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平成２７年７月５日 

民間税調第５回シンポジウム 

基調報告                        

 

資産税・富裕税 

 

はじめに 資産税論点整理 

 

資産課税については、次のような論点があろう。 

 

１）   相続税の必要性、理論的根拠は何か 

２）   相続税の日本型課税方式は妥当か 

    取得税に純化、それとも遺産税に純化すべきか 

３）   相続税・贈与税の課税最低限・税率構造は妥当か 

４）   相続時精算課税・小規模特例などを維持すべきか 

５）   富裕税は必要か、どのような富裕税にすべきか 

６)   所得課税と併せて国籍課税（シティズンシップ課税）に移行すべきか 

 

今回も基礎理論から始める。考え方を示すに当たって、根本的・理論的な誤りを

避けるために、欠かせない作業である。とはいえ、理論的な業績の限られた領域で

ある。スティグリッツ『公共経済学・第２版（下）』（邦訳２００３年、東洋経済）

の理論的分析は、立法論の基礎とするには余りにも観念的・抽象的でありすぎる。 

 

第１ 資産税 

 

分配の公平・公正 

 分配の公平・公正を議論する場合に、意識していないともっぱら「所得」の分配

のことを念頭に置いて議論しがちである。しかしながら、インドのラージのところ

で触れたように、所得の分配と同時に、「資産ないし富」の分配とを併せて考える

のでなければ、片手落ちになる。資産税ないし富裕税を考えることは、このように

して必要である。 

ちなみに、富裕税という言葉には、所得に着目する所得税型富裕税と資産に着目
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する資産税型富裕税を含むのが一般であるので、上記のような問題設定の内枠で議

論する際には、資産税という言葉を用いることとし、富裕税という語を使用する場

合には、資産型富裕税か所得型富裕税かを明示することとする。 

 

問題のたて方の難しさ 

 さて、所得の分配と資産の分配の公平と公正を同時に処理するということには、

かなりの難しさがある。この両者をどのように組み合わせて考えればよいのかは、

価値判断の領域に属するので、理論的に整理された形ではほとんど示されたことが

ないように思われる。 

 所得が同額の個人が２人いて、そのうちの１人の資産ともう１人の資産に極端な

差があるという場合に、いかなる税制によって、どのように分配の公平・公正を考

えるべきであろうか。所得税負担が同等であるというだけでは完結しないと普通に

は考えるであろう。特に極端な場合として、所得は全くないが有り余る莫大な資産

を取り崩して豪奢な生活を続けている個人（ラージの場合）と、消費に必要な所得

を稼得するのが精一杯で、貯蓄はすることができず、相続した資産もない個人（無

資産勤労所得者）との間で、それぞれの租税負担はどうあるべきであると考えるべ

きであろうか。 

 所得税のところで見た支出税はその問題に一つの答えを出そうとした試みであっ

たけれども、技術的な問題をクリアできないから現実的な税制とは言えない。しか

も、キャッシュ・フロー型の支出税と収益非課税型の所得税と同等になるのである

とすると、包括的所得税概念にとは齟齬を来すという理論的な問題があることさえ

明らかになってしまった（アンドリュー・ウィリアムズの証明）。さらに、ラージ

と無資産勤労所得者の支出が同額であれば、支出税を課するだけでは平等であると

いう帰結にはならない、と言えば言えなくもない。 

所得が同額の個人が二人いて、そのうちの１人の資産ともう１人の資産に極端な

差があるという場合には、所得税制の補完税としての資産税を併課するというの

が、取り敢えずの回答となりそうである。 

 しかしながら、資産税の場合、キャッシュ・フローがなくとも課税をすることに

なるのが通常であるから、実現主義の観点からの難点がある。また、所得税のうち

でも、譲渡所得税はむしろ資産課税であると理解されるから、混乱の種はある。加

えて、技術的難問は多々ある。資産税型の富裕税が実施に困難を来す実例は、ひと

つにはこのような技術的な問題に過ぎないようにしか見えないけれども、実際には

見かけ以上に重要な問題を含むからである。 
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第２ 相続税 

 

相続税の制度趣旨 

 ひとまず、現行の相続税を考えよう。 

相続税は、資産税であるという理解がある。ところがこれとて、詰めて考えれば

実は疑問があり、これが、相続税の本質論に関わる。 

 相続税制度の本質論は、大きな問題である。相続税は類型学的に、大別して 

① 遺産財団課税、 

② 遺産取得課税 

との２種類に分かれていることは周知のとおりである。課税におけるスコープが

被相続人の遺産か相続人の所得の増加かの相違である。 

 

比較法 

英米法系諸国では、遺産財団課税を発展させて来た。個人が蓄積した資産の社

会への還元を制度理由とするものであり、後に見る資産課税型富裕税の考え方で

ある。典型は米国である。しかしながら遺産財団課税には、なぜ遺産財団に課税

がなされるのかという制度理由を突き詰めて行くと、何かしら舌を噛みそうにな

る部分があって、うまく説明することができない部分が残る。被相続人における

所得課税との二重課税論や、相続人側の負担の公平・公正を考えるときに特にそ

うである。歴史的経緯を無視して、白地に絵を描く場合にはとりわけこれらの疑

問が浮き彫りになる。 

他方、大陸法系諸国は、遺産取得税を採用する。これは所得税の補完税という

考え方である。典型はドイツである。さらに、カナダやオーストラリアでは、遺

産の取得による資産の受領を、そもそも所得課税の一類型として取り扱う。 

 

相続税のない諸国 

比較法制的には相続税のない諸国も多々ある。武富士事件の舞台となった香港

や、シンガポールなどはその典型である。相続税を置かない国では、いったん所

得課税に服した税引き後の所得に対してさらに課税をすることは、所得に対する

不当な二重課税ではないかという議論がなされたりする。 

カナダは相続税制度を廃止したが、これは相続による資産の移転を、所得税制

の内枠で譲渡所得として処理するからである。ただし譲渡所得課税という取扱い

でありながら実現主義は取らないで、相続の時点で課税する。或いは、相続を実

現の契機と捉える。 

オーストラリアも、同様に、相続による資産の移転を所得税制の内枠で譲渡所
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得として処理して、相続税を廃止している。ただし、こちらでは実現主義に従っ

て、相続の時点では課税をしない。そして、相続人が承継した資産を処分する際

に、初めてキャピタル・ゲイン課税が行われる。そしてその際に、被相続人の取

得費の相続人への引継ぎが行われる。相続を実現主義にいわゆる実現としては捉

えていないわけである。 

遺産財団課税の典型として挙げた米国では、ブッシュ減税の一環として遺産税

が廃止されたが、オバマ政権によって復活したため、結局は２０１０年の１暦年

に限って、遺産税がないという状況が出現した。このために被相続人を何が何で

も２０１０年まで延命させるビジネスがドラマになったりした。 

 

日本 

日本は、シャウプ勧告に従って遺産取得税方式をとっているが、現行の相続税

が所得税の補完税と言う考え方によって整合性を以て貫徹されているわけでもな

い。この点について金子宏『租税法・第１９版』５５６ページは、遺産がどのよ

うに分割されても、税額の合計額が、相続人が法定相続分で相続したと仮定した

場合の税額の合計額と等しくなるようにしていることを、遺産取得税方式の体系

の修正としている。 

さらに、この点については、平成２０年度税制改正の要綱において平成２１年

度の改正によって遺産取得税方式に整合的に純化することが予定されていたけれ

ども、実際には平成２１年度において改正はされていない点についての指摘もあ

る（金子第２０版の５９９ページ以下の記述からは削除されている。）。 

 

所得税の補完税 

基本概念としては所得税の補完税であるとするけれども、遺産取得課税を所得

税の体系に取り込むとすると、相続する財産がウィンドフォール・プロフィット

（棚からぼた餅）のような性格を否定できないことから、他の所得よりも高い担

税力を認めて、税目を別にして、特別の取扱いをしているという説明がなされて

いる。これはもっともらしい。総合所得税を標榜しつつ実際には分類所得税であ

る日本の所得税制の各種所得の一類型であるというわけである。 

そのようなわけで、日本の相続税を資産税に分類することもある。役所に行く

と、何気なく、資産税課とか資産税係があったりする。このような資産税という

分類に対して、日本の現行の相続税を資産税に分類することを誤りであると記述

する学者がいる。 

他方、所得税制によってはカバーできない富の集中を排除する、という考え方

も、シャウプ勧告以来連綿としてあるので、資産課税型富裕税の要素を否定する

こともできないとする学者もいる。かくして日本の相続税は、整合的説明が破綻
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しているハイブリッド型となっている。 

 

相続税の負担 

かつては相続税の負担が重く、３回相続があって、相続税課税が行われると富

裕層の資産もほぼなくなると言われ、富の分配の公平・公正に資する税制である

と言われた時代があった。「一億総中流」と言われ、分厚い中堅層の存在が日本経

済の強みであるとされていたころのことである。 

しかしながら、今ではむしろ、実際の相続のうちの４パーセント程度にしか相

続税が適用されないということが問題視されている。そして、平成２６年の税制

改正によって、基礎控除の引上げの方法などによって相続税の強化が行われ、相

続税の適用対象は７パーセント程度に引き上げられると予想されているところで

ある。 

 

事業承継税制の要素 

他方では、中小企業のオーナー経営者について、相続による資産の分散によっ

て事業が成り立たなくなるということが問題視されて、事業承継税制という考え

方が入れられるようになり、事業の継続という方向から相続税の負担のあり方が

見直されてきた。 

 

所得税との二重課税 

所得税と相続税の関係から生じる諸問題について理念から結論を導こうとして

も一義的な解が得られそうもないのは、考慮しなければならない要素がこのよう

に複雑に絡み合っているからである。 

長崎年金二重課税訴訟（最高裁判所平成２２年７月６日第三小法廷判決）に触

発されて、提訴が行われるようになったためか、近時において東京地方裁判所平

成２５年７月２６日判決などの裁判例が出始めた。これら裁判例は、被相続人に

よる資産の取得時点から相続の時点までに発生している含み益について、所得税

と相続税の二重課税となっているのではないかという問題を取り扱っている。東

京地裁、東京高裁の裁判例の判示は、どれもほぼ似通っており、「二重課税ではな

い」と述べているというよりは、むしろ、「法律はその文面上、当該含み益を相続

税課税の対象としても譲渡所得税の対象としても取り扱っているのであるから、

相続税も所得税も課税されるのである」と述べているのに過ぎない。それが合理

的であるとか相当であるとかの判断も下していない。言い換えれば立法政策の問

題に過ぎないとしているわけである。 

そもそも二重課税だからけしからんということは必ずしも言えない。二重課税

そのものが許容され、ないしは問題とされていない例はそれなりにある。 
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二重の課税の総合した税負担が、合理的な程度を超えて納税者に負担を求める

ことになる場合に、財産権の保護という憲法上の問題を惹起する。 

 

第３ 富裕税 

 

富裕税 

 富裕税は、分配の公平・公正のために導入される税を総称するものであって、

類型的には所得課税系統のものと資産課税系統のものとがある。 

 富裕税については、ピケティの『２１世紀の資本』において国際資本税（正確

には国際資産税）が提案されて以来、突如として注目を集めることとなった。ピ

ケティの論述において、le capital という語の意義の二重性の問題がある。この

フランス語には、資産と資本の２つの語義があるのである。ＯＥＣＤモデル租税

条約の原題も、”OECD Model Tax Convention on Income and on Capital” とある

が、この capital は資産の意味であって、資本の意味は皆無である。ピケティに

よるこの語義の二重性の問題については、伊東光晴京都大学名誉教授「話題のピ

ケティを読む/誤読・誤謬・エトセトラ」（岩波書店「世界」２０１５年３月号）

に詳細が述べられている。 

 

資産課税型富裕税 

顧みるとき、所得税対消費税の基幹税論なども、これまでは富の分配状況につ

いてほとんど考慮しないままに分配の公平・公正についての議論を繰り広げてき

ている。そうであるとすると、インドのラージの例を引くまでもなく、所得税だ

けに対象を絞った議論はいずれも欠陥商品であるというべきなのかも知れない。 

資産課税の最大の難問は資産の評価である。市場価値があればよいが、市場価

値のない場合の評価方法としては、理論的にはＤＣＦ法（ディスカウンテッド・

キャッシュ・フロー法）が優れる。ＩＦＲＳ１３号の公正価値の議論が参考にな

るだろう。ただＤＣＦ法は、将来収益のフローおよび用いるべき割引率という２

つの確率変数を含むので、実務の実際に多大な障害がある。それでもＧ２０/ＯＥ

ＣＤのＢＥＰＳ（税源浸食および利益の移転）プロジェクトのアクション８（移

転価格関係のうち無形資産を取り扱う）においては、無形資産の評価についてＤ

ＣＦ法を用いることを中心に議論が進められている。そうすると、ＤＣＦ法は数

学的で理解できんと言って突っ放しているわけにもいかない。租税法の世界にも

経済学や確率・統計が必要になって来ている。 
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日本の資産課税 

 我が国の場合において、資産課税のカテゴリーに含めるべきものは相続税・贈

与税と固定資産税とされたりするが、キャピタル・ゲイン課税も資産課税の範疇

に属する。また、地方税として自動車税等もある。地価税法も法律として廃止さ

れているわけではなく、租税特別措置法７１条によって停止されている。 

相続税の本質論についての議論については、上述したとおりであって、資産課

税であるとは言えないとする議論もある。そこでは、相続税の存在理由を何に求

めるかについて、議論が錯綜していることについて述べた。各国の立法例、特に

所得課税の一環として位置付けているカナダとオーストラリアの例には興味深い

ものがあることも紹介した。 

 固定資産税の本質論についてもかなりややこしい議論があるが、地方税につい

ては国税に関する華やかな論争の陰に隠れてなかなか表舞台に登場してこない傾

向がある。９月に予定される地方税をテーマとするシンポジウムに譲る。 

 

オバマ大統領 

 本年（２０１５年）の年初には、オバマ大統領による一般教書（１月２１日）、

予算教書（２月２日）における富裕層課税のメッセージが注目の的となった。こ

れらにおいて、オバマ大統領は、中間層の充実を図り、富裕層に税負担を求める

との方針を打ち出した。富裕層に対する課税強化の内容は、一般教書によれば、

富裕層の利用する税制のループホール塞ぎである。また、キャピタル・ゲイン課

税の税率の２３．８％から２８％への引上げは予算教書による。なお、法人所得

課税については、米国法人の国外所得について１９％の法人税率を適用すること

とするほか、米国法人が国外に蓄積している所得について１回限りで１４％の課

税をするとしている。ただし、米国の場合は大統領型三権分立であるので、議院

内閣制型三権分立の日本と異なって、大統領には予算法（予算は日本と異なり、

法律の形式を採る。）も含めて、法律を議会へ提出する権限がない。そして、先般

の中間選挙によって上下両院とも共和党がマジョリティとなっているねじれ状況

であるから、オバマ大統領の提案にかかる富裕税構想導入の成功は、とうてい予

想し難い。 

 

オランド大統領 

 これまで富裕税を導入していたフランスでは、その撤廃に追い込まれた。富裕

税は、オランド大統領の選挙公約であったが、その最初の法案である最富裕層個

人への７５％の最高税率による課税は、憲法裁判所によって違憲とされた。フラ

ンスの憲法裁判所（コンセイユ・コンスティテューショネル）は、両院で成立し

た法案についてその成立前に憲法適合性を審査するものであって、司法裁判所的
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というよりは立法府的であって、その構成員を見ても政治的色彩が濃い。オラン

ド大統領はこれにくじけずに、企業に対する課税に方針変更をして、企業が従業

員に年間百万ユーロを超える給与を支払った場合に、超過分に対して社会保険の

負担金を含めて最大７５％の累進税率により課税するという税制を導入した。と

ころが、これによって企業のフランスからの脱出が始まってしまい、税収もほと

んど上がらず、失業者も増大し、ついにオランド大統領も屈して、導入後わずか

２年でこの富裕税の廃止に踏み切った（２０１５年１月１日付け）。 

  

民間税調 

 日本ではシャウプ勧告によって、昭和２５年に富裕税法が立法され、富裕税が

導入された歴史がある。当時の所得税の最高税率８５％が高すぎるという観点か

ら、これを５５％に引き下げて、その代わりに富裕税を課することとしたもの

で、個人の資産に対して０．５％～３．０％の累進構造の税率を以て課税すると

いう仕組みである。しかしながら、資産評価の問題もさることながら、そもそも

個人の財産を把握する困難に直面して、昭和２８年に廃止され、その代わりに所

得税の最高税率を６５％とした。 

民間税調は、所得課税型と資産課税型の富裕税の双方を検討する方向である

が、これまでほとんど議論されてこなかった資産課税型の富裕税による富の再分

配という構想は、フランスに見られたような税源の国外脱出という難問に直面せ

ざるを得ない定めにある。 

 

出国税 

ちなみに、平成２７年度税制改正によって、日本においても出国税が導入され

る。出国税は、含み益の出国時における課税であり、キャピタル・ゲイン課税で

あるから、資産の含み益の保有者の階層という観点から見れば、富裕税の一類型

であると見ることも可能である。 

（以上） 
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2015 年 7 月 5 日 
第 5 回民間税調 

資産税・富裕税について 
        峰崎直樹 

1,基本的な考え方 

 資産課税については、トマ・ピケティの『21 世紀の資本』でも大きな問題

として資産格差が取り上げられてきており、民間税調の大きな問題意識でもあ

る「格差問題」の解消に向けて、その改革案が求められている。 
 それにしても、蛇足ではあるが「所得・消費・資産」と言う分類の仕方には

問題アリだ。 
 
 

2,資産税として現行税制のなかで重要な税目は、国税で言えば相続

税・譲与税であり、地方税で言えば基幹税中の基幹税である固定資

産税がある。地方税は予定では 9 月に論議するので、相続税論議が

中心にならざるを得ない。以下、志賀先生の論点整理に沿っ

て・・。 

(1) 相続税の必要性、理論的根拠は何か 
① 資産のより平等な分配の観点から 

不合理な資産分配の不平等を是正する有効な方法としての相続税 
 

② 便益説から 
政府のサービスに対する代償として課する税としての相続税、特に社

会保障の財源としても注目すべきである。 
 

③ 所得税の一部としての相続税 
税の執行上、課税を免れていたキャピタルゲインや帰属所得に対する

課税を、死亡時において一括精算的に相続税によって行うことによっ

て所得税を補完するものとする。 
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(2) 相続税の日本型課税方式は妥当か、取得税に純化、それとも遺産税に純

化? 
昭和 33 年改正によって、現行の折衷方式(「法定相続分課税方式による

遺産取得税方式」)に変わったのであるが、現行方式の抱えている問題点

を三木論文(三木義一「相続税の基本原理の法的再検討」)は指摘されつつ

も、「遺産取得税方式」に純化することの問題を指摘され、結果的に現行

方式に戻られている。要は、財産の分配の不平等を是正する機能がより

発揮することができるかどうか、にかかっている。 
 

(3) 相続税・贈与税の課税最低限・税率構造は妥当か 
この点については、日本の資産格差の現状を考えながら高額資産の安易

な継承が為されないような課税最低限や税率構造を考えていく必要があ

る。当面、今年の 1 月から今までの課税最低限は 4 割減、になっている

し、税率構造も最高税率が 5%アップされている。この結果、どのような

負担になるのかよくつかんでおくことがまず必要ではないか。 
 

(4) 相続時精算課税・小規模特例などを維持すべきか 
相続時精算課税や様々な生前贈与を非課税にする特別な措置は、資産格

差を同一家系内で固定化させるものであり、機会の平等と言う観点から

みて廃止すべきである。 
 

(5) 富裕税は必要か、どのような富裕税にすべきか 
ピケティの『21 世紀の資本』が分析しているように、20 世紀末から 21
世紀に入って所得格差だけでなく、資産格差も拡大してきており、相続

税だけで資産格差の解消ができない以上、資産格差の是正に向けて富裕

税を新設していく必要がある。 
 その際、富裕税は出来る限り課税ベースを拡大し、総資産マイナス総

負債という純資産額を課税ベースとし、5,000 万円以下は課税しないで

5000 万円から 1 億円、1 億円から 5 億円、5 億円から 10 億円、10 億円

以上というぐらいにブラケットを設定し、累進税にしていくべきであ

る。 
 税率の設定は、1~5%程度の範囲とする。 
 

(6) 所得課税と合わせて国籍課税(シチズンシップ課税)に移行すべきか 
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チャランケ通信 第 109 号 2015 年 6 月 7 日 
 「チャランケ」とは、アイヌ語で談判、論議の意、「アイヌ社会における秩序維持の方法

で、集落相互間又は集落内の個人間に、古来の社会秩序に反する行為があった場合、その

行為の発見者が違反者に対して行うもの、違反が確定すれば償いなどを行って失われた秩

序・状態の回復を図った」(三省堂『大辞林』より) 
 元参議院議員 峰崎直樹 

 札幌のこの時期、ニセアカシアの花が一斉に開花し、満開になる。近くの公

園は、白い花が咲き気持ちの良い季節を感じさせてくれる。それにしても、最

高気温が 20 度を下回るとやや肌寒く、リラの季節は過ぎたものの、「リラ冷

えの街」になったようだ。 

 ピケティ教授の提案する固定資産税の累進化について 

 さて、ピケティ教授の『21 世紀の資本』の中から、今回は資産課税の構成

要素の一つである固定資産税について考えてみたい。ピケティ教授は資産課税

について累進課税を強化するよう提言する。しかも、国際的に調和した累進資

産課税の強化である。法人税ですら税率の引き下げ競争に突入し、なかなか調

和することができない中で、資産課税、とりわけ金融と言う足の速い資産を正

しく把握し、適正に課税できるかどうか、なかなか大変なことではある。 
特に、日本の場合、ようやくマイナンバーが来年 1 月から運用されること

になっているのだが、一番の難問は 10 億冊と言われている銀行の預金通帳の

付番が出来ていないし、マイナンバーの義務付けもまだ先のことになることだ

ろう。 

日本年金機構の年金情報漏洩問題、マイナンバーが第二のグリーン

カードにならないことを祈りたい 

 この預金通帳のマイナンバーによる付番は、一番肝心な課題であり、金融所

得を正確に把握していくためには不可欠であり、民主党時代にマイナンバーの

導入に力を注いだ者にとって、一番の悲願である。つい最近明るみに出た日本

年金機構による 150 万人に達する年金情報の漏洩が、マイナンバーの導入に

悪影響を及ぼさなければよいのだが、祈るような気持ちで最近の報道に心配し

ているところである。かつてのグリーンカードの二の舞にならないよう、あと

半年最善を尽くしてほしい。 

 固定資産税は、住民税と並んで市区町村の基幹税だ。特に固定資
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産の評価額に問題を指摘することが多い 

 さて、固定資産税についてであるが、ピケティ教授は興味深い提案をしてお

られる。その検討の前に、日本に於ける固定資産税の算定方法についておさら

いをしておこう。固定資産税は、土地と建物それに償却用資産についてそれぞ

れ算定した価格(一般には地価の場合その評価額の 70%)に対して標準税率

1,4%(制限税率 2,1%)を乗じて固定資産税を算定しているが、様々な政策的配

慮による軽減措置がなされている。 
ちなみに、固定資産税は地方住民税と並んで地方の市区町村の基幹税であり、

税収も都市計画税とあわせると約 10 兆円にも達するほどの重要性を持ってい

る。土地と建物については、それぞれの自治体で 3 年に 1 回その評価替えが

実施され、特別の場合を除いて価格は 3 年間据え置かれることになっている。

価格について評価委員会を設置して決定しているが、評価に対する住民の不満

はかなり大きいものがあると言われる。評価については、類似の地域の土地の

売買価格を参考にして決められているとされるのだが、なかなか公平性の面で

問題が多いようだ。住宅については、新築した建物の建築費から毎回減価し始

め、経年とともにその評価額は大きく逓減する。日本の場合、建物の減価がヨ

ーロッパなどに比べて早く、100 年住宅や 200 年住宅を建てようとする動き

も福田内閣時代にあったのだが、いつの間にか立ち消えになってしまっている

ようだ。 

ピケティ提案は、固定資産に対する評価額ではなく、その純資産

額を課税標準にすることを求めている 

 さて、ピケティ教授の提案とは、今の固定資産税がその評価額で以て課税標

準とされることに対して、それでは住宅ローンを組んで、まだ借金を多く抱え

ている者と、購入して時間が経過し、住宅ローンを支払い終えた者では、資産

から負債を差し引いた純資産では大きな差が出てくる。そこで、純資産を課税

標準にして、まだ借金を多く抱えた者よりも借金を支払い終えた者の方が多く

課税されるよう変えていくべきだ、と言う提言である。つまり、固定資産税を

純資産税にすることによって、高額の土地や家屋といった固定資産を持つもの

が多く負担するように変えていくべきだ、と提言しているのだ。もしそれを現

実のものにするためには、全ての固定資産の名寄せが必要になる。それと同時

に、市区町村別に課税するのではなく、市区町村別に分散している固定資産の

合算が実施さされれば、それは地方税では手に負えなくなってしまう。 

 確かに、固定資産税の純資産税化は、住宅ローンを抱えた中・低
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所得者層には朗報となるのだが… 

 このような固定資産税の純資産税化をどのように考えたらよいだろうか。 
 確かに、純資産であることから負債を多く抱えた者には低負担で済むわけで、

それだけでも累進制が機能してくる。特に、土地や家屋を多く所有している富

裕層にとっては、現行システムの前提となっている市区町村ごとの税制であっ

たとしても、その負担は税収中立で税率を設定されれば、負債を多く抱える者

の軽くなる負担分がそのまま重くのしかかるわけで、一見すると富裕層にとっ

て厳しく、所得再分配機能が高まるように思われる。 
 しかし、土地や家屋を多く持っている富裕層は、おそらく黙ってはいないだ

ろう。借金をして土地や家屋を更に購入したり、自分の新たな別荘を借金で購

入したりして、その分保有資産は増加しても純資産は相対的に低下させるよう

な行動をとるのではなかろうか。固定資産税の純資産税化には、不動産市場を

大きく変えていくようなバイアスがかかってくる、という問題が出てくる危険

性があるように思われる。(ましてや、全ての固定資産の名寄せを実施し、そ

れを合計した上で累進課税を導入すれば富裕層に対する課税額は急増する)。 
もっとも、そうは言っても不動産市場にも量的な限界があり、富裕層の抵抗

も永続するわけではなく、それ以上に、ローンで住宅を購入した低所得階層の

方たちの固定資産税の低減に貢献することは間違いないわけで、そうした改革

そのものは一般的には支持していくべきであろう。もし、全ての資産の名寄せ

を実施し、それに累進課税を取り入れていくのであれば、格差問題を解消する

効果は、ますます発揮されるに違いない。 

このような純資産税は、地方税として適しているのだろうか 

 問題は、地方税である固定資産税を、累進性を持った資産税に転換すること

によって、課税自主権を持った地方自治体間の税率の違いが生じた場合、富裕

層にとって有利な自治体と不利な自治体に分かれ、地域間のバランスに問題が

出てくることの問題が惹起されそうである。このような問題も、実際には土地

や家屋といった移動ができない固定資産であることから、それほど問題視され

ないのかもしれない。ただ、そうした富裕層に有利・不利の違いが出てくれば、

それぞれの市区町村の地方自治体のなかで大きな論議を呼ぶことになるのだ

ろう。特に、若者がいなくなったような自治体では、負債が少なく純資産が相

対的に高くなるわけで、高齢化が進展する自治体にとっては反対論が増えてく

るのかもしれない。又、東京などの都市部の固定資産税が上昇することも予想

されるだけに、果たして累進性が入った固定資産税は地方税でいいのか、問題

が残りそうだ。ましてや、総固定資産の名寄せと言う問題が浮上してくれば、
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地方税では実施が不可能になるわけで、大きな問題に発展しかねない。 

 地方自治と言う観点から慎重に検討していく必要がありそうだ 

 このように考えてくれば、ピケティ教授が提起されている固定資産税の純資

産税化には、富裕層にとって負担が重くなるとともに、多くのサラリーマン層

にとって新しい住宅をローンで以て資産形成する場合には、今までより負担が

軽くなることは間違いないわけで、少子高齢化の下で若年層の方たちへの所得

再分配にも寄与することは間違いない。問題は、地方自治と言う観点から、そ

れぞれの地域の持つ特色が、このような改革を阻害しないよう考えていく必要

がありそうなことであろう。 

 土地でも純資産税化は大変なのに、金融は足が速いだけにもっと

大変だ、しかし諦めてはだめだ 

 土地や家屋と言った移動しない資産だけでもなかなか大変なことなのだが、

瞬時に移動ができる金融資産に対する累進性を高めた税制を、更に国際的な協

調のもとに確立していくことの困難性は、なかなかのものになるに違いない。

それが実現しうる条件は何なのか、しっかりと考えていく必要がありそうだ。

でも、それこそが、放置すればどんどん進む 21 世紀の格差社会を、20 世紀の

社会国家に再び戻していくためには不可欠なことであることを、ピケティ教授

は強く主張しているのだ。ユートピアと言われても、その実現に向けた戦いは

進めなければならないのだ。   
 

 政府提案の安全保障関連法案は、憲法違反と 3 人全員が認定へ 

それでも居直る政府・自民党の幹部、国民運動の盛り上げを  

 それにしても、国会で問題になっている政府提案の安全保障法案に対して、

衆議院の憲法調査会における 3 人の参考人の見解が、いずれも「憲法違反」

の法案であることを明言したことは重大である。自由民主党の推薦された長谷

部恭男早稲田大学教授も、明確に違憲であることを明言されたのだ。政府・自

民党は、学者の意見でしかない、と居直る姿勢を見せているようだが、国民を

なめたような態度は決して政権与党にとっても良いこととは思えない。国民的

な反対運動の盛り上がりにまで至っていないが、今後の展開次第では集団的自

衛権を認めた法案の撤回にまで行く可能性すら秘めているように思われる。こ

れからの国民的な運動が期待される。                         
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2015 年７月５日 
民間税調第５回シンポジウム 

税理士 青木 丈 
相続税の課税方式の見直しについて 

‐平成 20 年の検討経緯から‐ 
 
Ⅰ 平成 20 年度税制改正の要綱（平成 20 年１月 11 日閣議決定）（抄） 
 
（備考）事業承継税制 
事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律（仮

称）の制定を踏まえ、平成 21 年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対

象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。 
本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律（仮称）施行日以後の相続等に遡

って適用する。 
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課

税方式に改めることを検討する。 
その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を

踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。 
 
 
自由民主党「平成 21 年度税制改正大綱（平成 20 年 12 月 12 日）」（抄） 
 
相続税については、法定相続分を勘案して税額を計算する現行の方式には、財産取得者

の税負担に係る水平的な公平性に問題があること、ある相続人の申告漏れが他の相続人に

も影響を及ぼすこと、現行の事業等の継続に配慮した特例措置による税負担の軽減の効果

が事業等の継続と無関係な相続人に及ぶことなどの課題があるため、新たな事業承継税制

の導入にあわせて、各人の取得分に応じ個別に税額を計算する方式に改めることにつき検

討を行ってきた。しかし、税額計算についての現行の方式は、約 50 年の長きにわたり定着

してきた制度であり、その見直しは、課税の公平性や相続のあり方に関する国民の考え方

とも関連する重要な問題であり、さらに議論を深める必要があると考える。 
格差の固定化防止、老後扶養の社会化の進展への対処等の観点からの負担水準の適正化

についても検討を行ってきたが、税額計算のあり方とともに、さらに検討を進め、税制抜

本改革の際に実現を図るものとする。 
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Ⅱ 現行制度（平成 20 年当時）の問題点と検討の方向性 
 
  基礎控除に定額部分がある結果、法定相続人数が多いほど法定相続人１人当たりの

基礎控除額が逓減することや、法定相続人以外の取得者（受遺者）は基礎控除額の計

算に考慮されないことなど、相続額が同額でも法定相続人数の違い等により税負担に

不均衡が生ずる。 
  １人の取得者の申告漏れにより他の取得者にも追徴税額が発生する。 
 

 ⇒ 基礎控除の基本構造につき、遺産総額からの控除に代えて取得者段階での取得財産

価額からの固定額の控除とする（遺産取得課税方式に純化）。 
 
Ⅲ 遺産取得課税方式に純化する際の問題点 
 
１．被相続人との身分関係に応じた基礎控除・税率等 
２．配偶者控除 
３．生命保険金・死亡退職金に対する負担軽減措置：取得者段階で固定額を控除に変更 

⇒ 生命保険金・死亡退職金に対する負担軽減措置は、いずれもその支給の性質

に着目して政策的に認められているものであるから、取得者ごとに固定額を控除

する構造にはなじまない。生命保険金については、被相続人の意思がある程度反

映されるため取得者ごとの固定額控除とする余地があるが、死亡退職金について

は、固定額控除とすると遺産分割に際して退職金か現金を相続するかで控除額に

差が出ることとなるため理不尽。 
４．小規模宅地の特例・農地に係る納税猶予等：取得者段階で一定額を控除に変更 
 ⇒ 特例措置は、財産に対する負担軽減措置ではないのか。 
５．未分割での申告：①分割後申告を促進するために未分割申告時の一定の加算が必要 

②法定相続分では税額ゼロでも遺産分割後には納付税額が生じる可

能性のある場合には、申告義務化（共同申告） 
③分割協議の状況を確認するため事後の届出（預金残高証明書や不

動産登記簿謄本等の添付） 
６．仮装分割・仮装未分割等への対応：資料情報の一層の充実で対応できるか？ 
７．普通養子 
８．世代飛ばしへの対応：その親がすべて取得したものみなして税額計算（孫は一定加算） 
９．申告納税地 
10．申告書：単独申告を原則としつつ、連署方式での共同申告を認める 
11．連帯納付義務：原則として廃止 
12．相続時精算課税等との関係 
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Ⅲ 結論 
 
 現行の相続税の課税方式は、相続人間の税負担の水平的公平や、ある相続人の申告漏れ

が他の相続人に影響を及ぼすなどの弊害があるので、遺産取得課税方式に変更すべきとの

主張は傾聴に値する。ただし、これまで見たように、遺産取得課税方式については、基礎

控除や税率の設定、未分割財産に対する課税など解決すべき重要な問題があるので、現行

方式のメリットも踏まえ、慎重に検討すべきである。なお、現行方式の最大のデメリット

であった連帯納付義務については、平成 24年の相続税法改正により、ほぼ解消されている。 
 

以上 
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