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人気のある税など存在しない。だが、とりわけ嫌われている税がある。相続税だ。英
国人も米国人も、相続税は最も公平性を欠く税であると常々考えてきた。

日経会社情報
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相続税に対する敵意は、所得階層の上下にかかわらず存在する。実際、ある調査結果
によれば、相続税（相続人に対する課税）と遺産税（相続した遺産に対する課税）への
反対論は、富裕層よりも低所得層において根強い。
政治家は、どの政策が得票につながるか、直観的に知っている。このため、米国の成
人が残した資産が課税対象になる率は、1960年代に比べて95％も低くなった。米共和
党はこの流れを徹底的に進めようとしている。米下院は既に、相続税を2025年までに全
廃する税制改革法案を可決した。
第２次世界大戦前の一時期、英国人は所得税
よりも多くの相続税を支払っていた。今日で
は、遺産のうち税務署が目を付けるのは5％未
満だ。米国や英国だけではない。経済協力開発
機構（OECD）加盟国の歳入に占める相続税の
割合は、1960年代以降急減した。そのほかの
多くの国も同じ道をたどってきた。2004年に
は平等主義で知られるスウェーデンでさえ、相
続税の廃止を決めた。

日経からのお知らせ

社会人採用、通年で募集 「高度な専門記者」も


会員向け新着情報【日経コンシェルジュ】 
【12月末まで無料】日経産業新聞を試そう！


画像の拡大

11月、税制改革法案の米下院での可決を喜ぶ共和党議員
ら＝ロイター

しかし、遺産税を軽くしたり無くしたりする
この流れについて、よく考える必要がある。この種の課税は、自由主義的な2つの重要な
原則の対立をはらむからだ。
■「社会全体にとって大きな害悪」
一つは、個人が自分の富を好きなように処理することを政府は認めなければならない
という原則。もう一つは、世襲による上流階級の存在は社会を不健康で不平等なものに
するという原則だ。この2つの原則は、どう折り合いを付けたらよいのだろうか。
相続には超高率の課税をすべきだと主張する人々がいる。彼らの議論は、「死者には
もはや、自分の富を望むように使う一般的な自由がない」というネガティブな指摘から
始まる。死者は権利を持たないからだ。死後、世界に何が起ころうと影響を受けない彼
らには、いかなる権利も生じようがない、というわけである。
しかし、この議論を素直に受け入れるのは難しい。これを突き詰めると、ごく穏当な
遺言でさえ無効になってしまう。相続とは非常に個人的なものであり、多くの人にとっ
て、自分が信じる目的や、大切にしてきた家族に向けた唯一最大の贈り物なのだ。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24382880X01C17A2000000/

おすすめ情報
羽生結弦にとって「チャレンジ」とは
もの忘れを改善するにはまず睡眠から
平成の「戦国武将」が日本を元気にする
忘新年会は居酒屋で 気さくに楽しく
年収1200万を狙うならスカウト登録
2017年の締めくくりに・・・
ボスを支える秘書たちの仕事と息抜き
今、「割安」が魅力の投資対象とは？

一覧はこちら
[PR]
スペシャリストが語る
企業価値の向上を実現するＣＲＥ（企
業不動産）戦略とは／三菱地所リアル
ひらめきブックレビュー
いま、何を読むべきか。プロが目利き
する書籍紹介集。
中・高一貫校通信12月号
【中学受験なるほどＱ＆Ａ】Q.中学入
試で出る内容、問われる力とは？
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多くの（生きている）人は、もし子どもに何も残せないとなったら、それを不当だと
感じるだろう。少なくとも遺産には、最後の望みを表現するものとして、その場の思い
つき以上の重みがあるはずだ。
他方、相続税を重くすることで公正と平等が促進されるとして、これを支持する議論が
ある。相続人はたいてい、手に入る財産に値する何かをしたわけではない。
ジョン・スチュアート・ミルからセオドア・ルーズベルトに至るまで、自由主義者た
ちはみな、相続には何らかの調整が必要だと考えていた。ルーズベルトは、巨額の財産
を親から子へと手渡していくことは、「社会全体にとって大きな真の害悪」であると警
告した。ルーズベルトが、（編集部注：相続税の廃止が米議会で可決される）今日の状
況を目にしたら仰天するに違いない。
■「金持ち三代続かず」は当てはまらず

フランスでは1950年代以降、GDP（国内総生産）に対する年間相続額の比率が3倍に
増えている。欧州の億万長者の半数は、その資産を相続で受け継ぐ。そのような億万長
者の数がますます増加しているようだ。
しかし、2017年現在、世襲による上流階級を固定化するのに相続がどれくらい決定的
な役割を果たしているのか、正確なところは分かっていない。英国のデータによると、
現代人が親を見送るのは50歳を過ぎてからという傾向がある。
先進国では、裕福な親が子どもに優位性を手渡す行為は、まず、結婚相手選びから始ま
る。上流階級同士の婚姻が増えているのだ。彼らの優位性は、先祖から受け継いだ財産
の権利証書のかたちではなく、教育や社会資本、ぜいたくな贈り物の恩恵というかたち
で続いていく。
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マザーズ投資の魅力
隠れた成長企業との絶好の出会いの
場。フィスコの小林大純氏がマザーズ
の魅力を語る

アクセスランキング
一覧
１泊100万円の温泉リゾート 前例なき誕
生秘話
港区の社長 私生活のぞいてみた（日経Ｍ
Ｊ）
「ＥＶシフトでＣＯ2は減らない」東大名
誉教授が試算
大林組副社長から任意聴取 リニア入札妨
害事件

1.
2.
3.
4.
5. 金融危機20年 あの舞台は今
「小説
6. イシグロ氏にノーベル文学賞授与
の窓広げた」
ノーベル平和
7. 「核兵器と人類共存できず」
賞、被爆者演説
神戸に初
8. 水素が燃料、市街地に電力供給
の施設完成
政府・与党
9. 所得増税、年収850万円超に
が縮小合意へ
10. パット外し悔しがる 12月10日（日）
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国税、富裕層の税逃れに厳しい目 （2017/12/1付）
 トランプ減税 中間層は置き去り(FT) （2017/10/30 6:30）
 「家なき子」土地評価８割減 （2017/8/19付）
 相続1000兆円時代へ（下）「貯蓄から投資」に逆風 （2017/8/11付）
 不動産購入は相続対策なのか？ もめない対策も必要 （2017/6/30 5:40）

その他

日経トレンディネット

ボーナスで男の物欲を満たせ！ 戸田覚お薦めの5品
酒好き医師が教える忘年会対策

飲み会帰宅後に風呂で死にかけた人の末路
ここでひと息 ミドル世代の「キャリアのY字路」

「貧乏くじ男」の誰も知らなかった幸せ



PR 書類原本の保管から輸送を安全・確実・便利に！ヤマトシステム開発

類似している記事（自動検索）

海外に移住した子供は相続税免除か？ 進む節税封じ （2017/9/22 5:40）
 米税制改革の行方(上)国家分断是正の理念欠如 （2017/5/31付）
 米、法人税15％に下げ 政権が税改革案公表 （2017/4/27付）
 米、法人税率15％に下げ トランプ政権が税制改革案 （2017/4/27 4:41）
 富裕層の節税封じ 一段と （2016/12/28付）

WOMAN SMART

宮司はリケジョ 寂れた神社を復興させた現代の言霊力
出世ナビ BizGateセレクション

家康の大胆抜てき人事に学ぶ 井伊直政、本多正信
ヘルスＵＰ

有森裕子さんに質問 25km過ぎで足が止まるのはな
ぜ
グルメクラブ おばあちゃんの台所

朱美おばあちゃんの「だて巻き」 幸せ巻き込むお正月



PR モバイル・IT・通信業界の方必見。JTBモバイルワールドコングレスツアー
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24382880X01C17A2000000/

今さら聞けない接待のマナー 準備編

日程調整、どれくらい前に始めるのがベストか？
粋な居酒屋・通な居酒屋 ～行きつけは自慢の店～

日ごろの「おつかれさん」だけでなく忘新年会も
パクリ商標

高級時計「ミュラー」が「三浦」に敗訴した理由
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仮に相続税率と不平等の関係が明らかになったとしても、節税のために敏腕な税金専
門弁護士を雇う余裕が富裕層にはある。ルーズベルトが生きた時代から1世紀の間に、ス
ウェーデンをはじめとする税率の高い国々は、政府が十分に重い税を課したとしても富
裕層は必ず回避策を見つけだすことに気づいた。「金持ち三代続かず」というが、富裕
層が課税逃れのために設立する信託は、3世代よりも長く継続することができる。
こうした議論を踏まえ、逆の極端に走る人々もいる。米国の税制改革法案のように、
一切の相続税を廃止すべしというのだ。

日経会社情報

日経平均
(円)
12/8 大引
NYダウ
(ドル)
12/8 終値
日経アジア300
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ユーロ
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12/11 7:12
長期金利
(％)
12/8 14:26
NY原油
(ドル)
12/8 16:59

人事ウオッチ

22,811.08
24,329.16
1,368.40
113.52‒53
133.53‒57
0.045
57.34

Myニュース

+313.05
+117.68
+14.04
+0.06円安
+0.21円安
‒0.005
+0.65

+1.39%
+0.48%
+1.03%
+0.05%
+0.15%
+1.14%

日経平均について （銘柄一覧）
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彼らは、個人の財産を子どもに譲り渡すことが正しいと主張するだけではない。遺産
として譲られるものは、たいていは既に課税された労働報酬であるという。また、相続
税を重くするのは社会に有害だと主張する。家族経営の企業や農場を縮小したり、先祖
代々の家屋を売却したりせざるを得なくなるからだ。
しかし、あらゆる課税は元来、国による財産侵害である。二重課税を避けることが良
い税制の必須要件であるなら、売上税も廃止しなければならない。既に所得税を支払っ
た残りの所得から支払われるのだから。
日経からのお知らせ

社会人採用、通年で募集 「高度な専門記者」も

■設計に必要な３原理



相続人が家屋や企業を売却せざるを得なくなるリスクについては、分割払いを認める
ことで緩和できる。資産を一度に売り払わなくても、事業から上がるキャッシュフロー
から支払えるようにすればよい。



実際、税制全般に不満を持つ人も、相続税は比較的容認しやすいはずだ。どれほど気
に入らなくても、ゆがみは小さい方だ。例えば、所得税と違って相続税が労働意欲を失
わせることはない。15万ドル（約1670万円）以上の遺産を相続した人は、相続額が2万
5000ドル（約280万円）未満の人よりも働くのをやめる率が4倍高いとする調査結果が
ある。
また、キャピタルゲイン課税を重くする場合と違い、遺産税を重くしても、相続人が
貯蓄や投資を思いとどまることはなさそうだ。さらに、売上税と違って、相続税は累進
的だ。相続税を重くして増えた税収を基にほかの全ての税を減らすことができれば、そ
の分だけ税制全体の効率をよくできる。
正しい取り組みは、両極端に割れる議論のバランスを取ることだ。どのくらいの税率
がまさに適切かは国によって異なるだろう。しかし、相続税を設計する際に必要な3つの
原理ははっきりしている。
第１は、富裕層を対象とすること。すなわち、遺産にではなく相続人に課税する。こ
の時、現実に意味のある控除枠を設ける。
第２は、単純な制度にすること。税率は定率にした上で遺贈の生涯上限額を設定して
抜け道を塞ぐ。税率は、十分な歳入になる程度に高く、しかし大量の課税逃れを招かな
い程度に抑える。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24382880X01C17A2000000/?df=2

会員向け新着情報【日経コンシェルジュ】 
【12月末まで無料】日経産業新聞を試そう！
おすすめ情報
羽生結弦にとって「チャレンジ」とは
もの忘れを改善するにはまず睡眠から
平成の「戦国武将」が日本を元気にする
忘新年会は居酒屋で 気さくに楽しく
年収1200万を狙うならスカウト登録
2017年の締めくくりに・・・
ボスを支える秘書たちの仕事と息抜き
今、「割安」が魅力の投資対象とは？

一覧はこちら
[PR]
NPS(R)で顧客満足度アップ
ソフトバンク宮内社長とベイン＆カン
パニー奥野氏が語る／ベイン＆カンパ
ニー
プロをうならせたG‒SHOCK
G‒SHOCKと匠の技が融合した
「TSUIKI」。時計のプロがうなった魅
力とは／カシオ計算機
輝く時を彩る時計
キッズライン、経沢香保子社長に聞
く。女性が輝くために必要なこと。グ
ランドセイコー
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第３に、高率の相続税により財政的な余裕を生み出し、ほかの税を縮小して、多くの
人々の税負担を軽減することである。

相続税が今のように感情的な反応を引き起こしているうちは、良識ある議論は望めな
い。しかし、相続税収が目減りしている現状についての議論があまりにも少なすぎる。
公正で効率的な税制を目指すなら、相続税を除外するのではなく、その中の一つに含め
て考えるべきだろう。
（c）2017 The Economist Newspaper Limited Nov.25‒Dec.1, 2017 All rights reserved.
英エコノミスト誌の記事は、日経ビジネスがライセンス契約に基づき翻訳したものです。
英語の原文記事はwww.economist.comで読むことができます。
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 米、法人税15％に下げ 政権が税改革案公表 （2017/4/27付）
 米、法人税率15％に下げ トランプ政権が税制改革案 （2017/4/27 4:41）
 富裕層の節税封じ 一段と （2016/12/28付）

飲み会帰宅後に風呂で死にかけた人の末路



ここでひと息 ミドル世代の「キャリアのY字路」

「貧乏くじ男」の誰も知らなかった幸せ
WOMAN SMART

宮司はリケジョ 寂れた神社を復興させた現代の言霊力

PR 新事業・新商品のテストマーケティングを低リスクで実現／未来ショッピング
PR モバイル・IT・通信業界の方必見。JTBモバイルワールドコングレスツアー

出世ナビ BizGateセレクション

家康の大胆抜てき人事に学ぶ 井伊直政、本多正信
ヘルスＵＰ

有森裕子さんに質問 25km過ぎで足が止まるのはな
ぜ

PR 最新のサービスやイベント情報をお届けします【日経電子版コンシェルジュ】
PR ホームレスもＱＲコード、現金不要の中国/BizGate
PR 新事業・新商品のテストマーケティングを低リスクで実現／未来ショッピング
[PR]トレンドウオッチ

グルメクラブ おばあちゃんの台所

朱美おばあちゃんの「だて巻き」 幸せ巻き込むお正月

一覧

今さら聞けない接待のマナー 準備編

日程調整、どれくらい前に始めるのがベストか？
粋な居酒屋・通な居酒屋 ～行きつけは自慢の店～

日ごろの「おつかれさん」だけでなく忘新年会も
パクリ商標

高級時計「ミュラー」が「三浦」に敗訴した理由
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24382880X01C17A2000000/?df=2
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