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１０分の時間割

⼦どもたちに新聞の教育的価値を
 「体感」してもらう実験ムービー

地域防災⼒充実強化⼤会 in 愛知

⼀⼈ひとりの防災意識や地域防災⼒の
 向上を⽬的として開催します。
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⾞窓に映える紅葉ト
ンネル 京都・叡⼭電
鉄

⼩池希望代表が辞
任 都政専念、後任
⽟⽊⽒

「発⾔」への投稿

教育相談

「ハイ編集局です」

ご質問・ご意⾒全般
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社説
2017年11⽉17⽇

税逃れは社会を壊す パラダイス⽂書 

 「パラダイス⽂書」は重要なことを要請している。富める者が税を逃れ続けるなら、富の再分配は滞
り、社会また国家の健全性を壊してしまうからだ。

 国際調査報道ジャーナリスト連合（ＩＣＩＪ）による「パラダイス⽂書」の功績は、タックスヘイブン
（租税回避地）が最⼤の売りとする「秘匿性」を突き崩したことにある。タックスヘイブンを利⽤する富
裕層らに秘密が漏えいするリスクや恐怖⼼を植え付けたからだ。まだ氷⼭の⼀⾓にすぎないが、「パナマ
⽂書」に始まった秘密の暴露が続けば、税逃れに対する強⼒な抑⽌⼒になるはずだ。

消費税１・８５％相当

 関連資料を⼊⼿した欧州の有⼒紙、南ドイツ新聞はパラダイス⽂書の特徴を次のように説明する。

 昨年報じたパナマ⽂書より資料は格段に多く、千三百四⼗万件に上る。政治家や有名スターら個⼈だけ
でなく、アップルやナイキなど多国籍企業が多く含まれる－。

 ⽇本の企業や個⼈名は千を超えていた。

 タックスヘイブンは世界で約六⼗カ所といわれる。ＩＣＩＪによると、タックスヘイブンを使った税逃
れの額は、年間五⼗⼋兆円に上るとみている。⽇本だけでも五兆円で、これを消費税にすれば１・８５％
分と、再来年⼗⽉からの増税にほぼ相当する。

 南ドイツ新聞のコラムニストは「⼈は、死と税務署という⼆つから逃れられないが、死後、パラダイス
（天国）に⾏けば、もう税を取られず安堵（あんど）を得ると⼀般⼈は考える。対して⼤物たちはすでに
⽣前、税から⾃由な彼岸にいるのだ」と⽪⾁たっぷりに批判した。

 ＩＣＩＪは⽂書の分析と取材に⼀年かけ、税逃れ策だけでなく違法まがいの裏取引や錬⾦術を突き⽌め
た。秘匿性の⾼さゆえに「不正の温床」といえるものだった。

英国王室も御⽤達

 特に注⽬されたのは、⽶トランプ政権のロス商務⻑官がプーチン・ロ⼤統領に近い⼈物が経営する企業
との取引で約七⼗⼋億円の資⾦を得ていた新たなロシア疑惑。

 エリザベス英⼥王の私有財産がタックスヘイブンの投資ファンドで利益を上げていた王室の利殖。

 ナイキはオランダの税務当局と合意し、利益をタックスヘイブンに⼗年間も蓄積。ナイキ、アップルな
どの多国籍企業が巨万の富を蓄積できたのはタックスヘイブンの⼿助けあってのことだった。

 当事者たちは⼀様に「合法的な⽅法にのっとっている」とうそぶいている。

 税⾦の軽い国などで所得を「隠す」のは脱税だが、タックスヘイブンを通じた租税回避は違法ではな
い。それが違法でないことが問題なのであり、さらにいえば違法でなければ許されるのかという倫理や公
平公正の問題がある。

 納税を勧める⽴場の政治リーダーや国家の規範となる王室、世界中で膨⼤な富を得る多国籍企業－これ
らの蓄財が国⺠の怒りや失望を買うのは当然だが、背後にも黙して儲（もう）ける無数の富裕層がいる。

 税には本来、所得再分配という格差を是正するための重要な機能がある。より良い社会をつくるために
考え出された知恵だ。だが、富裕層が税を逃れては再分配は機能せず、格差は拡⼤する。「違法でない」

企画特集

【経済】東芝、パソコン売却へ 台湾ＡＳ…

【社会】駐輪場機械に挟まれ作業員重体 …

【経済】ユニー改装、豊⽥元町店もドンキ…

【社会】シャープ掃除ロボに脆弱性 搭載…

【社会】座間、「医者にうそつき睡眠薬」…

お知らせ

第31回中⽇産業技術賞
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最新記事 記事⼀覧

ランス美術館展

2017年10⽉7⽇〜12⽉3⽇
 名古屋市美術館

AICHI 脱 ワースト

この世界から交通事故をなくしたい
 みんなで取り組む⼤きなチャレンジ

中⽇新聞資産活⽤セミナー

成功に学ぶ︕失敗に学ぶ︕
 あなたの⽼後・相続対策

新聞で学ぼう作⽂コンテスト

世の中に役⽴つ⾃販機をつくるなら?
 応募資格 ⼩学校4年⽣以上、中学⽣

ＴＯＫＡＩウオーク２０１７

名古屋と松阪の史跡、名所を巡り
 地元の魅⼒を再発⾒するウオーキング

あいち⼥性の活躍促進サミット

〜⼥性の活躍こそ成⻑のカギ〜

チャレンジふくしまフォーラムin東海

〜ふくしまの今、未来へのチャレンジ〜
 

ＮＩＥ親⼦応援隊＆⾼校⽣新聞

・親⼦で「新聞の教材活⽤」を実践
 ・⾼校⽣が「特別新聞の制作」に挑戦

新聞で学ぼうキャンペーン

⾒て、聞いて学ぶキャンペーン。
 様々なイベントを実施します。

JIMOキャラ総選挙2017

最終結果の発表はこちらから︕
 多くの投票ありがとうございました

enjoy★本屋さん

活字を愛していて、本が好きで、
 本屋さんで元気をもらう⼈たちへ

中⽇ハウジングセンター

会場を訪れる前にチェック︕
 モデルハウスの「あれこれ」わかります

オリジナルアプリ「中⽇AR」

撮影すると新聞が動き出す︕︖
 AR技術を使ったアプリで新体験︕

中⽇教えてナビ

暮らしの⼩さなお悩みや疑問に、
 その道の専⾨家が無料でお答えします

就職・転職
中部の求⼈情
報を毎⽇更新

旅⾏
旅する前にぶ
らっ⼈へ︕︕

環境・エコ
中部の環境情
報やコラムを
発信

⼤学・教育
中部地区の⼤
学進学・教育
情報

販売店へのリンク集

⽂化センター
東海地域に21
拠点ある⽂化
センター

中⽇劇場
中⽇新聞社直
営。多彩な演
⽬が魅⼒

折り込みチラ
シ
チラシ･ポステ
ィングならコ
チラ

中⽇ツアーズ
求めている旅
が
ここにはあり
ます

からといって⾒過ごすことはできないのである。

 パラダイス⽂書を受け、欧州連合（ＥＵ）はタックスヘイブンのブラックリストづくりを加速させた。
経済協⼒開発機構（ＯＥＣＤ）は、税の低い地域に利益を移すのを認めず、経済活動があった場所で正当
な額の税⾦を払うよう新ルールで対抗する。

 だが、カギを握るのは何といっても英国である。タックスヘイブンは⼤英帝国時代、英王家が巨額財産
を王領の島に移したのが起源だ。時代は下り、⼀九七〇年代以降、⽇本などの台頭で製造業が衰退する
と、英国は⾦融⽴国に活路を⾒いだす。そこで発展したのがタックスヘイブンなのである。

 世界中に植⺠地を展開した英国は、カリブ海や⼤⻄洋などに⼗四の海外領⼟、本⼟周辺には三つの王領
の島を保有する。その領⼟で税を減免し、⾼い秘匿性を武器にして世界中から富裕層の資産や投機資⾦を
集めた。そのネットワークをロンドンの⾦融街と結んだ。

 だからタックスヘイブンという⾃国の基幹産業を⽀えるシステムの規制には後ろ向きだったのだ。

市⺠も声を上げよう

 数年前、英国で租税回避していたスターバックスは世論の反発を受けて姿勢を改めた。企業にとって消
費者の離反ほど怖いものはないのである。

 今回明らかになったナイキやアップルなどに対し、タックスヘイブンの利⽤を⽌めるよう声を上げ、改
めなければ不買も辞さない。そういった市⺠の⾏動も、根深い問題の解消に⼀助となる。

この記事を印刷する

中⽇新聞・北陸中⽇新聞・⽇刊県⺠福井 読者の⽅は で豊富な記事を読めます。

PR情報

旅の写真を投稿して豪華賞品をゲットしよう︕中⽇旅⾏ナビ「ぶらっ⼈」
暮らしの⼩さな悩みや疑問に専⾨家が無料でお答えします︕／中⽇教えてナビ
中部地区の⼤学を探すなら、地元の進学情報サイトで︕「中⽇進学ナビ」

税逃れは社会を壊す パラダイス⽂書 （11⽉17⽇）

「加計」問題審議 通り⼀遍の説明では（11⽉16⽇）

⽇⾺富⼠が暴⾏ ファンに分かる対応を（11⽉16⽇）

年⾦の⽀え⼿ 給与明細を⾒てみよう（11⽉15⽇）

少年法論議 教育⼒で⽴ち直りを（11⽉15⽇）

⽇中⾸脳会談 ⼩さな⼀歩を「実り」に（11⽉14⽇）

ＴＰＰ１１合意 ⾒えない新・貿易秩序（11⽉14⽇）

夜道を照らす⽉の⼈ 週のはじめに考える（11⽉12⽇）

【PR】 イチオシ情報

CHUNICHI Web提供サービス

携帯情報サービス

MATLAB®ディープラーニング
ディープラーニング無料ebookを 
ダウンロード。わずか11⾏の 
MATLABコードから始めよう
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