盛り込まれた。この
点については，その後の審議を経て，平成25
年度税制改正案に盛り込まれることが検討さ
れている。
　また，事業承継税制については，「中小企
業における経営の承継の円滑化に関する法
律」の運用状況等を踏まえ，本税制の活用促
進策や課税の一層の適正化策について検討を
行い，相続税改正部分の施行に併せて見直し
が行われることとされている。
　②�世界各国及び主要国の状況並びに我が国
との比較

　一方，世界各国における相続税・贈与税の
課税状況を見ると，日本の税率と比較して大
幅に低い税率の国もあれば，そもそも相続税
自体がない国も多数ある。世界的には，近年，
相続税制の縮小・廃止の傾向が進んでおり，
日本は相続税率の引き上げや課税ベースの拡
大等強化の方向に進んでいる点において，世
界の動向とは逆行していると言える。また，
上述したとおり，アメリカ・イギリス・ドイ
ツ・フランスにおいては，相続税に相当する
税制はいずれも存在しているが，考え方は各
国さまざまである。
　基本的に相続税は，相続される財産（遺産）
にかかる税金であり，その遺産に担税力を見
出す税である。この場合，遺産そのものを課
税対象と見る遺産課税方式と，遺産を受け取
った人に対してその取得を課税対象とする遺
産取得課税方式という 2つの考え方がある。
遺産課税方式の場合は，課税対象は被相続人・
贈与者であり，遺産取得課税方式の場合は，
課税対象は相続人・受贈者となる。
　この点について，アメリカは明確に遺産税
としての位置づけを示しており，遺産そのも
のに課税される。すなわち，相続人に対する
課税ではなく，被相続人（財団）への課税と

している。なお，イギリスも同様に遺産課税
方式を採用している。
　一方，フランスでは，無償の財産移転登録
に課される税金とされており，相続や贈与を
原因とする財産移転の登録税的性格を有す
る。すなわち，遺産そのものにかかる税金で
はなく，財産移転（遺産取得）のプロセスに
かかる税金であり，遺産取得課税である。な
お，ドイツも同様に遺産取得課税を採用して
いる。
　我が国は，いわゆる法定相続分遺産取得課
税方式であり，税金は相続人等・受贈者に課
税されるが，税額は法定相続分で総額を算定
するという方式を採用しており，相続人の遺
産取得とは関係なく税額が決定されるため，
いわば遺産課税方式と遺産取得課税方式が併
用された方式であると言える。各国の制度と
比較して，税額の算出方法などが独特であり，
制度としては複雑なものになっていると言え
る。
　税率や基礎控除に関しては，各国における
規定はそれぞれ異なっているが，ドイツ及び
フランスでは被相続人との関係で差が設けら
れており，また，イギリス及びフランスでは
配偶者への移転は金額に関係なく原則として
免税とされているなど，被相続人に近い親族
は有利に遺産を承継できる仕組みとなってい
る。また，アメリカは相続税と贈与税が一体
的な制度とされており，生前贈与が比較的行
いやすい環境にあると言える。
　一方で，我が国では特に最高税率が50％（社
会保障と税の一体改革法案においては55％と
の表記）と各国の中で最も高い水準であり，
配偶者についても一定額までしか免税とされ
ていないことから，他国と比較すると税負担
の大きい課税体系となっていると言える。
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（2）税制における事業承継支援
　事業用資産は，個人が直接保有する場合で
あっても，また，株式等を通じて所有する場
合であっても，個人の財産であるため相続税
の対象となる。しかし一方で，事業用資産は
企業経営の資源としての価値を持つものであ
り，自由に利用・処分できる個人財産とは異
なる性格を有する。したがって，このような
事業用資産の特性から，一般的に，相続税に
おいても通常の財産とは異なる配慮がなされ
ている場合が多い。今回比較した諸外国にお
いても，事業用資産については各種の軽減措
置がなされている。
　軽減措置として最も手厚いと言えるのはイ
ギリスである。事業用資産・非上場株式の相
続又は贈与について，移転者が移転前 2年間
保有していること，資産管理会社株式ではな
いこと，過去 2年間事業用の目的で使用され
ていること等の要件を満たせば，100％控除
対象とされている。
　ドイツにおいては，事業用資産・非上場株
式の相続について，取得後 5年間の人件費総
額を一定額（ 1年当たり平均で80％）に維持
すること，取得後 5年間の保有等の要件を満
たした場合，原則85％の評価減が認められて
いる。この雇用維持要件が設定されている点
は，日本の事業承継税制に類似する点である
と言える。ただし，事業者本人のみで従業員
のいない個人事業や従業員20人以下の事業所
については，この雇用維持要件が適用されな
い点は特筆すべき点である。
　フランスの場合は，事業用資産・株式の相
続又は贈与について，最低 2年間の株主共同
保持契約の対象とすること，相続人により議
決権の34％以上を保持すること，株主共同保
持契約満了後 4年間保有すること，相続人等
又は共同経営者のうち 1人が 3年間経営に従
事すること等の要件を満たした場合に，75％

が非課税とされている。
　アメリカの場合は，現在特例の適用が停止
されており，2013年以降復活することとされ
ているが，認定家族経営事業について，その
株式が相続前 3年間市場で取引されていない
こと，相続人又は被相続人の家族が相続前 8
年間のうち合計で 5年間実質的に経営に従事
していること，一つの家族で保有している場
合には50％以上保有していること等の要件を
満たした場合に，675,000ドルまで免税とさ
れている。
　このように，各国とも事業用資産について，
円滑な事業承継のために何らかの負担軽減措
置を設けている。対象は個人事業用資産や非
上場会社の株式であり，多くは相続後の事業
継続を要件としている。また，あくまでも産
業維持や雇用維持の観点から事業承継の意義
を認めるものであり，個人資産の運用を目的
とする事業等は対象外となっている場合が多
い。すなわち，事業継続の支援という観点か
らの相続税軽減制度であることが明らかであ
る。
　一方，我が国の場合は，小規模宅地の評価
減や非上場株式に係る納税猶予の特例はある
が，事業用資産全体は対象となっていない。
また，納税猶予制度については雇用維持要件
及び継続保有要件が厳しいものとなっている
点において使い勝手の悪さが否めない点が挙
げられる。以上のことから，各国と比較して，
我が国においては事業継続の支援の観点から
の相続税軽減制度の利便性及び充実度は低い
と言わざるを得ない。

（3）まとめ
　相続税制は，各国とも，基本的には富の再
配分や社会還元の視点から，社会的公正を図
る手段としての税制と位置づけられている
が，その設計や運用にあたっては，各国の歴
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史，文化，慣習，経済情勢，社会風土，民意
等が色濃く反映されるものである。
　今回対象とした各国との比較においては，
我が国の相続税制は比較的複雑な体系となっ
ており，さまざまな課題のもとで制度変更が
継続的に行われ，今後も改正が行われる見込
みである。また，他の国においても安定して
いるわけではなく，特にアメリカやドイツに
見られるように，近年において税制そのもの
の再検討が行われているところも少なくな
い。このように，相続税制そのものについて
は，その廃止の是非も含めて，今後も各国で
多くの議論と制度変更がなされていくものと
思われる。
　一方，中小企業等の事業承継と相続税制は
密接に関係するものであり，比較対象各国と
も相続税制の体系は多様であっても，事業承

継支援を相続税課税に優先させるという考え
方はいずれも共通しており，それぞれ特例や
優遇措置が整備されている。その中での比較
においては，上述したとおり，我が国の税制
面における事業承継支援はきわめて限定的な
ものであり，比較対象各国の制度とはその差
が大きいと言わざるを得ない。比較対象国に
おいて，実際にどこまで運用され，どこまで
効果が出ているかなどについては，もっと掘
り下げて現地での確認等が必要ではあるが，
今後，我が国においても，各国の制度も踏ま
え，より充実した税制面での支援制度の構築
が望まれる。
（本稿の内容は，公益財団法人全国法人会総連合（http://
www.zenkokuhojinkai.or.jp/）からの委託に基づき調査した内
容（2011年12月31日現在）をベースに記載しております。）

【非上場株式に係る相続税の非課税（又は納税猶予）特例に係る日本の主な要件との比較】
日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス

対象会社の
要件

・ 中小企業基本法に
規定する中小企業
であること
・ 非上場会社である
こと
・ 資産保有会社でな
いこと

・非上場であること
・ 相続人又は被相続
人の家族が相続前
8年間のうち 5
年間実質的に経営
に従事すること
・ 家族で株式の50
％以上を保有する
こと

・ 資産管理会社でな
いこと
・移転前の 2年間事
業用の目的で使用
されていること

・ 資産管理会社でな
いこと

・ 工業，商業，手工
業，自由業又は農
業活動を行う事業
用資産又は株式等
であること
・最低 2年間の株式
共同保持契約の対
象であること

先代経営者の
要件

・ 会社の代表者であ
ったこと
・ 筆頭株主であった
こと

―

・移転の 2年前から
保有すること

― ―

後継者の
要件

・ 会社の代表者であ
ること
・ 先代経営者の親族
であること
・ 筆頭株主であるこ
と

― ― ―

・ 株式共同保持契約
期間満了後 4年間
株式等を保有する
こと

事業等継続の
要件

・後継者が 5年間代
表者であり続ける
こと
・雇用の8割を5年
間維持すること

― ―

・ 5年間の事業継続
・ 人件費総額要件
（従業員20人超の
場合には， 5年間
で過去の年間平均
人件費の400％を
支給）

・ 相続人等又は共同
経営者のうち 1人
は 3年間経営に従
事すること

（注：上記の比較は，主な要件について行ったものであり，網羅的ではない点に留意。）


