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不動産税制に関する比較法的研究
─韓国の不動産税制の今後の方向を中心に─

金　　　　今　　男※
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第３章　主要国における不動産税制の現況
第４章　韓国における不動産税制のあり方
第５章　結び

第１章　序説
現代社会は、経済のグローバル化による国際的な競争の激化と人口の高齢化に

伴う社会構造の変化という大きな二つの流れ1）に直面している。経済のグローバ
ル化による国際的な競争の激化は、自国への企業や人材を誘致し、自国企業の国
際競争力の強化をバックアップするために所得課税において租税競争（Tax 
Competition）をもたらす。その結果、法人税率の引下げ2）と所得税における累
進度の緩和が世界的に繰広げられており、スウェーデン等北欧諸国の二元的所得
税の導入等で見られるように、資本に対しても軽課するのがしばしばである。一
方、人口の高齢化に伴う社会構造の変化は、税制面において、現役世代の負担減
に繋がるよう、なおかつ、増えつつある社会保障費用の一部を引退世代にも負担
させるよう、一般消費税の税率を引上げ3）ていくところである。
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1） これら以外にも地球温暖化といった全世界的に取り組むべき課題にも直面しているが、

それは、本稿の射程である不動産税制との関わりが必ずしも深くないと思われ、割愛す
る。

2） 最近主要国における法人税率の引下げの例（2008年6月4日企画財政部資料）：ドイツ
25→15％（08年）、イギリス30→28％（08年）、シンガポール20→18％（08年）、香港
17 .5→16 .5％（08年）等。韓国においても現在25％であるものを2008年・22％、2010年・
20％に各々引き下げることとしている。
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このように、グローバル時代における一国の租税システムは、所得に対する課
税の緩和と消費に対する課税の強化とに特徴される。しかしながら、このような
租税システムは、ただでさえ広がっている格差の拡大に拍車を掛け、税制による
再分配機能を低下させる。それゆえ、税源の3本柱の一つである資産に対し、適
正・公平な負担が求められる。

本稿の目的は、このような状況を踏まえ、国際競争にさらされる具合が必ずし
も高くない不動産に対し、その有効利用と負担の公平との調和の取れた課税方法
を究明することにある。すなわち、不動産の取得・保有・移転の各段階において、
各々の段階に課される租税の望ましい姿と、各段階に課される租税が他の段階に
課される租税と如何に繋がるべきであるかについても究明したい。

本稿の構成は、第２章において、韓国における不動産税制の現況および問題点
を取得・保有・移転の段階に分けて詳しく見た後、第３章では、日本やアメリカ
など主要国において不動産税制がどうなっており、また、学ぶべき点は如何なる
ものかについて検討する。第４章では、韓国の不動産税制をモデルにし、そのあ
り方について論じる。最後に、第５章では、不動産市場の安定的な発展のために
残された課題である金融政策、土地政策、住宅政策などの方向性を示すことで結
びに代える。

第２章　韓国における不動産税制の現況および問題点
2005年現在、韓国における所得、消費、資産に対する税収の割合4）を見ると、

所得が35 .7％、消費が44 .3％、資産が20 .0％となっている。本稿は、その理想
的な割合について、40％：40％：20％を考える。仮に、経済のグローバル化によ
る国際的な競争の激化などの影響で、所得課税の割合が減る場合であれば、その

3） 一般に、社会保障制度が最も進んでいるヨーロッパ諸国の付加価値税率は、20％前後（ス
ウェーデン・デンマーク25％、イタリア20％、フランス19 .6％、ドイツ19％、イギリ
ス17 .5％）まで、引上げられている。www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/103 .htm

4） 韓国の国税庁及び行政安全部のホームページによる。一部の税目については、修正を加
えて算出する。例えば、譲渡所得税に付加される住民税（譲渡所得税額の10%）は、
所得課税から差引き、資産課税に、また、登録税・財産税に付加される地方教育税の部
分（登録税額と財産税額に各々 20%）は、消費課税から差引き、資産課税に移転させ
ることとする。
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分、資産課税を増やして格差の拡大に歯止めを掛け、消費課税とのバランスを維
持すべきであると考えられる。ここに、本稿で比較対象としている国々における
その割合5）を観察すると、以下の通りである。

韓国 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス
36：44：20 51：32：17 59：25：16 45：40：15 46：50：4 37：41：22

＊所得：消費：資産の順であり、紙幅の都合で四捨五入したものである。

第１節　取得段階における課税

取得段階における税収（Sur-Taxを除く）は、2005年の場合、地方税税収の
37 .4％に当たり、最も大きな割合を占めている。そのうち、不動産に対して徴収
される割合を見ると、取得税で89 .2％、登録税で80 .9％であり、その殆どが不
動産からなるもの6）といってよい。取得段階における税収の割合を地方自治団体
別に見ると、ソウル特別市で39 .7％、広域市（6 ヶ市、日本の政令指定市に該当）
で41 .7％、道（9 ヶ道、日本の県に該当）で70 .7％である。不動産の取引に対す
る課税が、不動産の流通コストを引き上げ、取引を抑制し、不動産の流動化と有
効利用を抑制する方向に働くため、本来、課税すべきかどうかさえ疑問視されて
いる税目に財政の殆どを依存している。このように、地方自治を支える税源が景
気や不動産市場の動きに大きく影響される不動産取引に対する依存度が高いとい
う望ましくない状況にある。

１．取得税
取得税は、財産の取得に担税力を見出し、広域地方自治団体が課する普通税で

ある。その税収の89 .2％が不動産からの徴収になっている。ここでは不動産の
みについて記述する。韓国の大法院（最高裁）は、取得税の性格について、「取
得税は、財貨の移転という事実自体に担税力を見出して課する一種の流通税であ
り、……、事実上の取得行為自体を課税客体とする。」7）と、述べている。

5） OECD『Revenue Statistics（1965 -2005）』81頁（2006年）。
6） 行政安全部『2006年地方財政年鑑』（2007 .2 . 26）。
7） 大法院判決98づ14228（1998 .12 . 8宣告）、2003づ13342（2004 .11 . 25宣告）。
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⑴　納税義務者
取得税の納税義務は、取得税の課税物件を取得するときに成立8）し、納税義務

者は、売買・交換・競売9）・相続・贈与・寄付・法人に対する現物出資等による
不動産の取得者である。

⑵　課税標準
取得税の課税標準は、取得当時の不動産の価額とする。取得当時の不動産の価

額とは、取得者が申告する価額であるが、申告または申告価額の表示がないかそ
の申告価額が時価標準額（公示価格の一定割合）に至らない場合には時価標準額
による（地方税法第111条1項・2項）。

⑶　取引内容の申告および取得価額の登記
不動産を取引した際には、取引価額、その他取引内容を当該不動産が所在する

市郡区に申告するよう義務付けられている。また、売買を原因として不動産所有
権の移転登記を申請する際、その申請書に取引価額を記入したうえ、当該不動産
取引の内容を申告した際に管轄市郡区から発行された申告済証を提出し、登記申
請書に記入されている取引価額を当該不動産の登記簿に記載することとされてい
る（不動産登記法第40条1項9号・第41条1項9号・第57条4項）。

⑷　税率
取得税の標準税率は、取得物件の価額の2％10）である。ただし、別荘・ゴルフ場・

高級住宅・高級娯楽場等奢侈性財産の取得については標準税率の100分の500
（10％）にし、大都市内での企業の本店建築物の新築・増築及び工場の新設・増
設による取得については標準税率の100分の300（6％）とする。課税権者は条例
が定めるところにより、取得税の税率を標準税率の50％の範囲内で加減調整す
ることが可能である。また、取得税には取得税額の10％の農漁村特別税（国税）
が付加（Sur-Tax）される。

8） ソウル行政法院判決2004クハップ32135（2006 .11 . 29宣告）。
9） ソウル高裁判決2006ぬ21025（2007 .1 . 25宣告）、蔚山地裁判決2006クハップ1153（2006 .9 . 

20宣告）。
10） 有償取引を原因として取得・登記する住宅に対しては、2009年12月まで算出された取

得税額から50％を減免する（結果的に1％）（地方税法第273条の2）。
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821

２．登録税
登録税は、財産権その他権利の取得・移転・変更または消滅に関する事項を公

簿に登記または登録する場合、その登記または登録を受ける者に賦課する（地方
税法第124条）11）流通税である。換言すると、この租税は、財産権等の権利の登
記または登録に間接的に担税力があると見て課税する租税であるが、公簿への登
記または登録により、法律的に一定の権利が維持されるため、政府による財産権
の保護という行政サービスに対する一種の手数料であるとも言われている。

⑴　納税義務者
登録税の課税対象および非課税対象は、取得税と類似しており、申告・納税も

取得税と同じ手続きを採っている。以下では取得税の場合と同じく、登録税にお
いても不動産に対する登記のみに触れることとする。

⑵　課税標準
登録税の課税標準は、登記・登録当時の不動産の価額とする。登記・登録当時

の不動産の価額とは、登記・登録者が申告する価額であるが、申告がないか申告
価額が時価標準額（公示価格の一定割合）に至らない場合には時価標準額による

（地方税法第130条）。
⑶　税率
登録税の（標準）税率は、登記原因ごとに設定されており、有償による所有権

の登録の場合2.0％ 12）となる。ただし、課税権者は条例が定めるところにより、
登録税の税率を標準税率の50％の範囲内で加減調整することが可能である。また、
登録税には登録税額の20％の地方教育税（地方税）が付加（Sur-Tax）される。

第２節　保有段階における課税

不動産の保有に対する課税は、不動産の使用収益ないし収益力という事実にで
はなく、その所有という事実に着目して、その資産価値に対して課される、「財
産税」としての性格を持つ租税である13）。財産税の持つこのような性格からすれ

11） 大法院判決2000づ7896（2002 .6 . 28宣告）。
12） 取得税の場合と同じく住宅に対し、2009年12月まで登録税額から50％を減免する。
13） 日本国の最高裁判決昭和59年12月7日（民集8巻12号1287頁）。
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ば、不動産の所有と当該地方自治団体による行政サービスから受ける受益とに着
目して課税する、いわゆる応益課税原則に結び付けることになる。しかし、保有
課税の中では純資産税（富裕税）のように当該不動産の価額の大きさによって累
進的に課税される例外的なものもある。不動産の保有に対する課税を地方税の

「財産税」と国税の「総合不動産税」に二元化し、世帯ごとに所有する住宅と非
業務用土地の価額を各々合算して課税する韓国における保有課税制度がこのよう
な例外的なものであるといえる。このような特徴から、韓国における不動産に対
する保有課税が、財産税の本来の姿である「担税力のある者に課される租税」か
ら、所得税や純資産税のような「担税力に応じて課される租税」としてその姿が
変容された側面があるとも言えるかもしれない。

１．財産税
韓国における財産税14）は、土地、建築物、住宅、船舶、航空機を課税対象に、

6月1日現在の所有者15）を納税義務者とし、基礎自治団体である市郡区16）が賦課
徴収する。なお、財産税額の20%が地方教育税として付加（Sur-Tax）される。

⑴　財産税の特徴
韓国における財産税は、以下のように幾つかの特徴がある。
第1に、諸外国では、保有課税において課税対象の用途等にかかわらず、一律

に比例税率で課されているのが一般的であるのに対し、韓国では、不動産を土地、
建築物、住宅に分け、各々別の税率を適用する。まず、土地の場合、用途によっ
て三つに分類し、非業務用の土地（総合合算課税）は、所有者ごとに当該市郡区
の区域内に所有する土地の価額を合算して、0.2％～ 0.5％の累進税率（3段階）
で課する。業務用の土地（別途合算課税）は、所有者ごとに当該市郡区の区域内
に所有する土地の価額を合算して、0.2％～0.4％の累進税率（4段階）で課する。

14） 大法院判決99づ110（2001 .4 . 24宣告）は、財産税について、収益税的性格を持つ保有
税で、財産所有自体が課税要件であると述べる。日本の最高裁判決（平成15年6月26
日民集57巻6号723頁）も類旨である。

15） 大法院判決2005づ15045（2005 .3 . 23宣告）では、「所有者とは、公簿上所有者として登
載されたかどうかを問わず、当該財産に対する実質的に所有権を有する者をいう」と、
実質課税原則主義を支持している。

16） ただ、ソウル特別市区域内にある財産（船舶および航空機を除外）に対する財産税にお
いては、広域自治団体であるソウル特別市と自治区が共同課税する。

（     ） 一橋法学　第 7 巻　第 3 号　2008 年 11 月162
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農地（0.07％）・地方の工場用地（0.2％）・ゴルフ場附属土地（4.0％）は、筆地
ごとに単一税率を適用する。次に、建築物の場合、高い単一税率（4.0％、ゴル
フ場・高級娯楽場用建築物）または低い単一税率（住居地域内の工場0.5％、商
業用建物0.025％）を適用する。また、住宅の場合、別荘は建築物ごとに高い単
一税率（4.0％）、一般住宅は住宅ごとの価額に応じて0.15％～0.5%の累進課税（3
段階）を適用する。

第2に、住宅を含めた建物については、建物とその敷地を一体として評価し、
統合課税する。

第3に、財産税を算出するための課税標準の適用率（2005年・50%）を法律に
規定（地方税法附則第5条）している。これは、不動産所有に対して適正な負担
を求めることとしながらも、急激な負担増を避けるべく、順次引上げることにし
たものである。課税対象別に見ると、住宅については、2007年までは50％に据
置き、2008年から毎年前年の適用率に5%ずつ上乗せしていき、2017年には
100%になるようにする。土地および住宅以外の建築物についは、2005年の適用
率（50％）に2006年から毎年5%ずつ上げて、2015年には100%とする。

第4に、負担調整措置を設け、評価替えと課税標準適用率の引上げに伴う場合
も含めて、毎年の税額の増加額を前年比150％以内に抑制する。ただし、評価価
額を基準として、3億ウォン以下の住宅については105%、3億ウォン超6億ウォ
ン以下の住宅については110%を上限とする。

第5に、財産税は地方税であるが、地方政府（議会）の財産税に対する権限を
殆ど認めてない。課税対象、課税標準、標準税率等財産税の賦課・徴収に関する
事項が地方税法に定められており、地方政府は条例により、標準税率の50％の
範囲内で加減調整が可能であるが、特別な財政需要があるか、あるいは災害の発
生等で税率の調整が不可避である場合にのみ認める（地方税法第188条3項）。

第6に、財産税を課する際、国家、地方自治団体等が所有主である場合、また、
宗教、慈善等の用途による場合の非課税制度はあるものの、低所得者・高齢者等
納税資金の調達に伴う問題点を緩和するための制度は設けていない。

⑵　財産の評価　
財産の評価は、「不動産の価格公示及び鑑定評価に関する法律」という評価法

（     ）金今男・不動産税制に関する比較法的研究 163
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に基づいて、課税当局とは独立された評価機関により、土地と住宅の評価を一元
的に、なおかつ全国一律的に行われている。住宅を含めた建物の敷地については、
その建物と一体的に評価し、統合課税される。

評価機関を統一化し、評価額を一元化することで、その評価額を保有課税のみ
ならず相続税・贈与税等国税に対する課税、公共事業に伴う補償、各種の負担金
の賦課基準としても活用される。

財産の評価は、国土海洋部が1月1日を基準日に全国全ての財産につき、毎年
評価替えを行う。土地の評価額を「個別公示地価」といい、住宅の評価額を「個
別住宅価格」という。一方、居住用以外の建物の評価は、国税庁長が毎年1回以上、
土地と建物を一括して算定・告示する。

評価の水準は、土地であっても住宅であっても適正価格による（同法第2条6
号）。それを求める方法は、土地においても住宅においても取引事例比較法を主
に適用するという。評価額の時価との割合は、明らかになっていないが、一般に、
土地の個別公示地価においても、住宅の個別住宅価格においても時価の80％を
目処にするという。

２．総合不動産税
総合不動産税は、不動産の保有に伴う税負担の公平性を高めると共に、不動産

市場における投機的需要を抑制するという目的17）で導入（2005年）された租税
である。このように、不動産の保有課税である総合不動産税に公平負担という応
能課税原則と、不動産への需要の抑制という不動産政策としての役割が求められ
ている。特に、諸外国では一般に居住用住宅について課税上優遇措置を設けてい
るのに対し、この租税は、一定の価格を超える住宅に限ってではあるが、居住用
資産に対して重い負担を求めるのが大きな特徴である。これは、不動産のみを対
象に富裕税を課することと似たような考え方ではないかと思われる。

⑴　課税の対象
総合不動産税の課税の対象は、住宅と土地である。住宅以外の建築物と、財産

税の分離課税の対象となる土地に対しては、総合不動産税が課されない。これは、

17） ソウル行政法院判決2007クハップ9082（2007 .8 . 14宣告）。
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業務用建物の価格はその敷地の価格の変動に大きく影響を受けるので、その敷地
に課税すれば足りるということと、財産税の分離課税の対象となる土地は、政策
目的上、低い単一税率または高い単一税率で課税するので、それらに総合不動産
税を課すると、政策目的間の衝突が生ずるためである。なお、総合不動産税には、
その税額に農漁村特別税（国税）が20％付加（Sur-Tax）される。

⑵　課税価格
課税の基準価格は、財産税における公示価格が原則的にそのまま用いられ、住

宅は6億ウォン超18）、非業務用土地は3億ウォン超、業務用土地は40億ウォン超
とされる。ただ、業務用土地のうち、観光ホテル業、スキー場業、工場用建築物
の附属土地など8つの土地に対しては、200億ウォン超とされる。

⑶　税率
総合不動産税の税率は、課税対象ごとに別々になっており、保有課税としては、

高い超過累進税率になっている。まず、住宅については、1%（3億ウォン以下）、
1.5％（3億ウォン超～ 14億ウォン以下）、2.0％（14億ウォン超～ 94億ウォン以
下）、3%（94億ウォン超）の4段階、また、非業務用土地については、1%（17
億ウォン以下）、2.0％（17億ウォン超～ 97億ウォン以下）、4%（97億ウォン超）
の3段階、最後に、業務用土地については、0.6%（160億ウォン以下）、1.0％（160
億ウォン超～960億ウォン以下）、1.6%（960億ウォン超）の3段階とされている。
ただ、業務用土地のうち、観光ホテル業、スキー場業、工場用建築物の附属土地
など8つの土地に対しては、0.8％の単一税率を適用する。

⑷　課税方法
毎年6月1日を賦課の基準日として、国内に所有する三つの課税対象について、

各々の公示価格を世帯ごとに合算（業務用土地については所有者ごとに合算）し、
課税標準に該当する税率を適用して算出された税額から納付された財産税額を控
除する金額を納付税額とする。評価価格により課税することとの理屈を合わせ、
賦課課税方式を原則としている。

⑸　課税標準適用率の現実化

18） 2008年6月末の為替相場で換算すると、およそ6,000万円である。
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公示価格に対する課税標準に反映する適用率が、課税対象別に法律で定めてい
る（総合不動産税法第9条・第14条）。具体的に見ると、2005年に50％であった
その適用率を、住宅と非業務用土地については2006年・70％、2007年・80％、
2008年・90％、2009年・100％とし、業務用土地については2006年から2015年
まで毎年5％ずつ前年の適用率に上乗せする。

⑹　税負担の緩和措置
不動産価格の上昇と課税標準適用率の引上げに伴う急激な税負担の増加を防ぐ

ため、税負担の上限を設け、三つの課税対象の各々の毎年の財産税額と、総合不
動産税額を合計した金額のうち、前年の財産税額と総合不動産税額の合計額の
100分の300を越えた部分は、免じることとする。しかしながら、その負担が前
年比3倍以下であるなら、急激な負担増にならないか疑問である。

⑺　税収の帰属
総合不動産税は国税ではあるが、その税収の100％を地方に移転される（地方

交付税法第9条の3）。その配分は取引課税の緩和による税収減を優先的に補填し
た後、残りは財政力が弱い自治団体に交付される。

このように、この租税は、地域間財源の格差を調整する用途にも活用されてい
る。

３．その他の保有課税
税収としての重要性からすれば、大した地位を占める税目ではないが、不動産

の保有に対する租税の中には、上記の財産税と総合不動産税の以外にも、都市計
画税と共同施設税、そして事業所税がある。これらの租税は、特定目的の事業を
行うのに必要な費用をその事業からの収益者か、あるいはその費用を引き起こす
者に対して課する目的税である。具体的な内容は省略する。

第３節　移転段階における課税

韓国における不動産の移転段階での課税は、譲渡所得税と相続税および贈与税
が課される。譲渡所得税においては、2001年以降の住宅価格の上昇と譲渡所得
税の課税強化により、税収それ自体も、国税総額に占める割合も伸び（2006年
の場合、7.9兆ウォン・5.7%）ている。
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これに対し、相続税と贈与税は、国税総額の1%にも満たない。また、死亡者
のうち課税対象者の割合を見ても、2001年から2005年の間、0.7% ～ 0.9%に過
ぎない。相続税制度を持っている国では死亡者比課税対象者が大体3%から5%
を占めているといわれ、日本の例では期間中4.2% ～ 4.7%で、韓国の5倍以上
である。また、相続税課税価額比相続税額を見ても期間中3% ～ 6%に過ぎず、
日本の10 .8%（2004年）～ 12 .6%（2001年）の約3分の1の水準に留まっている。
もとより、相続税に税収としての重要性が高く期待されないという。しかし、資
産格差の拡大、ストック経済の進行、最近の不動産価格の上昇からすれば、資産
の無償移転に対する課税が適正に行われていないというしかない。

１．譲渡所得課税
韓国における不動産の譲渡に対する課税制度は、1968年に新設されたその前

身である「不動産投機抑制税」の名前から想定されるように、不動産に対する投
機の抑制とその価格の安定を図るために、土地（不動産）政策の一環として運営
されてきた側面が大きい。それゆえ、この税制は、不動産市場ひいては、経済の
状況により、強化と緩和が繰り返してきたわけである。

⑴　譲渡の概念
譲渡所得の対象である「譲渡」の法的な概念を「有償」により移転される場合

のみと捉え（所得税法第88条）、相続や贈与など無償による資産の移転に対して
はその対象外とする。

租税法における公平な負担を求める包括的所得概念19）によると、人の担税力を
増加させるものであれば、売買または交換などにより実現された利益はもとより、
未実現のキャピタル・ゲインもその値上がり益を毎年評価して課税すべきである
という。しかしながら、実際問題として未実現利得に対して毎年繰り返し課税を
行うことは困難であるため、譲渡などによって実現した機会に、それを譲渡所得

19） 租税法上の所得概念については、水野忠恒『租税法』（第3版）121‒122頁（有斐閣、
2007年）、金子宏「租税法における所得概念の構成」『所得概念の研究（所得課税の基
礎理論上巻）』（有斐閣、1995年、初出1966年）、Robert Murray Haig『The Concept of 
Income-Economic and Legal Aspects, in The Federal Income Tax, Haig, ed.』(New 
York: Columbia University Press, 1921 ), Henry C. Simons『Personal Income Taxation: 
The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy』(CHICAGO & LONDON, The 
University of Chicago Press, 1938 , Midway reprint 1980 )等を参照。
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として課税の対象とするのが一般的である。そして、その譲渡には専ら有償だけ
ではなく、無償の場合にも当然含まれると解される20）。

⑵　譲渡所得の範囲
譲渡所得の範囲は、土地、建物、不動産を取得しうる権利21）・地上権・伝貰権

および登記された不動産賃借権、事業用固定資産と共に譲渡する営業権・ゴルフ
会員権等特定施設物利用権・不動産過多保有法人の株式22）などその他の資産、そ
して一部の株式の譲渡により生じる所得である（所得税法第94条）。上で述べた、
譲渡の概念と似たように譲渡所得の対象も狭くて明確に規定していることも特徴
である。因みに、韓国における所得課税においては、課税ベースを限定列挙する、
いわゆる「列挙主義」方式を採っている。従って、譲渡所得の対象も上で列挙し
た範囲以外には、当然のことながら課税の対象とならない。

⑶　居住用財産に対する優遇措置
譲渡所得税の対象を狭く捉えたうえ、居住用財産に対しては、さらに優遇して

いる。すなわち、1世帯が1住宅を3年以上保有すれば、非課税とする23）。ただし、ソ
ウルと6つの地域の場合、その保有する期間中2年以上居住する要件も必要とし、ま
た、1世帯1住宅であっても、その価格が9億ウォン超（6億ウォン超から2008 .10 . 7
引上げ）であれば、その越える部分については、譲渡所得として分離課税される。

この1世帯1住宅非課税の規定により、全住宅の79%弱がその恩恵を受ける。
のみならず、この制度から派生された、引越しのための一時的2住宅・相続によ
る2住宅・直系尊属を扶養することによる一時的2住宅・婚姻による一時的2住
宅等（6種類）に対しても、その1世帯1住宅非課税の規定を適用し、所得課税
それ自体を複雑にしている。

⑷　譲渡所得金額 
譲渡所得金額は、原則的に実際の取引価格24）である譲渡価額から取得価額等必

20） 最高裁判決昭和50年5月27日（民集29巻5号641頁）。
21） 大法院判決98づ205（2000 .9 . 29宣告）。
22） その法人の資産のうち、土地・建物・不動産に関する権利の合計額が50%以上である

法人の株式である。
23） 大法院判決（2000づ10465、2001 .9 . 28宣告）は、住宅が国民生活の基礎になるので、

投機目的でなければ、その譲渡所得に対し所得税を賦課しないことにより国民の居住生
活の安定と居住移転の自由を税法で保障する必要があると述べる。
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要経費を控除し、1世帯2住宅以上の多住宅および非事業用土地以外で、当該不
動産を3年以上保有した場合、保有期間により譲渡益の10％～ 80％の長期保有
特別控除額を控除した金額とする。そして、未登記転売以外の全ての不動産の譲
渡益については、250万ウォンの基本控除が追加的に認められる。

⑸　税率
譲渡所得に対する税率は、2年以上保有したものから生じたか否かにより累進

税率を適用するか、それとも高い単一税率を適用するかであるが、累進税率が適
用される場合であっても、各課税区間において総合所得税率（8% ～ 35%）より
1%ポイント高くなっている（9% ～ 36%）。保有期間、保有類型などによる具体
的な税率を見ると以下の通りである。もっとも譲渡所得に対する税率は、大統領
令（政令）によりその税率に100分の15を加減することが可能であるが、これは
不動産の投機的な取引を抑制するための措置である。

また、法人の非業務用土地等の譲渡益については、法人税とは別に、その譲渡
所得の30％を課税する。これは、個人の投機的な不動産の取引に重課すること
と均衡を保つため、法人を通じた不動産への投機的需要を抑制しようとするもの
である。

保有期間、課税標準等による内訳 税率（%）＊

・2年以上保有譲渡

課税標準1,200万ウォン以下 9
1 ,200万ウォン超4,600万ウォン以下 18
4 ,600万ウォン超8,800万ウォン以下 27
8 ,800万ウォン超 36

・1年以上2年未満保有譲渡 40
・1年未満保有譲渡 50
・1世帯2住宅の譲渡 50
・1世帯3住宅以上の住宅の譲渡 60
・非事業用土地の譲渡（不動産法人の株式譲渡益も含む） 60
・未登記譲渡 70

＊譲渡所得税を含め、所得税にはその税額の10％の住民税が付加（Sur-Tax）される。
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⑹　インフレ調整
長期間保有した不動産の譲渡による所得については、長期保有特別控除により、

いわゆるバンチング（bunching）効果を緩和する。これは、不動産の譲渡益が
長年にわたって築き上げられたものが譲渡の際にまとまって実現されるため、そ
の間のインフレによる名目的な増加益を課税対象から除外しないと、現行の累進
所得税制の下では、譲渡所得の方が通常所得に比べ、重い負担を強いられること
になりうるからである。具体的な内容を見ると、土地と建物で、未登記譲渡およ
び1世帯2住宅以上ならびに非事業用の土地等、その資産を投機的な目的で保有
しない限り、3年以上保有したものであれば譲渡益から控除を認める。その控除
率は、1世帯1住宅以外の不動産については、3年以上保有10%、4年以上保有
12％、5年以上保有の場合、12％に1年経過ごとに3％ずつ上乗せ、10年以上保
有すれば最大30％である。一方、1世帯1住宅のうちその価格が9億ウォン超等
で譲渡課税の対象になるものについては、3年以上保有した場合最初の12％に1
年経過ごとに、4％ずつ上乗せ、20年以上保有すれば最大80％を控除する（所得
税法第95条）。

⑺　相続・贈与等無償移転に対する措置
不動産の無償移転に対しては、保有期間中の増加益に譲渡課税が及ばない。ま

ず、相続または贈与により不動産が無償で移転される場合、その資産の相続開始
時点または贈与を受けた日の公示価格が相続人等の取得価額となり25）（所得税法
第98条および所得税法施行令第162条1項5号・6号）、被相続人等がその資産を
保有する間に生じた値上がり益は永久に譲渡課税の対象にならない。

一方、離婚による財産分割の場合、民法上の共有物分割（第268条）として観
念し、資産の譲渡とは認識されず、その資産を譲渡する際の譲渡益を算出するに
おいての取得価額は、共有物であった最初の取得時を基準とする26）。また、譲渡
日から遡って5年以内に配偶者から贈与された不動産に対しても、配偶者の取得

24） 韓国の不動産譲渡所得における課税は、2006年まで、原則「基準地価（評価価格）課
税主義」を採り、実際取引価格課税主義は例外的であった（大法院判決98づ2461、2000．
4．21宣告）。

25） 大法院判決2001づ8049（2003 .8 . 22宣告）、92ぬ18481（1993 .6 . 11宣告）。
26） 大法院判決2002づ6422（2003 .11 . 14宣告）。
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価額と取得日が引き継がれる。
⑻　譲渡損失に対する措置
譲渡損失に対しては、他の所得からの損益通算は認められなく、当該年度の不

動産の譲渡益のみから控除することが可能である。つまり、短期譲渡損失は短期
譲渡益からまず控除し、控除し切れない部分は長期譲渡益からも控除を認める。
また、長期譲渡損失は、まず長期譲渡益から控除し、控除し切れない部分は短期
譲渡益からも控除を認める。譲渡所得に対しては、総合所得等他の所得と分離し
て課税が行われることに鑑み、不動産譲渡損失を不動産譲渡所得のみから控除を
認めることは、釣り合いが取れるものであると考えられる。一方、キャピタル・
ロスの取り扱いに関する大法院の判決27）は、同一課税年度に二つ以上または2回
以上にわたり資産が譲渡され、譲渡損と譲渡益が共に生じた場合、両方を相殺す
べきであると判断する。

２．相続・贈与課税
韓国における相続（遺贈も含む）に対する課税は、上で見たように、死亡者比

課税対象者の割合1%未満（04年・0.7％、05年・0.8％）、相続税課税価額比相
続税額の割合6%以下（04年・6.1％、05年・5.0％）、その税収の国税総額比1%
未満（04年・0.5％、05年・0.6％）等、これまでのところ、相続課税が適正に
行われているとは言いにくいのが現状である。

２－1．相続税
⑴　納税義務者
相続税および贈与税の納税義務者は、 遺産の取得者（相続人）または贈与を受

ける者（受贈者、個人はもとより非営利法人も含む）とする、いわゆる遺産取得
課税方式を採っている。言い換えれば、各相続人は、賦課された総相続税額に対
して相続財産のうち、各々受けた相続額または受ける財産を基準として計算され
た比率により相続税を納付する義務を負う。それゆえ、共同相続人の間に相続財
産について協議分割が成立し、共同相続人のうち一部が固有の相続分を超える財
産を取得するようになったとしても、これは相続開始当時に遡って被相続人から

27） 大法院判決99づ7913（2001 .8 . 24宣告）。
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承継を受けたものであり、他の共同相続人から贈与を受けたものではない28）。ま
た、他の共同相続人らの相続税に対しても自身が受けた相続額または受ける財産
を限度に連帯して納付する義務を負う。

⑵　相続財産または贈与財産の範囲
相続財産または贈与財産の範囲は、被相続人または受贈者に帰属される財産と

して金銭に換価されうる経済的価値がある全ての物件及び経済的価値がある法律
上または事実上全ての権利を含む（相続税及び贈与税法第7条、第31条）。つまり、
所得税とは異なり、相続税及び贈与税においては、いわゆる包括主義を採っている。

⑶　相続税の課税価額
相続税の課税価額は、相続財産の価額から公課金・葬儀費用・債務など相続開

始日現在、被相続人または相続財産に関する債務または費用を控除した価額とす
る。ただし、相続開始日前10年以内に相続人に贈与した財産の価額または相続
開始日前5年以内に相続人でない者に贈与した財産の価額を算入する。また、被
相続人が財産を処分しまたは預金を引出したか、債務を負担した金額が財産の種
類別29）に計算して、相続開始日1年以内で2億ウォン以上、2年以内で5億ウォン
以上であり、かつその用途が客観的に明らかでない場合30）、その金額も相続税課
税価額に算入される（同法第15条、同法施行令第11条）。換言すると、理論的に
は、被相続人が相続開始日2年以内に15億ウォン以下の相続税課税対象になるは
ずの財産を減らしたか、あるいは、その金額に当たる相続税課税対象から差引か
れるべきである債務を負っても認められるということである。この15億ウォン
という金額は、2006年上場企業平均年俸のおよそ38年分に当たる規模で、相続
税の課税対象から除外される金額としてはあまりに大きい。

⑷　相続控除
相続控除額は、配偶者がいる場合、最小10億ウォンから最大35億ウォンまで

である。まず、基礎控除として2億ウォンと配偶者控除以外の人的控除との合計

28） 大法院判決2000づ9731（2001 .11 . 27宣告）、2001づ441（2002 .7 . 12宣告）。
29） 財産の種類は、①現金・預金および有価証券、②不動産および不動産に関する権利、③

その他の財産、と三つに分けられている（同法施行令第11条5項）。
30） この規定の趣旨・限界等にについては、憲法裁判所決定93憲バ9（1994 .6 . 30）、94憲バ

23（1995 .9 . 28）、2002憲バ99（2003 .12 . 18）を参照。
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額と5億ウォンの一括控除のうち、いずれか大きな金額を選択するようになる。
また、配偶者控除額として民法上の法定相続持分（民法第1009条）のうち、実
際相続31）を受ける価額の控除を認める。その実際相続額が5億ウォン未満である
場合は5億ウォンとし、最高30億ウォンまで控除される。それに、相続財産の中
に金融機関が取り扱っている預金・保険金・債券・有価証券等純金融財産がある
場合は2億ウォンを限度に控除する。被相続人が15年以上引き続き経営する中小
企業を相続する（家業相続）場合、2億ウォンとその相続価額の20%（30億ウォ
ン限度）のうち、いずれか多い金額の控除を認める。ただ、相続人が相続開始
10年以内にその家業に従事しないか、当該家業用財産の20％以上を処分するなど、
一定の場合には、免除された相続税を追徴する。

相続控除額の具体的な内訳を見ると、以下の通りである。

①基礎控除 2億ウォン

一括控除
（5億ウォン）
選択可能

②人的控除
- 子女控除
- 未成年者控除
- 年老者（60歳）控除
- 障害者控除

1人当たり3千万ウォン
500万ウォン×20歳まで残余年数
1人当たり3千万ウォン
500万ウォン×75歳まで残余年数

- 配偶者控除 5億ウォンまたは
法定相続持分内実際相続価額（30億ウォン限度）

③金融財産控除 2億ウォン限度（純金融財産10億ウォン超の場合）
④家業相続控除 2億ウォンと家業相続財産価額の20％（30億ウォン限度）

とのいずれか多い金額

⑸　税率
相続税及び贈与税の税率は以下の通りである。贈与税の持つ相続税の補完税と

いう性格からすれば、贈与について相続と全く同様に課税してよいか疑問が残る。
相続人が被相続人の子女でない直系卑属（代襲相続の場合を除く）である場合、

算出された税額に30%を上乗せする（世代飛越相続割増）。
相続開始から10年以内に相続人の死亡により再び相続が開始される場合、先

31） 大法院判決（99づ3027、2000 .3 . 10宣告）によると、相続を受ける積極財産（財産）と
消極財産（債務）を合わせて配偶者の持分として分割を受ける純財産であるという。
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に相続税が賦課された相続財産のうち再相続される部分に対しては、先の相続税
相当額を相続税算出税額から控除する（短期相続減免制度）。その控除率は、1
年以内なら100%とし、1年経過ごとに10%ずつ逓減される。

課税標準 税率（%）
1億ウォン以下 10
1億ウォン超5億ウォン以下 20
5億ウォン超10億ウォン以下 30

10億ウォン超30億ウォン以下 40
30億ウォン超 50

⑹　財産の評価
相続（または贈与）財産の評価額は、相続開始日または贈与日現在の時価によ

る（相続税及び贈与税法第60条1項）。時価とは、一般的で正常的な取引により
形成される客観的交換価値を意味するが32）、客観的・合理的な方法によって評価
された価額も含まれる概念であるため、取引を通じた交換価格がない場合、公信
力ある鑑定機関の鑑定価額も時価として認められる33）。具体的な評価の内容は、
第２節の保有課税のところのそれと同じである。

２－２．贈与税
贈与に対する課税については、上の相続税のところで述べた課税方式・税率・

評価額以外の部分のみを見ることとする。
⑴　贈与税の課税対象
贈与財産の範囲も相続税と同様に、いわゆる包括主義を採り、他人からの財産

の直接的または間接的に無償による移転（著しく低い価額の対価34）による移転を
も含む）、他人の寄与による財産価値の増加等を広くその課税の対象とする。

⑵　非課税対象の贈与額
親族からの贈与については10年間、配偶者から受けた6億ウォン、直系尊属お

32） 大法院判決97ぬ1679（2000 .6 . 23宣告）。
33） 大法院判決2000づ5098（2001 .8 . 21宣告）、2001づ6906（2003 .2 . 11宣告）。
34） 譲り受けた財産の時価からその代価を控除した価額が、時価と30％以上の差がある場

合のその代価である（相続税及び贈与税法施行令第6条5項）。
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よび直系卑属から受けた3千万ウォン（未成年者が直系尊属から贈与を受ける場
合は1千5百万ウォン）、配偶者または直系尊卑属でない親族から受けた5百万ウォ
ンを対象に、贈与税課税価額から控除され、贈与税の課税対象にならない。また、
民法上扶養義務者からの生活費・教育費・婚姻に要する費用等で社会通念上認め
られる部分についても非課税とする。

この10年という期間が贈与者の死亡により、相続の開始日から遡る期間と重
なれば、この金額は贈与財産控除額ではなく、相続税の課税対象になる。

⑶　世代越贈与に対する割増
相続において世代越相続に割増率（30%）を適用することと似たように、贈与

税の場合においても、受贈者が贈与者の子女でない直系卑属である場合、算出さ
れた税額にその30%を上乗せする。

⑷　相続税と贈与税の分納等
相続税または贈与税の納付すべき税額が2千万ウォンを超える場合、納税地税

務署長の許可を受け、納付期限経過後45日以内に分納することが可能である。
また、担保を提供すれば5年以内（家業相続の場合、許可後2年の据置期間の経
過から5年、相続財産のうち家業相続財産が50%以上である場合は許可後3年の
据置期間の経過から12年）の期間、年賦延納も可能である。相続または贈与を
受けた財産のうち、不動産と有価証券の価額が当該財産価額の2分の1を超え、
なおかつ、相続税または贈与税の納付すべき税額が2千万ウォンを超える35）場合、
税務署長の許可を受け、当該不動産及び有価証券をもって物納することも可能で
ある。ただ、非上場株式をもって物納することは、制限される。つまり、非上場
株式の贈与を受けた場合であっても、その非上場株式の一部をもって物納するこ
とが認められない。また、非上場株式の相続を受けた場合には、その非上場株式
以外には相続財産がない場合など、非上場株式をもって納付することについてや
むを得ない場合のみ物納が認められる。

35） 憲法裁判所は、その決定（2006憲バ49、2007 .5 . 31）において、このような物納の制限
に合理的な理由があり、平等原則に違反しないと述べる。
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第３章　主要国における不動産税制の現況
本章では、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、そしてフランスにおいて不動

産税制について特徴的なもの、また、次章で韓国の不動産税制をモデルにして、
そのあり方を論じるにおいて、ベンチマークになれる制度を中心に記述すること
とする。これは、各国における不動産税制が、その国々の歴史的・政治的・社会
的特殊な背景によって構築されてきたもので、また、政治権力や国民（または地
域の住民）の税負担に対する意識にも絡んでいるので、ある国のある制度をその
まま受け入れるのには限界があると思うからである。

第１節　日本

日本における不動産税制（土地税制）は、戦後少なくとも三度36）にわたる不動
産価格の高騰と後退の過程で、不動産税制を税収目的のみならず土地政策の一環
として用いた背景から、不動産に関する税目が数多く生まれた。この意味では、
韓国の不動産税制は、税目のことにしてもその運営の方法にしても日本の制度と
似ている部分が多い。

１．取得段階における課税
１－１．不動産取得税
不動産取得税は、土地と家屋（住宅・店舗・工場・倉庫その他の建物）の売買、

交換、贈与、建築などによって不動産の所有権を取得した者に課される道府県税
である。この租税は、高価の財産である不動産を取得するという行為の背後には
担税力があるものと考え、その担税力に着目して課されるものである37）。この租
税のこのような性格から非課税規定を広く設け、国等の取得の主体・非営利等用
途により非課税はもとより、相続・法人の合併等の形式的な所有権の移転等に対
しても非課税とされている。

不動産の取得時の価格（原則として固定資産税評価額）を課税標準として標準

36） 1回目は1960年前後のいわゆる岩戸景気の時期、2回目は1972・3年頃の列島改造ブー
ムの時期、3回目は1980年代後半の高度経済成長の後半部の時期である。石弘光『土地
税制改革（いま、なぜ地価税か）』2頁（東洋経済新聞社、1991年）、米原純七郎『土地
と税制（土地保有税重課論批判）』9頁（有斐閣、1995年）。

37） 最高裁判決昭和48年11月16日（民集27巻10号1333頁）。

（     ） 一橋法学　第 7 巻　第 3 号　2008 年 11 月176



837

税率4%（土地または住宅は2010年3月まで3%）の税率で課税される。
１－２．特別土地保有税
特別土地保有税は、土地政策の一環として、土地保有に伴う管理費用の増大を

通じて土地投機を抑制し、併せて土地の供給および有効利用の促進を目的として
導入（1973年）した市町村税（普通税）である。不動産取得税の課税価格が現
実の価格よりも相当程度低い当該固定資産税の登録価格によることとされている

（地方税法第73条の21）ので、実際の取引価格（地方税第593条1項）で課税す
る目的で導入したものである。

免税点以上の一定の土地38）の保有と取得に対して課される。まず、保有に係る
特別土地保有税においては、毎年1月1日を基準日として保有期間が10年を経過
しない土地に対して、1.4%の一定税率で課税する。この租税の持つ固定資産税
と同じ性質から、その租税との重複課税を避けるため、その土地に対する標準税
率による固定資産税相当額を税額から控除される。

次に、取得に係る特別土地保有税においては、土地の取得に対し、その土地の
取得価格を課税標準として3.0%の一定税率で課税される。このように、この租
税は、上で見た不動産取得税と同じ性質の租税であるため、その租税との重複課
税を避けるため、標準税率による不動産取得税相当額を税額から控除する。

特別土地保有税については、バブルが崩壊され、地価が下がりつづけてきたこ
とを受けて、2003年以降、新たな課税は行わない、徴収猶予とされている。

１－３．登録免許税
登録免許税は、不動産登記、所有権登記及び人の資格や事業免許等を受けるこ

とを課税の対象とする、手数料39）ないし特権料の性質を持つ国税である。
不動産の登記においては、不動産（土地・建物など）の所有権の保存・移転な

どに対し登記時の価額（原則として固定資産税評価額）を課税標準として課され
る。

38） 東京都の特別区および指定都市の区域では2千平方メートル、都市計画区域を有する市
町村の区域では5千平方メートル、その他の市町村の区域では1万平方メートル未満の
土地の取得または保有に対しては課税されない。

39） 東京地裁昭和38年11月28日の判決（行裁例集14巻11号1936項）は、登録税について、
手数料に類似するように考えられるが、租税であることを示す。
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登録免許税の税率は、不動産の登記の場合、原則的に従価税（土地の合筆また
は建物の合併による登記事項の変更の登記等の場合、件当定額の従量税のような
例も散見される）として登記原因ごとにその税率が異なっている。売買を目的と
した所有権移転登記の場合、不動産価格の2.0%となっている。不動産に対する
登録免許税は、不動産取得税と深く結びついており、不動産の登記を申請する前
に納付し、登録機関は登録するときに登録免許税の納付の事実を確認しなければ
ならない（不動産登記法第25条12号）ことになっている。

２．保有段階における課税
２－1．固定資産税
日本における固定資産税は、基礎自治団体である市町村に帰属する租税であり、

全国平均で市町村の税収の50 .2%（2005年）を占める地方自治を支える中枢的
な財源である。ただし、東京都のうち特別区については東京都が、一の納税義務
者の有する償却資産の価格の合計額が一定の限度額（人口5千人未満の町村は5
億円、人口20万人以上の市は40億円、等）を超える場合（これは大規模償却資
産と呼ぶもので、都道府県知事の指定によって決める）、この越える部分に対し
ては都道府県が課税権をもつ都道府県税でもある。

固定資産税は、賦課期日である1月1日現在において固定資産税課税台帳に登
録されている固定資産の価格（適正な時価）を課税標準として、その固定資産の
所有の事実に着目して課される財産税40）の性質を有する租税である。

⑴　課税の対象
固定資産税は、賦課期日現在に所在する土地、家屋（建物登記簿に登記される

べき建物）および償却資産という3種類の固定資産を課税の対象とする。すなわ
ち、課税対象が土地、家屋及び償却資産という、有形のものに制限されている。

⑵　税率
固定資産税の税率は、課税対象の用途にかかわらず、一律1.4％の比例税率（標

準税率）となっている。各市町村は、標準税率を基準として当該市町村の条例に

40） 最高裁判決昭和47年1月25日（民集26巻1号1頁）、最高裁判決昭和59年12月7日（民
集38巻12号1287頁）、最高裁判決平成15年6月26日（民集57巻6号723頁）、等。金子
宏『租税法』（第12版）474頁（弘文堂、2007年）。
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よって定めることとし、制限税率はない（2004年廃止）。ただし、一の納税者に
係る課税標準の総額がその市町村の課税標準総額の3分の2を超えるものがある
場合には、1.7%を超える税率で課する旨の条例を制定することができる。

固定資産税は、資産の保有と市町村の行政サービスの間に一般的な受益関係41）

があるという、応益原則に基づく財産税という基本的性格から、資産価値を表す
価格（適正な時価）に対して比例税率で課税するといわれる42）。この原則から、
災害によって納税者がその財産について甚大な損失を被る等特別な場合を除け
ば、諸外国で一般に行われているような、用途に応じ税率を区別することや納税
者の支払い能力による減免制度等は設けられていない。ただし、住宅用地のうち
一定の部分については、特例措置が設けられている（後述）。

⑶　台帳課税主義の課税方式
固定資産税の課税は、賦課期日現在の市町村に備えられている固定資産課税台

帳により行われる。すなわち、固定資産課税台帳（土地課税台帳、土地補充課税
台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳）に所有者として登
録されている者を納税義務者とし、固定資産課税台帳に登録されている固定資産
の価格（固定資産税評価額）を課税標準として課される。この制度は、経常的に
課される固定資産税の課税業務を円滑に行うためには、年々の状況を記録・維持
する必要があり、課税価格の評価を適正かつ公平に行うためにも、その価格を常
に縦覧させ、均衡を図ることが求められているからである43）。

⑷　財産の評価
固定資産税における課税価格の評価は、諸外国に比べて独特な部分がある。
第1に、評価を担当する機関は、総務省─都道府県─市町村という、固定資産

税の課税当局である。
第2に、固定資産税における評価は、固定資産税を賦課する目的のみで行う。

このように、日本では不動産の評価において当該行政目的により異なった評価機

41） 金子宏「固定資産税制の改革─その一『固定資産の性質と土地評価のあり方』」『政策実
現と行政法』349頁（有斐閣、1998年）。

42） 林宜嗣「応益税としての固定資産税の公平性」『資産課税関係論文集成』104頁（㈶資
産評価システム研究センター、2004年）。

43） 金子宏『租税法』（第12版）475頁（弘文堂、2007年）。
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関が行う、いわゆる分離主義となっている。つまり、土地取引の指標になる地価
公示価格は国土交通省、相続税路線価は国税庁、固定資産税評価額は総務省で、
各々行われる。しかし、土地においては、あくまで地価公示価格が中心で、固定
資産税評価額も相続税路線価もその公示価格の一定水準を目処にした価格をその
評価額とする。

第3に、土地とその上に建てられている建物を分離して評価を行う。
第4に、償却資産は毎年評価替えを行うが、土地と家屋においては、原則とし

て3年ごとにその評価を行う、3年間据置システムになっている。
⑸　居住用住宅に対する特例措置
住宅用地の課税標準は、1戸当たり200㎡までの小規模住宅用地については評

価額の6分の1に、200㎡を越える部分で家屋の床面積の10倍までの一般住宅用
地については評価額の3分の1に圧縮される（地方税法第349条の3の2）。

日本における居住用住宅に対する減税措置は、このように、評価額に対する課
税標準への算入割合を調整し、一律的に行われている。これは、固定資産税を物
税44）として取り扱っている建前から生じていることであると考えられる。

２－２．都市計画税
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に当てるた

めに設置（1956年）されている市町村の目的税で、課税客体は原則として市街
化区域内に所在する土地及び家屋である。

税率は、0.3％（制限税率）であり、賦課期日・納税義務者・課税標準・納期
等が土地および家屋に係る固定資産税と同様であって、固定資産税と合わせて賦
課徴収が行われる。

２－３．地価税
地価税は、土地保有に対する負担の公平の確保と土地の有効利用に資するため

に、土地の有利性の縮減を政策目的としたものである。土地基本法（1989年12
月22日施行）に基づいて土地の保有に対する租税として1992年から課税された
国税である。

44） 最高裁判決昭和47年1月25日（民集26巻1号1頁）、最高裁判決昭和59年12月7日（民
集38巻12号1287頁）、最高裁判決平成15年6月26日（民集57巻6号723頁）。
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課税対象は、課税時期（その年の1月1日）において、個人、または法人が有
する土地である。居住の用に供されている土地と1平方メートル当たりの更地価
格が3万円以下の土地については非課税とされるため、主に企業に対する課税で
あると認識されている。

課税価格は、個人または法人が課税時期において有する土地等の価額（時価）
を合計した金額とする。ただし、土地面積に1平方メートル当たり3万円を乗じ
た金額または個人あるいは資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人は15
億円（資本金などが1億円を超える法人は10億円）のうちいずれか高い金額を基
礎控除額として控除する。

税率は、設置当時は0.2%に設定したが、0.3%に引き上げ、また停止される
時には0.15%であった。

地価税は、バブルが崩壊した後、地価が下がりつづけてきたので、1998年か
ら課税停止されている。

３．移転段階における課税
３－1．譲渡所得課税
日本では、かつて不動産市場の動きに対応する手段として、税制を用いること

に必ずしも積極的ではなかった。日本において第1回目の地価高騰期であったい
わゆる岩戸景気の時期に出された、税制調査会の初の土地税制答申45）でも同様に、
税制の土地対策への利用について限界を見せた。しかし、このような考え方に立
ちながらも、1960年代末以降、経済的・社会的な要因により地価の不安定な状
態が続く中、譲渡所得課税は、それに対応するための中心的な手段として用いら
れ、地価の動向に左右されて強化と緩和が繰り返してきた。

土地政策の一環としての譲渡課税中心の不動産税制が、他の段階での課税との
均衡を図ったのは、1980年代半ばからの三度目の地価高騰がきっかけであった。
国税の土地保有課税である地価税の創設（1991年）、相続税の8割評価（1992年）
と固定資産税の7割評価制度（1994年）等がそれである。

⑴　譲渡所得の捉え方
譲渡所得を資産の譲渡による所得といい、たな卸資産の譲渡その他営利を目的

45） 税制調査会『土地税制のあり方についての答申』（第3、2）（昭和43年7月）。

（     ）金今男・不動産税制に関する比較法的研究 181
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として継続的に行われる資産の譲渡による所得（事業所得に該当）や山林の伐採
又は譲渡による所得（山林所得に該当）を除いて、資産の譲渡による所得を全て
この範囲に入れ、譲渡所得の課税ベースを包括的に捉えている（所得税法第33
条1項・2項）。最高裁は、昭和50年5月27日の判例46）において、有償であると
無償であるとを問わず47）、あらゆる資産の譲渡による所得が譲渡所得税の課税の
対象であることを示している。

⑵　課税方法
5年超保有し譲渡した場合の長期譲渡所得については、100万円の長期保有特

別控除を認め、その2分の1のみを総所得金額に合算し、残りの2分の1は課税の
対象から除外される。また、保有期間5年以内の短期譲渡所得については、50万
円の譲渡所得特別控除を認めた後、総所得金額に算入する。

しかし、不動産譲渡所得に対しては、租税特別措置法により特別に取り扱われ、
短期譲渡から生じたものであっても、長期譲渡から生じたものであっても、分離
課税とされる。分離課税するに当たっては、譲渡所得特別控除（50万円）また
は長期保有特別控除（100万円）を認めず、短期譲渡益については30%（住民税
9%別）の単一税率で、長期譲渡所得については一律15%（住民税5%別）の税
率で課される（租税特別措置法第31条・第32条）。所得税率は、5%～40%まで
の累進税率（6段階）であり、（総）所得税には、その課税標準に住民税が10％
付加される。

⑶　無償による資産移転に対する措置
法人に対する贈与と限定承認48）に係る相続（法人に対する遺贈と個人に対する

包括遺贈のうち限定承認に係るものをも含む）については、贈与または相続のと
きにみなし譲渡により保有期間中の値上がり益清算課税49）が行われる。それ以外
の不動産の無償移転については、被相続人または贈与者のその資産の取得価格が

46） 民集29巻5号641頁。
47） 金子宏『租税法』（第12版）194頁（弘文堂、2007年）も同旨。
48） 限定承認にかかるみなし譲渡の趣旨については、東京地裁判決平成13年2月27日（税

資250号8845頁）を参照。
49） 日本は、相続・贈与などの無償による資産の移転につき、シャウプ勧告を受けてみなし

譲渡課税を施行した歴史（昭和25年）を持っている。

（     ） 一橋法学　第 7 巻　第 3 号　2008 年 11 月182
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相続人または受贈者に引き継がれる取得費引継方式を採用し（所得税法第59条・
第60条）、当該不動産の被相続人または贈与者の保有期間中の増価益をいずれ清
算させる。

⑷　譲渡損失の取り扱い
不動産の譲渡に伴うキャピタル・ロスについては、他の所得からの損益通算を

認めず、当該年度の譲渡益からの相殺のみが認められる（租税特別措置法第31
条・第32条）。すなわち、短期譲渡純損失は長期譲渡所得から控除し、長期譲渡
純損失は短期譲渡所得から控除する。これは、不動産の譲渡所得を分離課税し、
通常の所得とは異なって単一税率で課税する特例に対応する制限であると考えら
れる。

しかし、所有期間5年超の居住用家屋およびその敷地等の資産を譲渡して損失
が生じた場合、一定の条件の下で、その年の他の所得との損益通算を認め、当該
年度に通算しきれなかった損失については翌年以後3年間にわたり、他の所得と
繰越控除を認める（租税特別措置法第41条の5・第41条の5の2）。

⑸　それ以外の特例措置
不動産の譲渡所得については、それ以外にも居住用資産を中心に幾つかの特例

措置が設けられている。
第1に、優良住宅地の造成等による譲渡所得の2,000万円以下の部分には10%（住

民税4%）、2,000万円超の部分には15%（住民税5%）の特例税率で課される（租
税特別措置法第31条の2）。

第2に、10年超所有した居住用財産の譲渡による所得で、その金額が6,000万
円以下の部分には10%（住民税4%）、6,000万円超の部分には15%（住民税5%）
の特例税率で課される（租税特別措置法第31条の3）。

第3に、個人が、居住の用に供している家屋等を譲渡した場合、一定の条件の
下で、当該財産の譲渡に係る譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除50）される。
この規定は、居住用財産の譲渡に対し、長期譲渡所得、短期譲渡所得を問わず適
用される。

50） 居住用財産の譲渡所得の特別控除の趣旨については、最高裁判決平成元年3月28日（判
時1309号76頁）を参照。

（     ）金今男・不動産税制に関する比較法的研究 183
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第4に、個人がその有する家屋または土地若しくは土地の上に存する権利で、
所有期間かつ自己の居住の用に供している期間が10年を超えるものを譲渡し、
床面積50㎡以上の買換え資産を取得し、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が
当該買換え資産の取得価額以下である場合、当該譲渡資産の譲渡がなかったもの
とする（課税繰延べ制度）。

⑹　法人に対する譲渡課税
法人の土地譲渡益については、通常の法人税額とは別に、その年の1月1日に

おける所有期間が5年以内のものは10%、5年超のものは5%を追加課税する。
ただ、この規定は、2008年12月31日までの間、適用停止とされている。土地の
譲渡における特別控除・課税の繰延べ措置は個人の場合と同様になっている。

３－２．相続・贈与課税
日本における相続・贈与に対する課税は、1980年代以降のバブル期の地価上

昇に合わせるため緩和された。2003年には、相続税と贈与税を一体化する相続
時精算課税制度の導入に伴い、最高税率を70%から所得税率並みの50%（住民
税を含む）に引き下げ、最高税率が適用される課税遺産額（課税標準）を20億
円超から3億円超にした。また、基礎控除額も引き上げられた（後述）。

一連の課税緩和措置により、2005年現在、死亡者の4%強と合計課税価格の
11%強に相続課税が及ぶ51）ことになった。しかし、国際的に見れば低い方ではな
い。

⑴　課税方式
相続税は、法定相続分課税方式による遺産取得課税方式を採用し、遺産取得税

と位置付け、個人所得税の補完機能および課税による富の再分配機能を重視す
る52）。すなわち、各相続人が相続により取得した財産を標準として課税する制度
を採りながらも、相続税の総額は遺産の総額と法定相続人の数という客観的な数
字により決定する制度（1958年）53）である。これに対し、贈与税は、単純な遺産
取得課税方式を採用している。

51） 財務省のホームページ（http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/137 .htm）による。
52） 佐藤英明「相続税率の法理論─若干の論点整理」『税率の法理論』日税研論集第49号60

頁（2002年）。
53） 税制調査会『相続税制度改正に関する税制調査会答申』3頁（昭和32年12月）。
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⑵　課税財産の範囲
相続税と贈与税の課税財産の範囲は、相続または遺贈、贈与により取得した財

産の全部である、いわゆる包括主義を採っている。相続税法は、このように相続
税の課税対象を包括的に捉えたうえ、死亡保険金のうち被相続人が負担した保険
料の金額で被相続人の死亡のときまでに払い込まれたものの全額に対する割合に
相当する部分など数多くのみなし相続財産を設けている。

⑶　課税価額
相続税の合計課税価額は、被相続人の遺産総額から非課税対象財産と債務等を

控除した後、相続時精算課税に係る贈与財産と相続開始前3年以内に贈与した財
産を加算したものになる。一方、贈与税においては、相続時精算課税を選択した
場合、以後同じ贈与者からの贈与については相続時まで累積課税方式を、そうで
ない場合は暦年課税方式を採用している。

相続時精算課税とは、将来において相続関係に入る65歳以上の親から20歳以
上の子への贈与について、相続開始まで2,500万円までの贈与に対しては贈与税
を非課税とし、その非課税枠を超えた贈与についても一律20%の税率で贈与税
を課税（この税額は相続税から控除）した後、相続時にそれまでの贈与額（非課
税枠内の贈与も含む）を贈与時の時価により相続財産に合算して相続税額を計算
する、相続税と贈与税との一体化措置である。

贈与税の持つ相続税の補完税としての性格上、通常の贈与に対しては年間110
万円の基礎控除額を超える贈与に対し、高い累進税率（課税標準1,000万円超の
場合50%）で課税（暦年課税）されるが、高齢化の進展に伴い、親（被相続人）
の子への相続が子（相続人）のライフサイクルの後半になることが多くなりつつ
あるため、高齢者の資産について生前贈与を誘導することにより、資産の有効活
用を図る狙いがある54）。

⑷　基礎控除額
相続税の基礎控除額は、5,000万円に法定相続人の数に1,000万円を掛けた金

額を加算した金額とする。

54） 税制調査会『あるべき税制の構築に向けた基本方針』（平成14年6月）。
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一方、贈与税の場合、暦年課税で年間110万円の基礎控除額を認め、また婚姻
期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するた
めの金銭の贈与を受けた場合には、一生に一回に限り、その年分の贈与税の課税
価額から2,000万円までの金額を控除する。

⑸　財産評価
相続（遺贈を含む）・贈与により取得した財産の評価は、当該財産の取得の時

（相続開始時または贈与による財産の取得日）における時価（相続税法第22条）
とする。土地の場合、地価公示価格の8割水準を目処とする。具体的な評価方法
は、地上権・永小作権・定期金に関する権利・立木の4種類のみを法律（相続税
法第23条～第26条）に定めており（法定評価）、それ以外には、国税庁長官の『相
続税財産評価に関する基本通達（基本通達）』の定めるところによる（通達評価）。

この基本通達は、法令ではないので、建前としては法的拘束力を持たないので
あるが、実際上も判例上も納税者は通達に従うしかないようである55）。具体的な
評価方法については省略する。

⑹　税率
相続税・贈与税の最高税率は共に50%となっている。しかし、贈与税の持つ

相続税の補完税としての性格を反映し、両税の税率に適用される課税標準は、贈
与税の方がもっと低い。

相続税 贈与税
課税標準 税率（%） 課税標準 税率（%）

　～　1,000万円 10 　～　　200万円 10
　～　3,000万円 15 　～　　300万円 15
　～　5,000万円 20 　～　　400万円 20
　～　　　1億円 30 　～　　600万円 30
　～　　　3億円 40 　～　1,000万円 40
3億円超 50 1 ,000万円超 50

55） 東京地裁判決平成8年12月13日（訟務月報44巻3号390頁）、東京地裁判決平成10年5
月29日（判例タイムズ1002号144頁）等。
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⑺　納付税額
各相続人の納付すべき税額は、総税額から各相続人の実際の相続割合で按分し

て算出された税額から税額控除額を控除した金額とする。総税額を算出する仕組
みは、まず、課税遺産総額を法定相続分に按分する。例えば、配偶者と子二人の
場合、配偶者1 ／ 2、子各々 1 ／ 4ずつである。次に、各相続人の相続額にそれ
に該当する税率を適用して算出された税額を合算した額が総税額になる。

各相続人の算出された税額から控除される税額控除額は、相続人によって異な
るが、配偶者の場合、法定相続分または1億6千万円のいずれか大きい金額に対
応する税額（配偶者控除）とされる。それ以外に、未成年者の場合、20歳に達
するまでの年数に6万円を掛けた金額の未成年者控除が認められ、障害者の場合、
70歳に達するまでの年数に6万円（特別障害者（障害者のうち精神または身体に
重度の障害がある者）の場合12万円）を掛けた金額の障害者控除が認められる。

⑻　事業用宅地および居住用宅地に対する特例
小規模宅地等の相続については、土地等の価額の50%か80%を減額した残り

の価額のみを課税価額に算入する等、以下のように相続税法上厚く優遇される。
なお、床面積50㎡以上の住宅を新築・取得、買換え・建替え、増築・改築等に
充てられるため、親から贈与を受けた場合には、3,500万円を控除する（2009年
まで適用）。

土地等の面積の減額割合 適用対象面積

事業用宅地
事業を継続 80% 400㎡まで

事業を継続せず 50% 200㎡まで

居住用宅地
居住を継続 80% 240㎡まで

居住を継続せず 50% 200㎡まで
不動産貸付、駐車場等に
利用されている宅地 50% 200㎡まで

⑼　連帯納付の義務等
同一の被相続人からの相続人または受贈者は、当該相続税について、当該相続

または遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納
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付の義務を負う。また、財産を贈与した者は、贈与を受けた者の当年分の贈与税
について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、贈与を受けた者と連帯
してその贈与税の納付義務を負う。

相続税においては、納付すべき相続税額が10万円を超えるときは、一定の条
件の下で、5年以内の期間（相続財産のうち不動産等が占める割合が50%以上で
ある場合15年以内）、延納が認められ、延納によっても金銭で納付することが困
難であると認められる事由がある場合においては、一定の条件下で物納も認めら
れる。

第２節　アメリカ

アメリカは、地方自治の独立性が強く、各州または地方財政が多様化されてい
るので、不動産税制といっても、日本や韓国の所得税法や地方税法のようにその
範囲や仕組み等を一概に定めたものは少ない。しかし、不動産に対する税制それ
自体は、諸外国と大きく変わることなく、取得（流通）の段階においては一部の
州・地方で不動産取引税（Real Estate Transfer Tax）を課し、保有段階におい
ては地方レベル（一部の州でも課税）で財産税（Property Tax）を、移転段階
においてはキャピタル・ゲインに対する所得課税（個人および法人）と遺産課税
を行っている。

１．取得段階における課税（Real Estate Transfer Tax）
アメリカにおける不動産の取得（流通）に対する租税は、地方政府で課税され

ているが、その例も少なく、課税を行っている地方においても重い負担を求めて
いるわけではない。それは、その課税がもたらす不動産取引への歪みを最小化し
ようとするものであると考えられる。

その税目は、不動産取引税（Real Estate Transfer Tax）というものであるが、
二つの地域での例を見ると、まず、イリノイ州では、不動産の登記を申請する者

（個人・法人等）に対し、その取引価格を課税標準として、当該不動産の登記を
申請する際、登記機関がその登記文書に印紙を貼付させることにより徴収する。
イリノイ州におけるこの租税が州レベルでも、地方レベルでも課せられるが、州
においては、不動産の取引価格（課税標準）500ドル当たり50セントを課し、地
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方においては、その25セントを課することとされている。しかし、地方の場合、
この租税を賦課しなくともよく、取引価格500ドル当たり25セントを超えて追加
的な課税も可能になっている。仮に、地方においても本則に従って課税するとし
ても、実効税率は、州と地方合わせて0.15%に過ぎない。

次は、アイオワ州の例であるが、アイオワ州では、この租税を地方税として地
方政府が賦課する。不動産の取引価格から基礎控除額として500ドルの控除を認
めたうえ、残りの課税標準1,000ドル当たり1.6ドルを課するので、実効税率は
0.16％にも満たないことになる。徴収は、イリノイ州の場合と似たように、当該
地方の登記機関が行う。この租税は地方税ではあるが、当該地方政府に直接配分
されるのは、その17 .25%に過ぎず、残り82 .75%のうちその95%は州一般基金に、
また、残りの5%は更生またはホームレスのための集団ホームを運営する費用に
充てる更生支援基金に組み入れる。

２．保有段階における課税（Property Tax）
アメリカにおける不動産の保有課税は、財産税（Property Tax）に単純化さ

れており、財産税は地方税収の7割を超える地方自治団体の基幹税である。財産
税からの税収は、州レベルの財源にも一部充てられている。

財産税の持つ地方の行政サービスとの応益性というのは、アメリカの財産税制
が典型的なものである。これは、財産税の税率が地方の当該年度の行政サービス
の水準と直接的に結びついていることから明らかである。

周知のように、アメリカでは、州がまるで一つの国のようで、独立性が強い。
それ故、財産税においても地方ごとに多様化されているので、アメリカの財産税
制がこういうものであると一概にいいにくい側面もある。本稿で触れるのは、多
くの州（地方）にまたがる共通性が高いものを中心にし、特定な州の制度を代表
的に紹介する場合には、その州の名前を明らかにしながら進む予定である。

⑴　納税義務者
財産税の納税義務者は、財産の所有者である。すなわち、不動産の所有と当該

地方自治団体の行政サービスとの応益性に立脚して、その所有者に課税されるこ
ととしている。課税主体である地方自治団体は、City、Township、義務教育の
区域である学校区、道路整備のための交通区、特定の教育目的のための特別区、

（     ）金今男・不動産税制に関する比較法的研究 189



850

州など様々である。
⑵　税率
財産税の税率は、地方自治団体によって違い、毎年変わるのが普通である。す

なわち、財産税の税率は、一般に次のように決められる。まず、当該地方の当該
年度の行政サービスの水準から必要な経費額が決まり、その経費のうち他の税収
や中央政府と州政府からの補助金等で充てられる部分を除いた、当年度の財産税
で賄うべき財産税からの必要税収を算出し、当該地方における財産税評価額の総
額をもって算出された必要財産税額を割ることにより、最終的に当年度の財産税
の税率が決まる。

このように、アメリカにおける財産税は、当該地方財政において「量出制入」
の決め手としての役割を果たしている。それゆえ、不動産の価格が上昇したとし
て直ちに財産税の負担増に繋がるわけではなく、歳出の規模が前年より縮小され
れば、不動産の値動きとは逆に財産税の負担が減少することもありうる。

実際の税率は、例えば、カリフォルニア州の提案13号56）で見られるように、
制限税率を州憲法によって決めておく例もあって、さまざまである。2004年現在、
各州のうち最も大きな都市における居住用財産の財産税の名目税率は、0.38％か
ら48 .41％までになっており、これに評価額の水準を勘案すれば、実効税率（法
定税率×評価率）は、2.99％から0.38％までである。なお、単純平均的な実効税
率は1.62％である57）。

⑶　財産の評価
不動産の評価替えの周期は、州によって1年から10年まで多様化されている。

財産の評価は、通常は州法によって規定された一定の手続きに従って地方自治団

56） California Constitution Article 13A（Tax Limitation）である。不公平な財産評価によ
る財産税の増税がもたらした納税者の反乱がきっかけになった州憲法の改正（1978年6
月6日）のことをいう。この提案の主な内容を見ると、①財産税の最高額は当該財産の
時価（full cash value）の1%を超えてはならない（Section 1 (a)）、②年度の評価額の上
昇率は2%を超えてはならない（Section 2 (b)）、③州における新税の創設は州の上下両
院のそれぞれにおいて2/3以上の賛成がなければならない。ただし、不動産に関しては
いかなる新税も認められない（Section 3 , 4）、等である。

57） U.S. Census Bureau, The 2007 Statistical Abstract, Table 437 . Residential Property 
Tax Rates for Largest City in Each State : 2004。
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体の専門職員である課税評価官により行われる。その評価額は、公正市場価値
（fair market value）58）を原則とする。しかし、居住用財産を例にすると、上記し
たように、実際上は、推定市場価値の3.9％から100％までばらつきが大きい。
その評価官は公選で選ばれ、州政府の監督・規制下で財産の評価、税額の決定等
において地方政府の介入を許容せず、職務に対する独立性が強く認められている
存在である。

因みに、アメリカにおける財産税の税率は、財産税で賄うべき税収と財産の総
評価額によって自動的に算出されるので、評価額の水準を時価のどの位の割合に
するかよりも財産の間で如何に公平にするかが重要な課題で、納税者間の公平性
の問題である。評価の適正化・透明化・公平化を図るため、全ての財産についての
評価情報が示され、「誰でも、何時でも、誰のものでも」原則的に広く公開される。

⑷　不動産の登記制度
アメリカにおいては、不動産の売買の記録が登記所（Register of Deeds）に登

録されている。その登記内容は、不動産の面積・所有権移転年月日・所有者名・
取引価格等である。登記簿に取引価格等の記録を登録させることにより、透明性
の高い財産課税制度が維持されるという。また、不動産の価値が、交換価値では
なく、使用価値により付けられているので、不動産の評価において取引事例比較
法はもとより、収益還元法をも適用しやすい環境であるわけである。

⑸　財産税における州の役割
財産税は地方税であるが、州は地方の財産税に対し重要な役割を担っている59）。

財産税の税率は地方自治団体の議会で決めるが、州政府または州議会は州法ある
いは州憲法により、地方税の枠組みを決定し、財産の評価、上限税率の設定、財
産税の減免等に大きく影響している。これは、州による地方財政の支援、地方間
の負担と行政サービス量のバランスの維持等のためであるという。もとより、ア
メリカにおける地方自治団体は州の創造物であって、それ自体が固有の権能を有
するものではないので、課税権については、州の憲法または法律による授権のあ

58） 財務省の規則（Reg. §§20 .2031‐1 (b)、§§25 . 2512‐1）。
59） 前田高志「アメリカの地方財産税について」オイコイミカ第41巻第3・4号67頁（2005

年）。
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る場合に限って行使しうるとされている60）。
⑹　財産税の負担緩和措置
アメリカにおける財産税は、納税者の所得の一定割合を超える税額を州の所得

税から控除するサーキットブレーカーを設けるなどで、財産の性質や使途を考慮
し、納税者の人的事情を認めて課される。すなわち、①持ち家住宅に対する非課
税措置（主に高齢者が対象）、②財産税の税額控除・還付（サーキットブレー
カー）、③税率の制限（時価の1%まで等）、④年間増加させる評価額の制限（継
続居住者は取得価格の一定割合で低く評価、売却されたら時価で評価）等を講じ
ている。

これらは、財産税がその財産を処分して払うことを予定したものではなく、経
常的な所得により払われることを建前としていることに鑑み、採用されている制
度であるという。

３．移転段階における課税
３－1．譲渡所得課税
アメリカにおける不動産のキャピタル・ゲインに対する課税は、主たる居住用

資産の譲渡益に対する優遇措置など、全世界で最も包括的な所得概念61）に基づく
所得課税制度が整備されている国といわれていることが色あせするほど緩和され
ている。その理由は、キャピタル・ゲインが長期間にわたって累積されるもので
あるので、課税の平準化することで、その発生時点における累進税率の適用によ
る税負担を緩和する必要性、未実現の所得に対する非課税との調和、キャピタル・
ゲインに対する課税がもたらす投資抑制の恐れ（lock-in effect）等を考慮したも
のであるという62）。

⑴　課税方法
個人において当該資本資産を1年超所有したものかどうかにより、長期譲渡所

60） 碓井光明「地方税の法律検討」『地方税の諸問題』租税法研究第7巻21頁（1979年）。
61） I.R.C.§61 (a)。原文を紹介すると、§61 Gross income defined (a) General Definition － 

Except as otherwise provided in this subtitle, gross income means all income from 
whatever source derived, including （but not limited to） the following items:、となって
いる。

62） 水野忠恒『租税法』（第3版）196頁（有斐閣、2007年）。
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得と短期譲渡所得とに区分する。まず、短期キャピタル・ゲインとそのロスにつ
いては、課税上通常の所得および普通の費用と同じく取り扱っている。一方、長
期譲渡所得については、20%の単一税率で課される。さらに、2001年の経済成
長と租税軽減法63）により、2003年から2010年までの間は、その適用税率が、5%（所
得区間10%と15%に該当する課税標準の場合）と15%に引き下げられる。

⑵　相続等による資産の無償移転に伴う措置
相続により、資産が無償で移転される場合、移転時の公正な市場価格（fair 

market value）が相続人の取得価格になる（step-up basis、I.R.C. §1014）。従っ
て、それまでの値上がり益は非課税とされ、含み損は切り捨てられる。これは、
遺産税を課した財産に所得税を課すると二重課税になるからであるが、他面では、
相続財産の過小評価を防止するという効果も有しているという64）。一方、贈与の
場合、受贈者が贈与者の取得価格を引き継ぐこととするが、贈与税が課される場
合、その資産の公正な市場価格を超えない範囲でその税額分は取得価格を引き上
げるものとされる（I.R.C. §1015 (d) ( 1 ) - ( 5 )）。ただし、2010年に連邦遺産税が
廃止されると、相続人または受贈者がその移転につき、被相続人または贈与者の
取得価格を引き継ぐ（carry-over basis）制度に転換（2001年法§542、I.R.C. 
§1022）され、被相続人または贈与者の取得価格か、相続時または贈与時にお
ける公正市場価格か、いずれかより低い価額とされる（I.R.C. §1022 (a)）。

⑶　キャピタル・ロスに対する取り扱い
個人のキャピタル・ロスは、原則的にキャピタル・ゲインの範囲内からのみ控

除が認められる。ただし、キャピタル・ゲインで控除しきれない部分については、
年間3,000ドル（結婚した個人が夫婦分離申告する場合には1,500ドル）まで他
の所得と期限なしに控除が認められ（I.R.C. §1211 (b)）、キャピタル・ゲインと
の繰越控除も認められる（I.R.C. §1212 (b)）。

一方、法人のキャピタル・ロスについては、キャピタル・ゲインの範囲内から
のみ控除が認められる（I.R.C. §1211 (a)）。また、そのロスについては、一定の
条件の下で5年間の繰越控除も認められる（I.R.C. §1212）。

63） The Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001。
64） 渋谷雅弘「相続税制の動向─アメリカとドイツ」ZEIKEN2002年3月号49頁。
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⑷　居住用住宅に対する優遇措置
居住用住宅については、売却時点以前5年間所有し、なおかつ、少なくとも2

年間居住した主たる居住用住宅（principal residence）の譲渡益に対して50万ド
ル（夫婦分離申告の場合は25万ドル）まで所得控除を認める。また、50万ドル
を超える譲渡益がある場合には通常の所得税率（10%～35%の6段階）ではなく、
譲渡益として優遇税率（10%、20%、25%、28%）が適用される。この50万ドル
所得控除の特例は、売却時点から遡って2年以内にその特例の適用が無かった場
合に適用される。

３－２．遺産課税
アメリカにおける財産の無償移転に対する課税は、形式上は相続・贈与・世代

跳躍の三つの類型に分けられているが、1976年連邦税制改正後、人の一生のう
ち生前の贈与と死亡時の相続を全て累計して課税する統一財産移転税方式になっ
ている。遺産税・贈与税に対する控除額の算定も、被相続人・贈与者によるそれ
までの贈与額と死亡時点での遺産額との累計額を基準とする遺産・贈与統合控除
の制度を採用している。

アメリカでは、2010年に遺産税が暫定的に廃止されることになっている65）。
遺産税の廃止の背景は、高齢者の投資・貯蓄に対する連邦税の実質的な負担率が、
所得税・遺産税合わせて68％にも達しているため、投資・貯蓄を阻害し、よっ
て経済活動に悪影響を及ぼすからであるという66）。しかし、遺産税のもたらす所
得と富の再分配、非営利組織に対する寄付の促進、そして税収（2003年・220億
ドル）の確保の役割から存置が支持されてきているわけである67）。

アメリカの遺産税の位置を見れば、死亡者に対する課税者の比率1.17%（2002
年）68）、贈与税を含めた税収の連邦収入に占める割合1.1%（2003年）69）と、極限

65） The Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001。
66） 吉井一洋・横山淳・斉藤純「米国の大型減税法の概要」ZEIKEITSUSHIN第56巻12号

141頁（2001年）。
67） 例えば、Joint Economic Committee United States Congress『The Economics of the 

Estate Tax: An Update』page2 (Washington DC, Joint Economic Committee, 2003 )。
68） Internal Revenue Service of United States Department of the Treasury『Taxable 

Estate Returns as a Percentage of Adult Deaths, Selected Years of Death, 1934 -2002』
(Washington DC, Internal Revenue Service, 2006 )。 
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られた富裕層のみが課税の対象になっている。
⑴　生前贈与と死亡時の相続との累積課税
アメリカにおける相続・贈与税は、典型的な遺産税の形式を採り、遺産・贈与

を問わず生涯に一定の控除額を認める累積課税方式にし、世代跳躍税を創設して
連邦遺産税・贈与税・世代跳躍税の三つを合わせて移転税（Transfer Tax）と
して課税している。従って、遺産税の計算において相続人の数、または各相続人
の相続財産の多寡が反映されなく、死亡時被相続人の一生を通じて税負担を清算
するという役割が期待される。

⑵　贈与に多額の非課税措置
贈与税が遺産税に完全に統合されたわけではなく、また、2010年に遺産税が

廃止されても贈与税は存置される。ただし、贈与税においては、年間一人当たり
12 ,000ドルまでの贈与、夫婦間の贈与（制限なし）、他人のために学校あるいは
医療機関に直接支給する授業料または医療費、政治組織に対する贈与、慈善団体
への寄付等、大きな非課税70）の対象が認められている。

⑶　税率
遺産税の税率は、18%から45%（2007年～ 2009年）までであるが、2010年ま

で連邦議会が何の措置もしなければ、遺産税は2011年に復活され、2001年の最
高税率55%に戻ることになる。なお、2010年遺産税が廃止されると、贈与税の
最高税率は所得税のそれと同じく35%になる。2007年以降2010年まで連邦遺産
税は、以下のように変わっていく（I.R.C.§2001 (2 )(a)・§2010）。

年度 遺産税統一税額控除額（贈与税控除額） 贈与税・遺産税の最高税率
2007年 $2 ,000 ,000（$1 ,000 ,000） 45%
2008年 $2 ,000 ,000（$1 ,000 ,000） 45%
2009年 $3 ,500 ,000（$1 ,000 ,000） 45%
2010年 遺産税廃止（$1 ,000 ,000） 所得税の最高税率（35%）

69） Joint Economic Committee United States Congress『The Economics of the Estate 
Tax: An Update』page5 (Washington DC, Joint Economic Committee, 2003 )。

70） I.R.C.§2503 (b)(e)・§2513・§2522。
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⑷　財産の評価
財産の評価は、財産の移転時（故人の死亡時または贈与の時）を基準として、

遺産税においても贈与税においても、公正市場価値（fair market value）により
行われる。ただし、Alternate valuationという規定を設け、遺産税については遺
言執行者の選択により、故人の死亡の日の6月後の日を評価日として選択するこ
とも可能である（I.R.C. §2032）。

⑸　家族経営農家および小規模企業に対する優遇措置
家族経営農家と小規模企業に対しては、相続上優遇されている。すなわち、農

業経営者と小規模企業のオーナーは、当該不動産を事業資産として相続後10年
以上保有し続けることを条件に、その事業用不動産の課税価額の評価に際し、市
場価額より低い現行使用価値（時価の30%～60%水準）を適用可能となり、事
業用資産の割合が総遺産額の35%を超える場合には、遺産税額を14年にわたっ
て市場利子率より低い、優遇金利での分割払いが認められる。

第３節　イギリス

イギリスは、1799年、全世界で最初に所得税を導入した税制の面での先進国
である。しかし、所得税制におけるスケジュール制度で見られるように、所得源
泉説の伝統が長いこともあり、不動産のキャピタル・ゲインに対する課税の歴史
が浅い。しかしながら、不動産税制から見れば、取得や保有段階において税目が
単純化されており、保有課税の納税義務者を他の国とは異なって、当該不動産の
所有者ではなくて占有者にするなど、イギリスながらの独特な制度を運営してい
る。イギリスは、資産家等富裕層に対し優遇な税制を運営すると指摘されている
ように、キャピタル・ゲインを始め、相続や贈与など資産の移転時の課税が軽く
なっている。

１．取得段階における課税（Stamp Duty Land Tax）
イギリスの不動産の取得段階における課税は、土地の取得及び土地獲得に関す

る権利と土地のリースに対する取引税として印紙土地税（Stamp Duty Land 
Tax）が課される。印紙土地税は、国税である。

イギリスにおける印紙税の歴史は古く（1694年創設）、徴収面での便宜等によ

（     ） 一橋法学　第 7 巻　第 3 号　2008 年 11 月196



857

り、財政の確保手段としてよく使われてきたわけである。かつて、土地に対する
権利の移転（正確にはそれに対する課税文書）においても印紙税（Stamp Duty）
という税目で課されてきたが、2003年12月、土地の取得については印紙税から
分離し、印紙土地税（Stamp Duty Land Tax）を創設したのである71）。これに
より、Stamp Dutyの課税対象は、株式と取引相場のある証券及びパートナーシッ
プにおける権利の移転に限定されることになったのである。

イギリスは、土地の取引に対する申告制度を運営し、土地を取得した者は、取
引の完了日から30日以内に印紙土地税を納付すると共に土地取引の申告をしな
ければならない。

印紙土地税は、取引価格から150 ,000ポンドまでは非課税とし、課税標準の大
きさによって1％（250 ,000ポンドまで）、3％（500 ,000ポンドまで）、4％（500 ,000
ポンド超）の異なる単純累進税率が適用されるので、相当高い水準である。

２．保有段階における課税
イギリスにおける不動産の保有課税は、1989年まで長い間、地方税として居住

用財産に対する住宅系のレイト（Domestic Rate）と事業用財産に対する事業所
系のレイト（Non Domestic Rate）とに分けて課されて来たが、1990年、Domestic 
Rateを廃止し、人頭税（Poll Tax）であるコミュニティー・チャーヂ（Community 
Charge）を導入した。

しかし、Community Chargeに対する反発が強くなり、1993年Community 
ChargeをCouncil Taxに転換（Local Government Finance Act 1992、1992 .3 . 6）
されて、今日に至っている。なお、Community Chargeの導入に伴い、Non 
Domestic Rateは国税に転換された（1990年4月1日）。

２－1．カウンシル･タックス（Council Tax、地方住宅税）
カウンシル･タックスは、イギリスにおける唯一の地方自治団体の独自の租税

である。この租税は、居住用財産（dwelling property）を課税のベースにする租
税で、上で見たようにCommunity Chargeによる人頭税騒動の結果生まれたも
のである。それゆえ、税額を計算するに当たり、その住宅に成人が二人以上住ん

71） Finance Act 2003 (2003 Charter 14 ) ( 2003 .7 . 10 )。
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でいるかどうかを基準にする等、人頭税的な色彩も残っており、財産的要素と人
的要素が結合された租税である。

⑴　課税の対象および納税義務者
カウンシル･タックスの課税対象は、住宅である。また、納税義務者は自己所

有、賃貸を問わず原則的に占有者である。つまり、当該地域の行政サービスから
実際上の便宜を受けている住民を対象に応益負担の原則に沿って課税する。18
歳以下の未成年は課税義務がなく、同居する夫婦は共同で納税義務を負う。ただ
し、次のいずれかの場合、所有者が納税義務者になる。すなわち、①家賃を別々
に支払う複数の世帯主から占有されている住宅、②同住宅に住んでいる全世帯員
が18歳以下である住宅、③国内に主たる居住用財産を持っているが、臨時的に
滞在する人が占有している住宅、④療養ホーム・病院・ホステルまたは女性の避
難所として利用される住宅、⑤その住宅に居住者がいない場合である。

⑵　財産評価
財産の評価は、歳入関税庁（Her Majesty’s Revenue and Customs）の部局で

ある評価局（Valuation Office Agency）が行う。財産の評価において、評価額帯
（Valuation Band）が用いられ、その評価額帯に載せる評価額は、公開市場（open 
market）で売られるであろう一種の仮装価格に、その財産の規模・経過年数・
その他の特徴を考慮して決める。一度評価額帯に載せられると、住宅の破壊・自
治体の管轄変化等による当該財産の価値の減少、住宅を事業用に転換、改築によ
り価値が増加する場合等を除いて、その後の住宅市場の値動きによる財産価値の
増加または減少を理由にそれを次回の評価替えまで見直すこととしない。

イギリスの評価局は、①カウンシル・タックスの評価額帯の決定、②ビジネ
ス・レイトの賃貸価格の評価、③キャピタル・ゲイン税と相続税の土地と建物の
評価、④他の政府機関や地方自治団体のための財産の評価に関する業務に携わっ
ている。

イギリスにおける資産の評価替えは、定期的に行われることがなく、新たな資
産が生じた場合のみ、どの評価額帯（ＡからＨまでの8つ、ウェールズの場合9つ）
に属するかを決めればよい72）。

72） 1992年法5. ( 2 )。ウェールズの場合、同法5. ( 3 )。
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《カウンシル･タックスの評価額帯（イングランド）》

評価額帯 資産評価額（ ） 比率（Ratio as） 平均税額（2006年）
Ａ
Ｂ
Ｃ

40 ,000以下
40 ,001 ～ 52 ,000
52 ,001 ～ 68 ,000

6/9（67％）
7/9（78％）
8/9（89％）

845
986
1 ,127

Ｄ 68 ,001 ～ 88 ,000 9/9（100％） 1,268
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ

88 ,001 ～ 120 ,000
120 ,001 ～ 160 ,000
160 ,001 ～ 320 ,000
320 ,001以上

11/9（122％）
13/9（144％）
15/9（167％）
18/9（200％）

1,550
1 ,832
2 ,113
2 ,536

⑶　税率
カウンシル・タックスの税率は、地方自治団体が各々の評価額帯ごとに毎年設

定する。その仕組みは、アメリカの財産税と似たようなもので、各地方自治団体
は当年度における必要予算額から逆算して、国の補助金とビジネス・レイトから
の配分予想額等を差し引いたカウンシル・タックスで賄うべき金額を算出した
後、評価額帯ごとの税額を決めることにより設定する。従って、その税の負担は、
常に納税者間の配分の公平が最も重要である。評価額帯Ｄを基準にして、最高の
ところ（Ｈ）が最低のところ（Ａ）の約3倍になるように設定されている。2006
年の場合、基準になる評価額帯Ｄの平均カウンシル･タックス額は1,268ポンド
であり、全体の平均額は1,065ポンドである。

⑷　負担緩和措置
カウンシル・タックスにおいては、課税免除および減免措置が広く認められて

いる。まず、①人に占有されてなく家具も備え付けていない空き家は6 ヶ月間、
②大型修理または再配置のために空いている場合最長12 ヶ月間、③入院等のた
め占有しない住宅、④学生居住用住宅、⑤全世帯員が18歳以下である住宅、等
の場合、課税が免除される。また、①世帯員のうち18歳以上の成人が一人のみ
の場合25%、②世帯員のうち身体障害者がおり、その人のため必要な施設を備
え付けた住宅（評価額帯を調整することにより減税）、③セカンドハウスまたは
ホリデーホームは10% ～ 50%、等の減税が認められる。
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２－２．ビジネス・レイト（Business Rate、National Non-Domestic Rates）
カウンシル・タックスが居住用財産をその課税の対象にするのに対し、ビジネ

ス・レイトは、非居住用財産を対象にする。
⑴　ビジネス・レイトの全般的な仕組み
店舗、事務所、倉庫、工場など事業用財産である非居住用不動産の占有者を納

税義務者とする。ただ、その建物が空いている場合は、所有者が納税義務を負う。
また、国の統一評価によって決めた賃貸価格を課税標準に、統一税率で課される
国税である。住宅が居住用と事業用とに併用されている場合、居住用に使用され
る部分にはカウンシル・タックスが、事業用に使用される部分にはビジネス・レ
イトが課される。

課税権は、歳入関税庁が有するが、徴収は地方自治団体（District）が行う。
徴収されるビジネス・レイトは、国にプールされ、その全額を地方自治団体に人
口比（大人基準）で再配分される。

⑵　財産の評価
ビジネス・レイトにおける財産の評価も評価局（Valuation Office Agency）で

行うが、評価替えは、カウンシル・タックスと違って5年に一度となっている
（最近のものは2005年4月、2003年4月1日基準）。評価局は、全ての非居住用不動
産に対して課税評価額を記載した台帳を作成し、それを維持管理する責任を負う。

評価の方法は、当該資産が特定の期日（評価基準日）における公開市場（open 
market）において、1年間どのくらいの賃料で賃貸借が成立するかによる、賃貸
価格を基準とする。

⑶　税率
税率は、係数（multiplier）というもので、その係数はイングランド73）とウェー

ルズに分け、さらに対象資産をその大きさによりまた二つに分けて策定する。イ
ングランドにおける07－08年度の該当係数は、評価額1ポンドにつき、課税評
価額15 ,000ポンド以下（Great Londonの場合25 ,000ポンド以下）の小規模財産
の場合は44 .1ペンス、それ以上の財産の場合は44 .4ペンスとなっている。従って、

73） イングランドにおいても、ロンドン市（The City of London）は、小規模財産44 .5ペン
ス、それ以外の財産44 .8ペンスと、その他の地域に比べて少し高く設定されている。
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小規模財産に対する税率は44 .1%、それ以上の財産に対する税率は44 .4%であ
るといってよい。この係数に評価額を乗じれば税額（ビジネス・レイト）が算出
される。例えば、イングランド地域で25 ,000ポンドと評価された工場のビジネ
ス・レイトは、11 ,100ポンドであり、同地域で10 ,000ポンドと評価された事務
所のビジネス・レイトは4,410ポンドになる。

この係数（税率）は、インフレーションに対応して毎年度変更されるが、税率
の上昇率は、評価替えに伴って行われる場合を除いて、その時のインフレ率を越
えてはならないこととされている。これは、年々地方行政サービスの実質的な水
準を保ちながらも住民のビジネス・レイトへの負担水準を一定の範囲内で抑える
ためであるという。

《ビジネス・レイトの推移》

課税年度 イングランド ウェールズ
2003/04 44 .4p 44 .0p
2004/05 45 .6p 45 .2p
2005/06 42 .2p（小規模財産41 .5p） 42 .1p
2006/07 43 .3p（小規模財産42 .6p） 43 .2p
2007/08 44 .4p（小規模財産44 .1p） 44 .8p

⑷　負担調整措置
ビジネス・レイトには、幾つかの負担調整措置が設けられている。
第1に、年間増税額の限度である。小規模財産の場合、06－07年・7.5%、07－

08年・10%、08－09年・15%とされており、それ以外の財産の場合、06－07年・
17 .5%、07－08年・20%、08－09年・25%とされている。

第2に、年間減税額の限度もある。小規模財産の場合、06－07年・30%まで、
07－08年・35%まで、08－09年・60%まで減額可能となり、それ以外の財産の
場合、06－07年・12 .5%まで、07－08年・14%まで、08－09年・25%まで減
額可能である。

このような負担調整措置を置いているのは、5年に1度評価替えするため、そ
の間の不動産市場の大きな変化を納税者の税額に現れる影響を段階的に導入する
ための措置である。
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第3に、それ以外にも、農業用土地及びその建物、漁場、身体障害者に使用さ
れる財産等は免税される等、幅広い減免措置が講じられている。

３．移転段階における課税
イギリスにおける不動産の移転に対する課税は、有償移転に伴う譲渡益につい

てキャピタル・ゲインに対する所得税を、無償移転の場合、他所の国と同じく遺
産税（相続・贈与税）を課する。イギリスでは、（実際）インカムに対する課税
という認識が強く、キャピタル・ゲインに対する租税はもとより相続・贈与税に
おいても、課税最低限の金額を毎年引き上げるのが特徴である。

３－1．譲渡所得課税（Taxation of Chargeable Gains）
イギリスにおける所得税制は、かつてから、税源であるキャピタルには課税せ

ず、それが生み出すインカムだけに課税すべきだという考え方が支配的であった。
それゆえ、キャピタルとそのゲインが同視され、キャピタル・ゲインに対する課
税を控えてきた。しかし、第二次世界戦争が終わった後の土地ブームによる地価
高騰で、1962年、投機的性格を有する（保有期間が土地については3年、その他
の資産については6 ヶ月）キャピタル・ゲインについて所得税（Schedule D）と
して課税することになった。

その後、キャピタル・ゲインに対する課税が次第に強化され、1965年、キャ
ピタル・ゲイン税の導入（Finance Act 1965、1965 .4 . 6）により、保有期間1年
以下の短期キャピタル・ゲインは、その全額を課税所得に算入し、保有期間1年
超の長期キャピタル・ゲインは、キャピタル・ゲイン税として30%の税率で分
離課税することとした。現在のキャピタル・ゲインに対する課税は、1992年に
改正されたもの（Taxation of Chargeable Gains Act 1992）であるが、その主な
内容を見ると、次の通りである。

第1に、キャピタル・ゲインは、年間一定の金額（annual exempt amount）を
控除し、残りの全額を通常の所得に合算して所得税として総合課税（10%・
20%・40%の3段階累進税率）する。その一定の控除額は物価スライドされるの
で毎年変動するが、2007/08年の租税年度（6 April 2007 to 5 April 2008）の場合、
9,200ポンドである（2006/07年の課税年度の場合8,800ポンド）。従って、キャ
ピタル・ゲインについては実際上、所得税の総合課税になっている。
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第2に、キャピタル・ロスは、他の所得との損益通算が認められず、当該年度
のキャピタル・ゲインとの控除を認め、控除しきれない部分については、翌年以
降にキャピタル・ゲインが生じれば、無期限に繰り越し控除が可能である。

第3に、相続・贈与により資産が無償に移転される場合、相続人・受贈者が被
相続人または贈与者の死亡の時または贈与の時において、市場価格で当該財産を
取得するものとみなし、故人または贈与者の当該財産の所有期間中の値上がり益
については課税しない。

第4に、個人の主たる居住用住宅（principal private residence、建物と庭の広
さが5,000㎡を超えないもの）からの譲渡益に対しては、その金額の多寡に拘わ
らず非課税とされている。これと釣り合い上、住宅の譲渡から発生するキャピタ
ル・ロスに対しては、他のキャピタル・ゲインから控除を認めず、他の所得との
損益通算も認められない。

第5に、法人のキャピタル・ゲインに対しては、当該法人の通常の所得に算入
され、法人税として課される。

第6に、キャピタル・ゲインおよびそのロスについては、納税申告書（キャピ
タル・ゲインの頁）に譲渡された資産ごとのゲインまたはロスを記載することが
義務付けられる。また、納税申告書を提出しない場合であっても、当該課税年度
におけるキャピタル・ゲインまたはロスを報告することとされている。

３－２．相続・贈与課税（Inheritance Tax）
イギリスの相続税は、いわゆる遺産課税方式を採り、相続税の納税義務者は被

相続人、贈与税の納税義務者は贈与者であるとされている。これは、人の死に当
たり、一生における贈与額と、死亡時に残す遺産額を累計して累積清算課税を行
うものである。主な内容を見ると、以下の通りである。

第1に、課税対象は、遺贈者の死亡時に移転される資産と死亡前の7年間に贈
与等で移転された資産との合計額である。ただし、生前贈与の場合、贈与者が贈
与日から7年以上生存すれば、その贈与額は相続税の課税の対象にならない。一方、
生存期間が贈与日から7年以内であっても、贈与から生存期間に従い、生存期間
が3年以下であれば贈与額の100％、4年以内80％、5年以内60％、6年以内
40％、7年以内20％が各々相続税の課税対象に算入される。
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第2に、課税最低限（2007/08年課税年度の場合30万ポンド。毎年物価スライ
ドされて変動する）を超える遺産額に一律40％の税率で課税される。

第3に、財産の評価は、財産の移転時点での合理的な市場価格に相当する価額
とする。すなわち、贈与の場合は贈与時の、相続の場合は死亡時の市場価格（open 
market valuation）が用いられる。財産評価の業務は、既述した評価局で他の租
税における評価と一元的に行われる。

第4に、夫婦別産制を採用しているが、配偶者間の相続・贈与には非課税とさ
れる。また、遺贈者一人当たり年3,000ポンドまでの贈与（子供は両親から年6,000
ポンド）には非課税とされる。それ以外に、国営企業・公益機関への寄付、慈善
団体（registered charity）・政治団体への寄付についても非課税とする。

第４節　ドイツ

ドイツは、キャピタル・ゲインに対する原則非課税から見られるように、先進
国の中で資産に対して最も軽く課税している国の一つである。

ドイツでは、建物は土地と一体的に構成されており、独立して実体的物権の客
体とはなりえない。従って、土地と分離して建物のみを譲渡することはできなく、
建物のみに抵当権を設定することもできない（民法第94条）。

ドイツにおける不動産に対する課税は、かつて取得段階に不動産取得税、保有
段階に不動産税・財産税（富裕税）・資本営業税、移転段階に（譲渡）所得税・
相続税・贈与税が課されてきた。ところが、不動産とそれ以外の資産の評価の公
平性を巡る1995年の連邦憲法裁判所の違憲決定74）で、財産税は1997年から課税
停止となり、資本営業税は廃止された。現在は、取得・保有の段階では、各々一
つの税目に単純化された、シンプルな不動産税制を有している。

１．取得段階における課税（Grunderwerbsteuer、不動産取引税）
ドイツにおける不動産の取引（流通）に係る租税は、州税である不動産取引税

が課される。同租税は、1909年、帝国印紙税法から始まり、1919年、不動産取
得税法に転換され、その後も発展を重ねて現在に至っている75）。

74） BverfG v. 22 . 6 . 1995 , BStBIⅡ1995 , 655 und BStBIⅡ1995 , 671。
75） 金裕燦『主要国の租税制度─ドイツ編』294頁（韓国租税研究院、2004年）。
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課税価額は、有償取得など取引価格がある場合はその取引価格とし、相続など
無償による取得であるため、取引価格のない場合は評価価格である不動産所有価
格による。その評価額は、実勢価格の50％から60％の水準であるといわれる。

不動産取得税の税率は、3.5%であり、流通税としては重い方である。これは、
同じく州税であった財産税が、課税停止されることに伴い、引き上げられたから
である。

不動産取得税に対する納税義務は、不動産の譲受人と譲渡人が共同で負うこと
とされている。しかし、実際上はその取得者が負担することが一般的である。

２．保有段階における課税（Grundsteuer、不動産税）
ドイツにおいては、不動産に対する課税水準それ自体が低いことにあいまって、

保有課税の負担も極めて軽くなっている。すなわち、保有課税の実効税率は、お
よそ0.15％に過ぎないといわれている。

保有段階における課税は、地方税（市町村税76））として不動産税が課される。
不動産税は、次のようなものになっている。

第1に、不動産税の課税対象は、農林業用不動産（不動産税Ａ）と、家屋も含
めた個人または企業により所有されるその他の不動産（不動産税Ｂ）に区分され
る。2002年の場合、不動産税Ａからの税収は、全不動産税収の4％弱に過ぎず、
殆どの収入が不動産税Ｂからなるものである。

第2に、納税者義務者は、原則的に登記簿に登録されている、その不動産の所
有者である。

第3に、不動産の評価77）は、連邦法である評価法（Bewertungsgesetz）に基づ
いて行われる。この価額を統一評価額（1925年導入）といい、評価対象を経済
的統一体に評価する方法を採る。統一評価額は、不動産取得税・不動産税・財産
税（富裕税）・資本営業税・相続税・贈与税等に統一的に適用されてきた。しか
し、この統一評価額は、1964年1月1日を基準日として設定されたもので（6年
ごと評価替予定）、それまでの地価の上昇などにより、不動産の評価額が取引価

76） ベルリン、ハンブルクのように、州に属している都市の場合、州が課税権を有するので、
この場合においては州税でもある。

77） 渋谷雅弘「財産評価の課題─アメリカとドイツ」ZEIKEN2003年3月号22‒25頁。
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格（時価）の僅かな部分しか反映されなかった。代わりに、金融資産等不動産以
外の資産は、取引価格により評価され、両者の間に著しく格差があった。

この不動産とそれ以外の資産との評価の格差は、連邦憲法裁判所により違憲と
され、1997年以降統一評価額は、不動産税のみに用いられるようになり、相続
税と不動産取得税は別に評価する価額とされている。

不動産税における財産の統一評価額は、土地に関しては取引価格を基準とする
が、一般に収益価値により算出される。しかしながら、実際の評価額は、取引価
格より相当低く設定されているといわれている。

第4に、税額は、租税算定額に各地方自治団体が定める賦課率を乗じて算定す
る。租税算定額は、評価額（統一評価額）に不動産の用途およびその所在する位
置によって決めている租税算定率を乗じて算出する。租税算定率は、原則として
3.5/1 ,000（標準算定率）であるが、農林業財産については6/1 ,000に設定され
ている等、財産によって幾つか分類されている。また、賦課率は、地方自治団体
によって異なるが、不動産税Ａについては150％～ 500％（平均約292％）、不動
産税Ｂについては280％～ 600%（平均約392％）である。

３．移転段階における課税
３－1．譲渡所得課税
ドイツでは、個人のキャピタル・ゲインに対し、投機的行為とみなされない限

り、原則的非課税となっている。投機的行為とは、取得から売却までの期間が土
地等は10年以内、株式等その他の資産は1年以内であることをいう。この保有期
間による課税・非課税の区別は、ドイツ連邦憲法裁判所の決定（1969年7月9
日）78）により、恣意的な差別でないと正当化されたのである。

ドイツにおいても、最近、キャピタル・ゲインに対する課税が強化されつつあ
る。すなわち、投機的行為とみなされる期間が、土地等の場合、2年以内保有か
ら10年以内保有に、その他の資産は6 ヶ月以内保有から1年以内保有に、大幅に
長くなったのである。

78） Bverfg-Beschluß v. 9 . 7 . 1969̶2 BvL 20/65̶, BverfGE 26 , S. 302 = BstBI 1970 II S. 
156。
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ドイツの譲渡所得課税制度を簡単にまとめると、以下の通りである。
第1に、不動産などの譲渡が、投機的行為に該当して譲渡所得課税の対象にな

れば、他の所得と合算して通常の税率（15％～ 45％）で課される。
第2に、キャピタル・ロスについては、当該年度の投機的行為による所得から

のみ控除が認められる。
第3に、法人のキャピタル・ゲインおよびロスについては、通常の所得または

費用と同様に取り扱われている。
このように、ドイツが不動産譲渡益に対して軽課しているのは、①譲渡所得の

重課は、凍結効果を生じる恐れがあること、②ドイツでは、国民の大半が土地保
有者であること、③キャピタル・ゲインの相当部分は、物価上昇に基づく名目的
なゲインであること、等であるからだという79）。

３－２．相続・贈与課税
ドイツの相続税は、遺産取得課税方式を採り、死亡による取得と同じ者から過

去10年以内に取得した財産を課税の対象として累積課税される。ただ、生前贈
与の場合には、贈与者と受贈者が連帯して納税義務を負う。相続・贈与税の税収
は総国税の3％強80）を占め、死亡者比課税対象者の割合は20%弱である。

主な内容は、次の通りである。
第1に、税率は、生前贈与により贈与税が課される場合にも、死亡による取得

に対する相続税が課される場合にも、同一であるが、課税クラスおよび課税標準
により異なる単純累進税率が適用される。課税クラスとは、被相続人または贈与
者との血縁関係の親疎により区分されるもので、クラス1は、配偶者・子（継子）・
代襲相続の場合の孫、相続の場合の父母・祖父母である。また、クラス2は、贈
与の場合の父母・祖父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の卑属、継父母、義子、義父母、
元配偶者である。クラス3は、その他である。

79） 中橋敬次郎編『付加価値税・土地税制等をめぐる欧米税制の動向と背景─欧米税制調査
報告書集』518頁（大蔵省印刷局、1971年）。

80） ドイツは、主要税源である付加価値税、所得税、法人税等が国・州・地方の共同税になっ
ており、総租税収入に占める国税収入の割合が他所の国より低い（2002年の場合42 .6％）
ので、相続・贈与税の総国税収入に占める割合が高いように見られる。
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課税標準
クラス別の税率（%）

クラス1 クラス2 クラス3
～ 52 ,000ユーロ 7 12 17
～ 256 ,000ユーロ 11 17 23
～ 512 ,000ユーロ 15 22 29
～ 5 ,113 ,000ユーロ 19 27 35
～ 12 ,783 ,000ユーロ 23 32 41
～ 25 ,565 ,000ユーロ 27 37 47
25 ,565 , 000ユーロ超 30 40 50

第2に、相続・贈与控除は、相続と贈与とが累積課税されることにより、両方
の累積控除が行われる。基礎控除額として、配偶者に307 ,000ユーロ、子および
代襲相続の場合の孫に205 ,000ユーロ、クラス1のその他の親族である父母・祖
父母に51 ,200ユーロ、クラス2の者に10 ,300ユーロ、クラス3の者に5,200ユー
ロを認める。また、特別控除として、配偶者に256 ,000ユーロと子および代襲相
続の場合の孫に年齢により52 ,000ユーロから10 ,300ユーロまでの控除が上乗せ
される。

それ以外の非課税枠は、①家財等についてクラス1に属する納税者に50 ,300ユー
ロ、クラス2またはクラス3に属する納税者に10 ,300ユーロ、②居住目的の住居
または区分所有権の配偶者への事前贈与、③被相続人の家族構成人の扶養請求権
等、④連邦など公共機関への出捐、教会または慈善・公益目的団体への出捐、政
党への出捐、等が設けられている。

第3に、財産の評価は、主に評価法に基づいて行われるが、原則的に普通価格
による。普通価格とは、その経済財の性質に従って通常の商取引において、処分
によって得られる価格によって定めるもの81）という。事業用財産を含めて不動産
については、必要評価に基づいて不動産所有価格により評価される。

第4に、事業用財産、農林業用財産または資本会社持分の移転については特例

81） 渋谷雅弘「事業承継税制の現状」法学69巻1号57頁（2005年）。
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が設けられ、家業の維持に厚く優遇する。すなわち、被相続人または贈与者が有
する国内にある企業または農林業あるいは資本会社持分（全持分の4分の1以上
を所有する場合）の100%の相続または贈与を受ける場合、256 ,000ユーロをま
ず控除し、残りの40%を減額した後の価額を課税標準とする。この優遇措置が
有効なものになるためには、取得後5年以上維持することが条件で、5年以内に
売却した場合には、遡及的に効力を失う。なお、事業用資産等を相続・贈与によ
り取得した納税者は、申請により10年間の延納も認められる。

第5に、ドイツの相続税・贈与税においては、相続・贈与に対し、小さな金額
まで申告義務を負わせる。

第５節　フランス

フランスにおける資産課税の割合は、国税と地方税を合わせると21 .9％（所
得課税37 .1％、消費課税41 .0％）を占め、OECD諸国の中でトップに立っている。
不動産に対する取得・保有・移転の各段階における税目が多く、さらに、同じ課
税対象に対して国と州または地方自治団体間、共同で賦課する制度になっている。
地方税においては、地方自治団体に税率の決定権は認めているものの、賦課は国
の税務官署が、その徴収は国の会計官が担当しており、地方税において課税権と
賦課・徴収権が分離されている。

１．取得段階における課税（登録税、不動産公示税）
フランスにおいては、不動産を取引する際、公認契約書を用いることが義務に

なっている。この公認契約書制度に基づいて登記が行われており、登記制度は、
公簿への登録手続と不動産物件の移転および設定について第三者に知らせる公示
手続からなる。ただし、実際上、売買・競売・交換等有償による不動産所有権の
移転等の場合、公示手続は登録手続と統合手続により行い、公示手続を分離して
行うのは、相続・贈与、12年以上の期限の定めのある不動産賃貸借などの場合
のみである。

登録手続は、収税官署で行い、公示手続は、抵当権保存所で行う。登録税また
は不動産公示税は、登録または公示手続を行う過程で徴収される。収税官署で徴
収される租税を登録税と呼ばれ、抵当権保存所で徴収される租税を不動産公示税
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と呼ばれる。
不動産の売買にかかる登録税は、当該不動産の取得者を納税義務者として、売

買契約に明示されている金額を課税標準として課される。ただし、契約金額が時
価を下回る場合には、時価によることとされる。

売買による登録税は、広域自治団体（region, department）の税源である。し
かし、基礎自治団体（commune）にも一部配分され、また、一部は国の徴収費
用にもあてられる。すなわち、不動産を登録する際、4.89%の登録税が賦課され
るが、そのうち広域自治団体税が3.6%、基礎自治団体税が1.2%、そして国の徴
税経費賦課金が0.09%（広域自治団体税3.6%の2.5%）との配分となっている。
広域自治団体税分の税率3.6%は、上限税率であって、議会は下限1%から上限
3.6%までの間で調整することが可能である。

２．保有段階における課税
フランスにおいて不動産の保有段階における租税は、既建築不動産税、非建築

不動産税、住宅税、職業税が課される。これらの4つの租税を地方直接4税と呼
ばれる。それに国税として、富裕税をも課されている。このように、フランスに
おける不動産の保有に伴う課税は、税目が多岐にわたっており、課税方法も重複
されている。例えば、自分の住宅に居住する場合、同一人に対し、住宅の所有者
としての既建築不動産税と、その住宅の占有者としての住宅税が両面で課される。
一方、借家の場合、賃貸人（所有者）は既建築不動産税を、賃借人（占有者）は
住宅税を、各々負担することになる。また、賃貸ビルの場合、その所有者には既
建築不動産税が、そのテナント企業には職業税が、各々課される。さらに、同じ
税目に対し、地方自治団体間に共同で課税を行う。それゆえ、税制の簡素化の側
面からも、課税権者による税源の配分の側面からも、必ずしも望ましいとは言え
ない租税システムを有している。従って、本稿では、地方直接4税については、
省略し、富裕税のみをその概要を見ることとする。

フランスは、以下で述べるように、譲渡所得、特に、長期譲渡所得については
軽課しているが、富裕層に対する課税強化のため、所得税の補完税として富裕税
を課税している。

この租税は、純資産額が一定の規模を超える者に対して課される国税である。
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概略すると、次の通りである。
まず、納税義務者は、個人であるが、事業用財産を除いて、総資産額から債務

を控除した純資産を課税対象とする。
次に、純資産76万ユーロ（約1.2億円）までは非課税（限度額）とし、それを

超える資産について0.55％～ 1.8％（6段階）の税率で課される。算出された税
額から、扶養子女一人当たり150ユーロの税額控除が認められる。

さらに、所得税と富裕税の合計額は、所得の85％（所得税の最高税率は40％）
を限度とする。ただし、純資産が242万ユーロ（約3.9億円）を超える納税者に
対しては、本来の富裕税額の50％または11 ,530ユーロ（約187万円）のいずれ
か大きい方にする。

３．移転段階における課税
フランスにおいても、移転段階における課税は、キャピタル・ゲインに対する

譲渡所得税と相続税・贈与税が課されている。ただし、相続税・贈与税の場合、
法律上は相続・贈与にかかる登録税というものである。換言すれば、フランスに
おいては、相続税・贈与税を流通税としてみなされているといえよう。

３－1．譲渡所得課税
フランスにおける不動産の譲渡益課税制度は、次のようなものである。
第1に、課税の対象は、有償による非業務用の資産の売却による譲渡益である。

貴金属・宝石・美術品・骨董品・蒐集品等にも譲渡課税が及ぶ。譲渡額が年間
15 ,000ユーロ（およそ2.4百万円）以下であれば非課税とされる。相続・贈与に
よる資産の移転の場合、当該資産の移転日における時価を相続人または贈与を受
ける者の取得価格とする。

第2に、譲渡益に対して16％の税率で分離課税することにより譲渡益課税関係
を終了させる。ただし、居住者に対しては、譲渡所得税の他に社会保険料などが
11 .6％上乗せして課される。この分離課税制度は、有価証券に対する賦課・徴収
手続と均衡を図るための措置であるという。一方、貴金属については7.5％、宝石・
美術品・骨董品・蒐集品については4.5％の税率で課するが、その課税標準は譲
渡益をそのまま用い、年間15 ,000ユーロといった控除は認めない。

第3に、不動産の譲渡益については、定額控除と所有期間控除を認める。定額
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控除は、一律1,000ユーロであり、所有期間による控除は、所有期間5年を超え
る不動産所有にかかる譲渡について認めるが、その5年を超える年数1年ごとに
10％を上乗せした金額とされる。すなわち、譲渡不動産の所有期間が15年を超
えている場合には、譲渡所得税はないものとされる。

第4に、譲渡損失については、原則的に同種のキャピタル・ゲインからの控除
を認めず、他の所得との損益通算も認められない。

第5に、主たる居住用住宅からの譲渡益は、原則的に非課税とする。ただし、
非課税の恩恵を受けるためには、一定の条件がある。すなわち、取得または建築
の日から継続して居住したものか（居住期間は問わず）、あるいは居住期間の断
続があった場合、取得などの日から通算して5年以上にわたり居住したものかの
いずれかに該当し、なおかつ、主たる居住用住宅であることを要する。

第6に、法人にかかるキャピタル・ゲインとそのロスについては、通常の所得
または費用と同様に取り扱われている。

３－２．相続・贈与課税
フランスにおける相続・贈与税の税収の割合は、国税のおよそ1％を占める水

準である。相続控除額が低く、相続人または受贈者との親疎関係によって別の税
率表を適用するなど幾つかの特徴がある。概略すると、以下の通りである。

第1に、納税義務者は、相続人および受贈者であり、遺産取得課税方式を採っ
ている。被相続人の死亡時の相続に伴う財産と同一人物から生前6年間にわたっ
て受けた贈与財産が一体的に統合課税される。ただし、一人の受贈者が複数の贈
与者からそれぞれ贈与を受けた場合、異なる贈与者からの贈与について別々に課
税がなされる。

第2に、基礎控除額は、配偶者7万6,000ユーロ、直系尊卑属5万ユーロ、兄弟
姉妹5,000ユーロ、その他1,500ユーロである。障害者には5万ユーロの追加控
除を認める。フランスの相続・贈与課税は、低い基礎控除額と低い税率という組
み合わせになっている。ただし、婚姻後に有償で取得された財産は、夫婦の共通
財産となり、一方の死亡時には共通財産が清算され、その2分の1が生存配偶者
の固有の所有権に帰属し、残りの2分の1が死亡した配偶者の固有財産になると
共に相続財産を構成することになる。
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第3に、財産の評価は、原則的に時価によって行う。時価とは、需要供給によ
り当該財産の市況、物的特性、法的規制、経済的環境等を織り込んで市場におい
て決定される価格をいう。被相続人が死亡時における居住として所有していた不
動産で、配偶者や子などと同様に当該不動産に居住している場合には、20％が減
額される。

第4に、相続税と贈与税は、同一の税率表に従って計算され、また、原則的に
同一の基礎控除が認められる。その税率表は、直系親族間、配偶者間、傍系親族
間及び非親族間でそれぞれ別に定められている。所得税の課税単位においては、
世帯単位主義（N分N剰制82））を採っているが、配偶者からの相続も配偶者同士
の贈与にも相続税または贈与税が課される。

配偶者間の相続・贈与の場合 直系尊卑属間の相続・贈与の場合
課税標準 税率 課税標準 税率

～ 7,600ユーロ 5% ～ 7,600ユーロ 5%
～ 15 ,000ユーロ 10% ～ 11 ,400ユーロ 10%
～ 30 ,000ユーロ 15% ～ 15 ,000ユーロ 15%
～ 520 ,000ユーロ 20% ～ 520 ,000ユーロ 20%
～ 850 ,000ユーロ 30% ～ 850 ,000ユーロ 30%
～ 1,700 ,000ユーロ 35% ～ 1,700 ,000ユーロ 35%
1 ,700 ,000ユーロ超 40% 1 ,700 ,000ユーロ超 40%

兄弟姉妹間の相続・贈与の場合 その他の相続・贈与の場合
課税標準 税率 課税標準 税率

　～ 23 ,000ユーロ 35% 4親族以内 55%
　23 ,000ユーロ超 45% 5親族以上、その他 60%

第5に、相続税および贈与税が人口政策と結びついており、被相続人が三人以
上の子を有する場合、2番目以降の子供一人につき610ユーロの税額控除が認め
られる。

82） 世帯所得の分割の際の除数は、単身者1、夫婦2、夫婦子1人2.5、夫婦子2人3、夫婦子
3人以上は子1人毎に1を加算する。
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第４章　韓国における不動産税制のあり方
第１節　基本的な考え方

第２章と第３章で観察したように、不動産に対する税制は、比較対象になって
いる国々において、根本的に異なる点があるわけではなく、共通点が少なくない
ことが明らかである。

本節では、韓国における不動産税制の全体的な方向性を示すこととする。
第1に、あるべき不動産税制を論じるため、所得・消費・資産に対する税源の

配分を大まかではあるが、再デザインする。というのは、資産に対する適正な負
担を求め、所得・消費・資産等に対する課税を適切に組み合わせることにより、
全体として偏りのない税体系を選択していくことが必要83）であるからである。

第2に、取得課税の税目を一元化する。現在、不動産の取引段階で課される取
得税と登録税は、課税ベースが同じく、財源の帰属主体も同一であるので、二つ
の税目に分けて課税する必要性が高くない。同一目的の二つの租税を賦課するこ
とによってもたらされる納税協力費用と行政管理費用を省くこととする。

第3に、保有課税の仕組みを大きく改める方法を示す。地方税の財産税と国税
の総合不動産税に二元化されている保有課税を地方税の財産税に一本化させるう
え、資産の保有に対する適正な税負担を求める方法を講じる。

第4に、譲渡課税を抜本的に見直し、キャピタル・ゲインに対する課税方法に
ついて簡素化、公平化を図る。

第5に、相続・贈与による財産の無償移転に対する課税を強化する。国民年金
制度の成熟、老齢年金および介護保険の導入等公的年金制度の整備84）により、高
齢者ケアの社会化が進んでいる中、これら高齢者ケアの社会化に伴い、これから
は相続人の相続権もその一部を社会化85）する必要性が高まりつつある。

第6に、財産評価のあり方も分析する。現在の財産評価システムは、民間に依
頼して評価する制度により、多額の費用がかかり、評価の結果に対する説明責任

83） 税制調査会『わが国税制の現状と課題─21世紀に向けた国民の参加と選択』13頁（2000
年）。

84） 韓国では、国民年金の満額（所得代替率50%）の支給、基礎老齢年金制度の実施、長
期療養保険（介護保険）の実施等、2008年から公的年金制度がより充実された。

85） 税制調査会答申『あるべき税制の構築にむけた基本方針』（2002年6月）。
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（accountability）等で問題点を露呈しているので、評価業務の客観性・透明性・
効率性・責任性を高めるための制度の整備が必要である。

第２節　取得課税

不動産の取得（流通）に対する課税が、取引の円滑化や資源の効率的な配分な
どに与える影響からすれば、それに対して課税しないか、あるいは、税負担を必
要最小限に留めることが望ましいと考えられる。しかしながら、現に地方自治団
体は、この段階での租税である取得税と登録税からの税収におよそ半分、特に広
域地方自治団体のうち「道」は7割強、を依存している（2005年）。

地方税が、地域住民への行政サービスを直接担う手段であることに鑑み、外部
的要件に関わりなく、その税収が年度間を通じて安定していることが要求され
る。

提案
①取得税と登録税を統一化し、税率を2.0％に半減する。
②統一化に伴う税収減に対しては、保有課税と所得課税の強化により

賄う。

１．取得課税の単純化及び緩和
不動産の取得に対する課税の法的根拠を見ると、まず、登録税は、一般に国家

の登記制度により、財産が公簿への登記または登録されることで法律的に一定の
権利が維持されるため、政府による財産権の保護という行政サービスに対する一
種の対価として位置付けることが可能である。一方、取得税は、不動産の取引の
背後にある経済的負担能力を有するという点に課税根拠を見出して86）87）、課する
租税である。

法的性格はともあれ、経済のグローバル化やソフト化、少子高齢化に伴い、土
地需要の状態が変わりつつあるので、かつてのような不動産に対する流通課税シ

86） 国土交通省「今後の土地税制のあり方について（中間とりまとめ骨子）」税務経理8323
号12頁（2002年7月2日）。

87） 税制調査会の答申『わが国税制の現状と課題─ 21世紀に向けた国民の参加と選択』329
頁（2000年）。
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ステムを維持するのが困難な状況である。
従って、二元化されている取得税と登録税を統一化し、取引課税を思い切って

緩和することにより、納税者の納税協力費用と行政の管理費用を減らし、ひいて
は、不動産の有効利用を図ることが望まれる。

⑴　登録税に統一化・単純化する。
統一化の方法は、上で述べたように、その課税の法的根拠がより明確である登

録税にすることが望ましいと考える。課税ベースからしても、登録税の方がより
包括的である。すなわち、不動産に限って見れば、取得税と登録税とが概ね同一
の課税ベースを用いるので、取得税にしても登録税にしても、さほど不都合はな
い。しかし、登録税のみの課税対象になっている特許権・商標権等各種の無体財
産権は、取得税の課税対象にはなりにくい面がある。

納税や徴税の面から考えても、登録税にした方が、登記・登録の手続きの一環
として納付させ、それを登記機関による納付の確認が容易に行われうる。そのう
え、納税者にこの租税は、登記・登録などの背景にある財産の売買等の取引に担
税力があると認識させる88）と共に、登記によって生じる財産権の保護という利益
と行政サービスとの応益関係について納税者の理解を得やすくなる。

⑵　不動産の有償取得に対する税率は2.0％とする。
第３章で見た諸外国の例を見て明らかであるように、現行の登録税率2.0％は、

決して低くない。また、現在においても、有償取引を原因として取得・登記する
住宅に対しては、（租税）特例措置により、算出された取得税額および登録税額
から各々 50％の減免が認められる。つまり、住宅については、現在でも、取得
課税の税率が4％ではなくて2％になっているわけである（地方税法第273条の2）。

そうだとすれば、取得課税の税率を本則で2.0％と明確に決めておくのが法的
安定性と予測可能性を高めることになる。

⑶　不動産取引内容の申告制度・不動産取引価額の登記制度等は、引き続き運
営する。

これらの制度は、取得課税を適正に行うための税制のインフラである。のみな

88） 税制調査会の答申『わが国税制の現状と課題─ 21世紀に向けた国民の参加と選択』326
頁（2000年）。
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らず、譲渡課税や相続・贈与課税の正常化のためにもかけがえのない税政のイン
フラでもある。

２．税収減に対する措置
取得税と登録税とを登録税への統合に伴い、2005年を基準とすれば、6.7兆ウォ

ン89）の税収減が生じる。上述のように、取得税と登録税は広域地方自治団体の財
源である。それゆえ、これら団体に充てられる別の財源が必要になる。因みに、
本稿は、不動産税制の本来のあるべき姿を描きながらも、実現可能性のある提案
をするため、税収中立性を前提にして判断を行うこととする。

⑴　税収減は、資産に対する保有課税と所得課税の引き上げにより補う。
上述のように、現在の租税システムの下では、不動産の保有に対する負担が軽

く、かつ、総税収に対する所得課税の比率も幾分低い。従って、公平な税負担の
配分を図るため、保有課税と所得課税について負担増を求めることが要求される
と考えられる。

資産の格差が住宅資産90）を中心に広げられており、土地所有が少数者に集中91）

されている事情を考えれば、元来、資産に対する租税負担を緩和すべきではない。
しかし、現実的に取得課税の減税による税収の不足部分の全額を保有課税の増税
により補うには、保有課税を2006年より2.1倍強もの引き上げをしなければなら
なくなる。

現在の保有課税のうち、取得課税の減税に対する穴埋めの可能性があるものは、
総合不動産税のみである。総合不動産税は、国にプールされ（国税）、地方に配
分する仕組みになっており、実際上も取得課税の緩和による税収減に充てられて
いる92）。代わりに、財産税と都市計画税は、基礎自治団体の税収に帰属され、こ

89） 取得税を廃止すると、取得税の付加税（Sur-Tax）として取得税額の10％に該当する農
漁村特別税が減少（0.7兆ウォン）されるが、農漁村特別税は国税であるため、この部
分は考慮しないこととする。

90） 国土海洋部が発表した「住宅資産ジニ係数」によると、2006年のそれは0.568であり、
是正が必要なところである。

91） 行政安全部『2006年土地所有現況統計』（2007 .10 . 24）によると、上位10％世帯が全国
の民有土地の76 .3％を所有しており、全国民の72 .1％は土地の非所有者である。

92） 2006年分の場合、徴収された総合不動産税1兆7,179億ウォンの21 .9%に当たる3,757億
ウォンを取引税の緩和による税収減を補填されたのである。
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れら団体は、もとより財政自立度が低い93）ので、取得課税の減税を補填する対象
とさせることは考えにくいものである。

因みに、本稿は、その法的性格がきちんとしない総合不動産税を財産税へ一本
化するよう提案するつもりである。しかし、統合するとしても、全体的な財源の
増減はそれほど変わらないと考えられるので、「総合不動産税」を「財産税」に
置き換えて見ても差し支えないであろう。

次に、所得の分布94）と所得課税の現状から観察すると、総税収に対する所得課
税の比率が幾分低い（2005年35 .7％）ので、所得に対する課税の割合をもう少
し引き上げることが要求される。

具体的な方法を保有課税の強化から見ることとする。まず、取得課税の緩和は、
保有課税の一元化とセットに取り組むことで、スムーズに調整される。次節で述
べるように、総合不動産税を財産税に統合し、保有課税を一本化することにより、
ソウル特別市に総合不動産税の62 .2％（2006年実績）に当たる2兆ウォン弱の財
産税が増収されることになる。また、取得税の廃止によるソウル特別市の税収減
も大体同じく2兆ウォン弱95）になる。従って、調整が困難であるといわれる、ソ
ウル特別市については、取得税の廃止による税収減が保有課税の一本化による財
産税の増収でカバーされる。

次に、その他の自治体については、財産税の賦課権を現在の基礎自治団体に加
え、広域自治団体にも与える「共同税」にすることにより解決を図る。すなわち、
ソウル特別市における財産税の仕組みのように、他の広域自治団体においても、
基礎自治団体と共同で賦課徴収すればよい。

また、所得課税の強化については、住民税のうち、所得税割りと法人税割りを
引き上げて、充てることとする。例えば、所得税割り住民税率を現在の10％か
ら広域自治団体分として新たに5％を別建てて、15％とする。

93） 2006年基礎自治団体の財政自立度は、平均的に、市で39 .4％、郡で16 .1％、自治区で
40 .5％に留まる。行政安全部『2007行政自治統計年報』第5章5－0－3．地方自治団体
財政自立度（2007 .10 . 4）。

94） 統計庁が発表したジニ係数によると、2003年・0.341→2004年・0.344→2005年・0.348
→2006年・0.351と、悪化の一途を辿っている。

95） 行政安全部『2007年行政自治統計年報』上のその金額は1兆9,135億ウォンである。
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その理由は、まず、現在の所得税の最高税率38 .5％（所得税のみ35％）と法
人税のそれは27 .5％（法人税のみ25％、2008年中22％に引下げる96）予定）であ
るので、所得にこれくらいの負担増を求めてもさしたる不都合はないと思われる。
仮に、所得に追加的な負担を負わせても、所得課税の割合は35 .7％から37 .1％
と増えるに留まる。

従って、取得課税による税収に大きく偏っている広域自治団体の財源を多様
化・安定化し、普遍性を高め、地方税の課税原則を一部満たすことになる。また、
地方税制においても、当該地域に住む多くの住民に少額であってもその負担を広
く分かち合うという負担分任の原則のシステムが構築される。

⑵　一連の措置に伴う広域自治団体間の最終的な財政の不均衡は、一般的な地
方財政調整措置97）により解決する。

それは、如何なる制度であれ、変わるものが以前のものと結果的に同一である
とは限らなく、その不均衡の部分は、一般的な地方財政調整措置により調整する
しかないと思えるからである。提案のようにする場合、ソウル特別市に新設され
る住民税に当たる税収およそ1兆ウォンが純増されると見込まれる。

第３節　保有課税

保有課税の適正な負担水準を巡っては、これまで数多く議論されてきた。例え
ば、日本における多くの学説98）と判例99）、アメリカのカリフォルニア州における

96） 主要国の所得税と法人税の実効税率を見ると、所得税は、日本50％（住民税10％含む）、
アメリカ41 .55％～ 45 .05％（ニューヨーク市の場合、所得税のみ35％）、イギリス
40％、ドイツ47 .475％（連帯付加税を含む、所得税のみ45％）などである。また、法
人税は、日本40 .69％（地方税を含む、法人税のみ30％）、アメリカ40 .75％（カリフォ
ルニア州の場合、連邦税のみ31 .91％）、イギリス28％、ドイツ15％（法人税のみ）となっ
ている。

97） 現在、地方財政調整措置においては、内国税（目的税等一部除外部分あり）の一定部分
（38 .64％）が強制的に交付される交付税または交付金のほかに補助金をもって行われ
る。

98） 品川芳宣「資産デフレ経済下における土地税制のあり方」税理2002年9月号13頁、林
宣嗣「応益税としての固定資産税の公平性」『資産課税関係論文集成』109頁（㈶資産
評価システム研究センター、2004年）、佐藤英明「裁判例にみられる『固定資産税の性格』
とその意義」『資産課税関係論文集成』39頁（㈶資産評価システム研究センター、2004
年）、等。
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州憲法改正の騒動100）、ドイツの連邦憲法裁判所における違憲決定101）、等から見
られ、韓国においても、2005年導入した総合不動産税の負担を巡って、最近下
級審ではあるが、初の判決102）があった。

地方自治がその本旨に従い、自らの責任で自主的にその事務を処理するために
は、必要な財源を自ら調達することができる財政の自立性または独立性が求めら
れる。従って、保有課税の負担水準は、不動産政策としての資産の有効活用、租税
原則としての負担の公平性、地方税としての財政収入の安定性、また、当該地域の
行政サービスとの応益性等を考え合わせて設定されなければならないと思える。

提案

①地方税と国税に二元化されている財産税と総合不動産税を財産税に
一本化する。

②財産税負担の適正化を図る。
③租税の資産選択に対する中立性の観点から「純資産税（富裕税）」の

導入の是非を検討する。

１．保有課税の一本化
保有課税の二本柱の一つである総合不動産税は、財産税の課税対象のうち、評

価額を基準に、一定の金額を超える住宅および土地のみを課税対象とする。従っ
て、総合不動産税もいわゆる財産税に他ならない。

同一の課税対象に同一性格の異なる税目の租税を課することは、緊急に何らか
の措置を取らなければならない、非常時をしのぐためのものであると思われる。
例えば、韓国における土地超過利得税103）の新設（1990 .1 . 1）と廃止、また、日
本における地価税と特別土地保有税の設置と課税停止の例から伺える。最近、韓

99） 東京地裁判決平成8年9月11日（判時1578号25頁）、東京地裁判決平成10年5月27日（判
時1657号31頁）、最高裁判決平成15年6月26日（民集7巻6号723頁）など。

100） California Constitution Article 13A (Tax Limitation) ( 1978 .6 . 6 )。
101） BverfG v. 22 . 6 . 1995 , BStB1Ⅱ1995 , 655 und BStB1Ⅱ1995 , 671。
102） ソウル行政法院判決2007クハップ9082（2007 .8 . 14宣告）。
103） 特定の地域の土地価格が上昇した場合、その土地の基準地価（評価額）を超える部分に

対し、50％の比例税率で課税する未実現利得キャピタル・ゲイン税であった。ところが、
譲渡の段階でこれまで負担した土地超過利得税を控除する仕組みを採らなかったので、
憲法裁判所から違憲と言い渡された。
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国における不動産市場が落ち着いた様子を見せるに従い、総合不動産税を緩和さ
せるべきであるという声が高くなり、この租税の運命の行方も不安定な状態に置
かれている。地方財政に充てる税源がこのように不安定なものになっているのは、
民主主義の学校であるともいわれる地方自治の健全な発展に害することになると
いわざるを得ない。

⑴　総合不動産税を財産税に統合し、保有課税を一本化することにより、保有
課税システムの長期安定的な発展を図る。

総合不動産税の対象である住宅の平均実効税率はおよそ0.58％104）であるので、
重課されているとは言い難い。これは、アメリカにおける主要都市の財産税の平
均的な実効税率が1.62％であることを考えれば、より明らかである。

しかし、総合不動産税の課税対象になる多くの納税者は、税痛感を抱き、見直
すべきであると訴えている。それは、今まで保有課税の負担が軽すぎたこと、総
合不動産税の課税対象になるかどうかで保有課税の負担が一気に2倍以上6倍ま
で増えること、総合不動産税というと富裕税のように受け止められる等にあるの
ではないかと考えられる。総合不動産税に対する国民（納税者）のこのような違
和感、「財産税」との同質性等を踏まえると、財産税と別建てにする合理的な根
拠が薄くなる。

執行の面においても、両税を別建てにする合理的な理由が見当たらない。すな
わち、国税庁は、総合不動産税の賦課徴収に当たり、財産税の資料をそのまま用
いる。従って、「財産税」に一本化して、地方自治団体が一回に徴収すれば、行
政管理費用と納税協力費用を省け、効率的になるはずである。

一本化の方法は、現行地方税法上の財産税の課税標準額と税率の部分に総合不
動産税法上のそれぞれを移して書き入れること等、総合不動産税法上の必要な部
分を地方税法に反映すれば済むことになる。無論、総合不動産税の対象になるこ
とで税負担が一気に2倍以上増加する等、現行制度の行き過ぎた部分については
一部調整が必要であろう。

⑵　一本化に伴う地方間財政の不均衡の問題は、取得課税の簡素化とセットに
して調整する方案を講じる。

104） 企画財政部資料（2006年の実績により分析したもの）。
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一本化することにより生じる問題点は、地方財政の不均衡を如何に調整するか
である。2006年における総合不動産税の83 .6％がソウル（62 .2％）と首都圏

（21 .4％）で徴収されたことでも明らかである。
現在は、首都圏に偏っている総合不動産税がその調整手段の一部になっている

が、これは、長期的な観点から見渡せば、必ずしも望ましいとは言えない側面が
ある。というのも、地方自治団体の自立を高め、健全な発展を図るためには、地
方財政において不動産に対する保有課税の負担が地方自治団体の行政サービスに
対する一種の費用であることについて、国民（住民）に対しても、地方自治団体
に対しても認識105）させていかなければならないからである。

所有不動産に対し、地方の田舎に住んでいる住民は、実効税率0.1％にも満た
ない保有税を負担するに留まり、都市部の居住している住民がそれより遥かに重
く負担する保有課税からの配分額により、必要な行政サービスを享受するような
仕組みが正しいのであろうか。

幸い、本章第２節の取得課税のところで述べた通り、取得課税の軽課による部
分と概ね相殺される。

２．保有課税負担の適正化
⑴　負担水準の適正化とは、相対的な公平化と絶対的な水準を合わせて判断す

るものである。
周知のように、保有課税の負担水準とは、一般に実効税率を用いて判断される。

しかし、保有課税の適正な負担水準を決めること自体が容易ではない。というの
は、その水準を実効税率で判断すればよいかと思えば、税率だけでは必ずしも正
確に判断することができない事情がある。それは、財産税がその財産の収益から
支払われず、実際上経常の所得の中から負担するわけで、その国の全般的な所得
水準に対する不動産の価格水準が高いか安いかにも大きく影響されがちであるか
らである。

例えば、所得比住宅価格（PIR; Price Income Ratio）を比較すると、その時点
は少々異なるにしても、アメリカの平均的なPIRは4（倍）以下106）であるのに対し、

105） 地方自治の財源と地方税との関わりについては、シャウプ使節団日本税制報告書第1巻
21‒24頁、同第2巻190頁（1949年）を参照。
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韓国においてはアメリカのそれを大きく上回っている107）。それゆえ、韓国にお
ける保有課税の実効税率は、アメリカのそれを大きく下回っているにもかかわら
ず、負担感はアメリカの納税者より重く感じているようである。そうすると、負
担水準の指標とは、結局、同じ価値を持つ不動産は同じように負担すべきである
という負担水準の均衡化に帰結せざるを得ないように見える。

⑵　韓国における保有課税の実効税率は低い。
韓国における2007年現在の財産税の実効税率を（名目）税率と評価額を合わ

せ考慮して計算して見ると、住宅の場合、0.06％（課税標準4千万ウォン以下）
から0.2％（同1億ウォン超）、土地の場合、0.096％（課税標準5千万ウォン以下）
から0.24％（同1億ウォン超）に過ぎない。一方、2007年現在における総合不動
産税の課税対象になる財産の実効税率を財産税のそれと同じように計算して見る
と、住宅の場合、0.64％（9億ウォン以下）～ 1.92％（100億ウォン超）であり、
非業務用土地の場合、0.64％（20億ウォン以下）～ 2.56％（100億ウォン超）に
なる。さらに、平均的な実効税率は、財産税の課税対象で約0.1％、総合不動産
税の課税対象で約0.8％水準になる。仮に、財産税の課税標準適用率が、計画通
り100％になっても、実効税率は、住宅の場合0.12％～ 0.4％、非業務用土地の
場合0.16％～ 0.4％に留まる。

⑶　実効税率を引き上げ、長期的に平均1.0％水準にする。
適正な実効税率の水準は、不動産の価格（時価）に対し、平均的に1.0％程度

ではないかと考えられる。財産税率の具体的な水準は、中央政府や広域自治団体
からの補助の如何、他の税収からの補填など、多くの要因によって決められるも
のであろうが、この実効税率1.0％は、地方財政において負担分任の原則にも、
対象財産の継続的な保有への要請にも合う水準ではないか、と考えられる。

引き上げる方法は、2段階に分けて行うことが望ましいと思える。まず、総合
不動産税と一元化することに伴い、公示価格の課税標準への適用率を総合不動産

106） 日本の住宅金融公庫の資料だと3.73（2006年3月）、韓国の国土海洋部の資料では3.4
（2004年）である。

107） 国土海洋部の資料の2004年基準全国平均は5.5、国土研究院の2006年基準ソウル所在
住宅の平均は7.5、三星金融研究所の2006年9月基準ソウル所在住宅のうちマンション
の平均は13である。
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税のそれと調和させる。つまり、現在の財産税の課税対象である不動産について
も、2009年まで公示価格の100％を適用することとする。この措置に伴い、急激
な負担増になる場合には、現在の税負担の緩和措置等により調整を図り、引き上
げられる税額を何年かにかけて徐々に実現させる。

次に、税率を引き上げる。現行の税率の下では、課税標準適用率を公示価格の
100％まで引き上げても、住宅の実効税率は0.12％～ 0.4％、非業務用土地のそ
れは0.16％～0.4％となるに留まる。従って、税率を引き上げ、中期的（5年程度）
には、最も低い税率区間（ブラケット）に対しては、0.15％から0.4％程度に、
最も高い税率区間については、0.5％から1.0％程度にすべきであると考えられる。
長期的には、全課税区間において1％弱まで引き上げる。代わりに、現在3.0％（住
宅の場合）と4.0％（非業務用土地の場合）に設定されている課税区間の最高税
率を2.0％に制限する。というのも、4％の税率で賦課し続けると、25年以上保
有すれば、その不動産の価値が負担する財産税額と同一になり、ソウル行政法院
も指摘108）したように、財産権の過渡な侵害の問題が台頭するからである。

⑷　居住用財産、低所得者の有する財産などについて負担軽減を図る。
財産税は、結果的に当該財産所有者の経常の所得から賄わざるを得なくなる。

韓国における保有課税は、所有者ごとまたは世帯ごとにその所有する財産を合算
して課税する、人的事情を反映する例が多い。軽減措置がもとより人的事情を考
慮した制度であることに鑑みれば、同じく財産税でありながら物税109）として性
格がより明確な日本の固定資産税などよりも、その軽減措置を設ける環境が整っ
ているといえる。

負担軽減の基準は、一定の水準以下の所得層の有する財産に制限した方がよか
ろう。というのは、高齢者が弱者とは限らず、また、全ての高齢者を対象にすれ
ば、急激に進む高齢化に対応しきれなくなるからである。

３．純資産税の導入の是非
本稿は、総合不動産税について、いわゆる財産税であるといいながらも、所有

108） ソウル行政法院判決2007クハップ9082（2007 .8 . 14宣告）。
109） 税制調査会「わが国の税制の現状と課題─ 21世紀に向けた国民の参加と選択」310頁

（2000 .7）、東京高裁判決平成14年10月29日（判時1801号61頁）等。
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者ごとまたは世帯ごとに土地や住宅等の価額を合算して累進課税されていること
を挙げて純資産税（富裕税）110）としての色彩をも帯びていると述べた。総合不動
産税のそのような性格から、現在株式譲渡益111）について原則非課税となってい
ることに鑑みれば、不動産という実物資産と株式といった金融資産との間の課税
上の公平性と、両資産間の資産選択における中立性の問題が問われる。現在のよ
うに、実物資産に対しては重課し、金融資産に対しては経過するか非課税すると、
当然ながら、所得と富が実物資産の所有者から金融資産の所有者へ移転され、結
果として、国民経済の健全な発展を害することになる。

従って、総合不動産税を維持するなら、その課税対象に不動産のみならず、金
融資産をも組み入れ、資産間の差別なく課税する方向に向けて検討する価値があ
るのではないかと考えられる。

反面、国際的な状況に目を向けると、経済のグローバル化に伴い、純資産税の
導入は、容易ではないと考えられる。例えば、富裕税は、ドイツでは1997年か
ら課税停止し、ルクセンブルクとスウェーデンは各々 2006年と2007年に廃止し
たのである。その結果、先進国の中でフランスのみが富裕税を課している。

結論的に、経済のグローバル化が進む中、所得と富の集中化という国内的な問
題点に対応するための純資産税の導入は、開放経済を標榜する国の税制としては
ふさわしくなく、慎重に接近する必要があると考えられる。

第４節　移転課税

本稿は、不動産に対する課税について、取得・保有・移転の各段階における課
税のあり方を論じると共に、各段階間におけるあるべきかかわりを見出すことを
試みている。その各段階間のかかわりのうち、最も深い関係があるのが、本節で
触れることとしている譲渡所得課税と相続・贈与課税とのかかわりであろう。例

110） 課税対象を見ても、2007年における住宅分総合不動産税の課税対象世帯は、全世帯の
2.0％に過ぎないが、この割合は、ドイツにおいて財産税（富裕税）が課されたときの
世帯の割合（2％～ 3％）と概ね類似する。企画財政部・国税庁『総合不動産税の案内』
4頁（2007 .11 . 28）、中島茂樹・三木義一「所有権の保障と課税権の限界（ドイツ連邦憲
法裁判所の財産税・相続税違憲決定）」法律時報第68巻9号48頁（1996年）。

111） 株式に対する課税制度については、次節で述べることとする。
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えば、みなし譲渡課税により、相続または贈与の際の財産移転を譲渡の一種と看
做し、相続税を通常の譲渡所得課税の仕組みの中で処理することも可能112）であ
る。実際の例を観察すると、カナダにおいては、相続税が廃止され、相続による
資産移転が所得税（譲渡）の対象となる。みなし譲渡課税までは至らなくても、
相続または贈与の際、相続人または受贈者が被相続人または贈与者の取得価格を
引き継ぐ（carry-over basis） 制度を採用することにより、被相続人等の保有期
間中に生じたキャピタル・ゲインをいずれ課税することになる。

１．譲渡所得課税
キャピタル・ゲインにおいては、未実現キャピタル・ゲインに対する捕捉と評

価の難しさ113）から、1920年アメリカ合衆国最高裁判所の判決114）以降、実現され
たものに対してのみ課税するいわゆる実現課税主義が確立されている。

キャピタル・ゲインに対する課税は、その所得の外部性115）・不労性という担
税力の観点から重課が求められる一方、その所得の累積的・名目的な性格からは、
軽課の主張も上がってきたわけである。

提案

①譲渡の概念および譲渡所得の範囲を包括的に捉える。
②不動産譲渡益を総合所得に合算し、総合所得税として課税する。
③長期保有特別控除制度をなくし、定額控除と（消費者）物価上昇率

控除（物価スライド）と転換する。
④居住用住宅に対しても、原則課税に切り替える。
⑤相続・贈与等不動産の無償移転の場合、相続人または受贈者が被相

続人または贈与者の取得価格を引き継ぐこととする。
⑥純譲渡損失を翌年以降の譲渡益からも繰越控除を認める。
⑦株式譲渡益に対しても原則的に課税する。

112） 首藤重幸「日本における相続税の現状」『世界における相続税法の現状』日税研論集第
56号10頁（2004年）。

113） 金子宏「所得税とキャピタル・ゲイン」租税法研究第28号61頁（2000年）。
114） Eisner vs. Macomber, 252 U.S. 189 ( 1920 )。
115） 例えば、金子宏「総説─譲渡所得の意義と範囲」『譲渡所得の課税』日税研論集第50号

25頁（2002年）によると、「近隣の開発、市街化等の外部的要因による地価の上昇はキャ
ピタル・ゲインであるが、積極的に造成等の手を加えることによる価値の増加は譲渡所
得ではない」、と述べておられる。
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１－1．譲渡の概念および譲渡所得の範囲
⑴　譲渡の概念が制限的で、譲渡所得の範囲が狭くなっている。
韓国における租税に関する憲法の規定は、所得及び消費は無論のこと、資産に

対する課税においても、特にその課税の対象を制限されるべきであるという規定
が設けられているわけではない（第8条・第59条）。現に、相続および贈与に対
する課税、また、法人に対する課税において、その対象になる財産の範囲を包括
的に捉えている（相続税及び贈与税法第7条・第31条、法人税法第2条・第3条）。
しかしながら、所得税法は、上述した通り、課税所得の範囲を限定列挙しており、
譲渡所得においては、その範囲をさらに制限し、有償による移転のみを対象にし
ている（所得税法第88条）。

⑵　譲渡所得に対する課税ベースを広げる。
譲渡所得に対する課税の正当性は、何よりも譲渡所得の持つ担税力であり、譲

渡所得課税は、公平負担の要請に資するにふさわしいものである。従って、譲渡
課税の対象になる「譲渡」に有償無償を問わず、資産を移転させる一切の行為が
含まれるように見直すべきである。

現行の譲渡課税の体系は、課税ベースが狭く、税率は高い。国税庁の資料116）

からすると、2005年における譲渡所得税の課税を巡って提起された、異議申立
（1,329件）および審査請求（218件）ならびに訴訟（261件）は、1,808件にのぼ
り、総合所得税の不服申立率の6.7倍になる。仮に、課税ベースを広げ、税率を
低くして税制を単純化しても納税者の反応が同じように見せたのだろうか。

《主要税目別2005年に提起された不服申立の内訳》

税目 納税者
（ａ）

税収額
（ｂ）

異議申立
（ｃ）

審査請求
（ｄ）

行政訴訟
（ｅ）

提起率
（％）

単位 千人 兆W 件数 件数 件数 c/a d/a e/a
付加価値税 4,122 36 .1 2 , 220 548 312 0 .05 0 . 01 0 . 08
所得税 4,370 20 .6 1 , 926 300 248 0 .04 0 . 007 0 .006
譲渡所得税 485 4 .5 1 , 329 218 261 0 .3 0 . 04 0 . 05
相続贈与税 65 1 .9 528 148 188 0 .8 0 . 2 0 . 3

116） 国税庁『国税統計年報』（2006年）。
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１－２．不動産譲渡益を総合所得に合算課税
⑴　不動産譲渡所得を通常の所得と類似に課税する。
現行法は、不動産譲渡益に対し、総合所得とは分離して課税するが、それのみ

ならず、所有期間または取引類型により、別個の税率を適用するなど、複雑極ま
りない制度となっている。これは、投機的な不動産への取引に対して重い負担を
負わせることにより、投機行為を抑制しようという狙いであると思われる。そう
だとすれば、不動産譲渡益についても、総合課税の枠内で包摂することで税負担
が累進的になり、簡素で納税者に理解しやすい制度になるであろう。

⑵　譲渡所得を総合課税して、譲渡所得を所得税として正常化させる。
譲渡所得を総合所得に合算して課することにしても、不動産の譲渡益全てをそ

のまま総合所得に算入するわけではなく、一定金額の定額控除と保有期間中の物
価上昇による名目的な所得の部分を控除した後の金額のみを総合所得に算入しよ
うとするので、税負担が増えるとは必ずしも言い切れない。

これまで、この譲渡所得税は、不動産への需要を抑制するための政策手段とし
て用いてきたことが多かった。それゆえ、譲渡所得税を納付すべきである不動産
を取引すると、まるで「投機屋」のような否定的な印象が根強く残っている。だ
からこそ、不動産譲渡によって生じた所得をも総合所得に算入させ、不動産の譲
渡による所得も「総合所得」の一種であることを明らかにし、譲渡課税を所得課
税として正常化されることが望まれる。

１－３．物価調整措置等
⑴　譲渡所得の課税対象から名目的な所得を排除する。
譲渡所得は、長期間にわたって徐々に累積してきたキャピタル・ゲインが資産

の譲渡によって一挙に実現するものであるため、名目的な貨幣価値の変動分に対
しては何らかの負担緩和措置を要するのである117）。

⑵　現行の長期保有特別控除制度は、その性格が不明である。
韓国の譲渡益課税においては、長期保有特別控除という制度がある。しかし、

その制度は、如何なる目的で設けられているか分かりにくいもので、制度自体が

117） 木村幹雄「相続課税制度とみなし譲渡」愛知大学経済論集第166号188頁以下（2004年）
を参照。
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論理的でないうえ、その法的性格118）がきちんとしない。現行の制度は、年間お
よそ3%、10年以上で最大30％（1世帯1住宅以外の場合）の控除を認めている。
しかしながら、現行制度は、物価上昇率が5％以上であっても、逆に経済がデフ
レスパイラルに陥っても、そのまま適用するしかない。すなわち、この制度に従
えば、物価上昇率が3％未満であれば、それだけの譲渡益に課税が及ばず、公平
負担の原則に反するし、3％を超えれば119）、名目的な所得にまで課税され、原資
の侵害を禁止する租税法の根本を損なうことになる。一方、譲渡課税の対象にな
る1世帯1住宅の場合、その控除率が別立てであるが、これについては、後に述
べることとする。

⑶　譲渡控除において、定額控除と実際の物価上昇率の控除を組み合わせる。
その性格が明らかでない長期保有特別控除制度を改め、1千万ウォンの定額控

除と物価上昇率控除制度に組み合わせたものに切り替えることとしたい。定額控
除を認めるのは、譲渡所得を総合所得に合算して課税することも提案しているの
で、中低所得層の急激な負担増を避けるためである。国税庁の資料120）によれば、
2005年、譲渡所得1千万ウォン以下の納税者からの譲渡所得税額の割合は、2.6％
弱に過ぎない。すなわち、1千万ウォンの定額控除をしても、合算課税により、
1千万ウォンを超えた譲渡所得を得た納税者に負担増を求めることになるので、
全体的に見て、税収は確保されるだろうし、租税負担の公平性の原則にも合致す
ると考えられる。

また、物価上昇率控除は、1年以上保有したものであれば、認めることとする。
というのは、不動産譲渡所得について合算総合課税すると、もはや長短の区別は
さしたる意味を持たないと思えるからである。もしも、制度の見直しによって、
税収が減るとすれば、所得課税の合理化・公平化・正常化に伴うコストであると

118） 大法院は判決（98づ18015、2000 .5 . 30宣告）において、この制度の趣旨を、「不動産の
長期保有を誘導して不動産への投機を抑制し、国土の効率的な利用を促進するためであ
ることに鑑み……」と述べているが、不動産の長期保有の誘導が、不動産への投機の抑
制に繋がるかどうかも疑問であるが、果たして国土の効率的な利用を促進することにな
るか、甚だ違和感を覚える。

119） 2008年6月末韓国における消費者物価上昇率は、前年比5.5％である。
120） 国税庁『国税統計年報』（2006年）。
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考えるべきであろう。
１－4．居住用財産に対する原則課税
⑴　住宅が投資の対象になっている。
3年以上保有する1世帯1住宅に対する原則非課税制度により、国民は、投機

的でなければ住宅の譲渡による所得に課税が及ばないと受け止めているようであ
る。一方、韓国においては、住宅が投資の対象としての認識が根強い。それは、
第1に、全住宅の21 .2％が二つ以上の住宅を持つ世帯のものである121）。しかも全
住宅の5.1％は5つ以上を持つ世帯のものである。

第2に、住宅の価格が上がれば買いに走り、その値段は下がれば買わない122）。
第3に、住宅を買う際、一般に長期住宅ローン（モーゲージ）を組む比率が高

くないうえ、借りた住宅ローンも当該住宅の売却に伴いその大部分が途中で返却
される123）。すなわち、3年の非課税規定を満たせば譲渡する住宅が多いようであ
る。
第３章で観察したように、確か、主要国において居住用財産の譲渡によるキャ

ピタル・ゲインについては、非課税あるいは軽課されている。もとより、多くの
ヨーロッパ諸国は、キャピタル・ゲインに対し、投機目的でなければ課税しない
という伝統をもっている。そのような考え方からすれば、居住用住宅の譲渡によ
る所得を課税しないことは、当然といえば当然であろう。

⑵　主たる居住用住宅の譲渡益のみに定額控除と所有期間比例控除を認め、長
期間居住すれば、結果的に非課税になるようにする。

以上のような状況を踏まえ、居住用住宅に対する税制を抜本的に見直す。その
一つは、住宅税制において、現に居住しているか、あるいは居住した「主たる居
住用住宅」以外のものは、課税上他の建物と全く同一に取り扱う。

121） 行政安全部の資料（2005 .6 . 30現在）。
122） 国土海洋部の資料（『未分譲住宅現況』）によると、平均的に5万戸前後であった未分譲

住宅が2007年以降不動産の値動きが弱まったことに伴い増え続け、08年5月末には
13 .2万戸になっている。

123） 韓国銀行『住宅金融の現況と発展方向』（2007 .7 . 16）によると、住宅向け貸付において、
約定満期10年超の比率は全体（2007年5月末現在302兆ウォン）の55 .2％で、それほど
高くないうえ、住宅ローンの約72％が途中で償還されたという。
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いま一つは、主たる居住用住宅の譲渡益につき、定額控除と所有期間比例控除
を認め、残りの部分については、総合所得に算入して総合課税する。定額控除額
は5千万ウォン程度を考える。また、所有期間比例控除は、3年以内の保有に対
しては認めず124）、まず、3年超所有すれば20％を譲渡益から控除し、それ以降は、
1年の経過につれて5％ずつ控除率を上乗せ、19年超所有すれば100％控除し、非
課税とされることとする。ただ、この所有期間比例控除は、当該住宅を取得から
譲渡までの所有期間のうち、その2分の1以上を居住する場合にのみ認めること
とする。例えば、10年を超えて保有したものであれば、5年以上の期間居住が必
要である。

韓国においては、この1世帯1住宅非課税制度（1981年導入）が国民の間に定
着している。それゆえ、1世帯が持つ1住宅について他の不動産と同じく課税し
ようとしても、その試みは、実現可能税が非常に低くなると考えられる。しかし、
だからといって、住宅であるから原則非課税とするのも、住宅に対するもののみ
ならず、国民の全般的な納税者意識を蝕み、住宅に資産としての有利性を与え、
不動産の取引と不動産市場を歪める等、様々な問題点を生じさせることになると
考えられる。

従って、住宅の譲渡益に対して定額控除と所有期間比例控除を組み合わせて用
いることにより、大半の住宅所有者に実際上は、譲渡課税が及ばないようにしな
がらも125）、税制の守るべき原則は維持されることとする。

１－5．不動産の無償移転に対する課税方法
⑴　譲渡課税における実効性を高めるため、相続または贈与による不動産の無

償移転に対しても、譲渡課税の原則に沿った措置を取る。
もとより、相続税と譲渡所得税とは、納税義務の成立要件とその時期および納

税義務者を相互異にするものであるので、各々の課税要件により実質に合わせて

124） この場合、1年以上保有したものであれば、物価調整が行われる。
125） 国税庁の資料（『国税統計年報』、2006年）によると、2005年の譲渡所得における申告

者の80 .4％が譲渡所得税課税標準5千万ウォン以下である。古い資料ではあるが、日本
においても、3,000万円の特別控除により居住用不動産の譲渡者の8割強に税金がかか
らないという（野口悠紀雄「買換え特例の復活論議と現代税制の問題点」税務弘報第
40巻13号6頁、1992年）。
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独立的に判断すべきである126）。すなわち、譲渡課税は所得課税127）であり、相続
課税は資産課税128）である。

それゆえ、キャピタル・ゲインに対する課税を軽くするか、原則的に非課税と
するならば、相続等による資産の無償移転について取得価額承継制度等の措置を
しなくても、釣り合いがとれることになる。それは、イギリス、ドイツ、フラン
スといったヨーロッパ諸国において観察される例である。しかし、譲渡所得を通
常の所得と同様に課するか、それより重く課税しようとするならば、無償移転に
対し何らかの措置を取らないと、不公平であり、強化された譲渡所得課税制度に
抜け穴を開けることに等しい結果になりうる。譲渡所得課税を強化してきた日本
が、取得価額承継制度を維持している理屈でもあろう。つまり、取得価格の引き
継ぐ等の制度を設けないと、強化された譲渡課税を回避するため資産を相続に回
すことによる、譲渡所得課税の無力化の企図に有効に対応しきれないからである。
それどころか、凍結効果が強く働き、限られた資源の有効利用をも妨げる。

⑵　不動産の無償移転に対し、移転時の時価による取得主義から取得価格引継
ぎ制度に切り替える。

キャピタル・ゲインについて日本よりも遥かに重く課税している韓国におい
て、これらいずれの制度も採用することなく、主要ヨーロッパ諸国並みに、相続
人または受贈者のその資産の取得価格を移転時の時価によるものとすることは、
理解に苦しむ。

本稿は、みなし譲渡課税に対する納税者側の違和感、制度の実現可能性等を考
え合わせ、取得価格引継ぎ制度を提案するところである。

１－6．譲渡損失に対する取り扱い
⑴　不動産の譲渡損は、その譲渡益に対応するものである。
投資や企業に係る危険負担に関する課税の中立性を保つためには、譲渡損失に

ついて、譲渡益からのみならず、当該年度の通常の所得からのその全額の控除を

126） 大法院判決98づ11830（1999 .9 . 21宣告）、2002づ12458（2003 .5 . 13宣告）。
127） 最高裁判決昭和43年10月31日（訟務月報14巻12号1442頁）、最高裁判決昭和47年12

月26日（民集26巻10号2083頁）。
128） 税制調査会『わが国税制の現状と課題─21世紀に向けた国民の参加と選択』（2000年）。
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認めるのが望ましい129）。しかし、譲渡損益をもたらす資産は、一般に長期間保
有したものから生じるので、納税者は譲渡益はともかくも、譲渡損失を実現させ
る選択が可能であり、譲渡の時点を自分の都合に合わせて調整する恐れがある。
これは、ひいては、自身の相続計画にもつなげ、含み損を抱えている資産は売却
し、その損失を実現して通常の所得と相殺し、含み益が予想される資産は相続に
回すことも考えられる。シャウプ使節団130）は、これについて、アメリカの例を
挙げながら譲渡損失に対する控除を制限する必要があると述べている。現在のと
ころ、譲渡益を通常の所得と全く同様に課税している国はないようであるが、譲
渡損失のその全額を他の所得と通算する国も見当たらない。

⑵　譲渡損失に対する税制上取扱うべき環境が変わりつつある。
韓国においては、不動産の譲渡損失につき、当該年度の不動産の譲渡益のみか

らの控除を認め、控除しきれない部分は切り捨てられる。かつては、譲渡課税が
原則的に評価額によって行われたので、譲渡損失について配慮する必要性がそれ
ほど高くなかった。しかし、現在は、原則的に実際取引価格（時価）によって課
税されるので、譲渡損失についても変わった制度との均衡が取れるようにするこ
とが求められるであろう。また、これまで不動産の価格が右肩上がりに上昇して
きたので、譲渡損失については無視されがちであったが131）、経済のグローバル
化・ソフト化に伴い、不動産への需要がかつてのように多くなく、近い将来人口
減という、これまで経験したことのない世界を迎えている。従って、譲渡損失に
対する税制上の取り扱いも時代の流れに合わせる必要があろう。

⑶　不動産の譲渡損失に対し、不動産の譲渡益からの繰越控除を認める。
従って、不動産の譲渡損失については、当該年度の不動産の譲渡益からも、ま

129） 水野忠恒「損益通算制度」『所得税における損失の研究』日税研論集第47号22頁（2001
年）。

130） 大蔵省主税局『シャウプ使節団日本税制報告書』巻ⅢB14頁（日本語訳）。
131） 渋谷教授は、かつて日本において所得税法上譲渡損失に対する控除が不十分であったと

指摘した後、その理由について、「戦後日本がインフレ経済成長の下にあったこと、地
価がほぼ一貫して上昇してきたこと、もっとも譲渡損失を発生させやすい有価証券につ
いて譲渡益が非課税、譲渡損失が非控除とされてきたこと等によるものと思われる」と、
述べておられる（「譲渡損失」『所得税における損失の研究』日税研論集第47号157頁、
2001年）。
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た、次年度以降の不動産の譲渡益からも控除することとする。つまり、不動産の
譲渡損失は、当該年度の不動産の譲渡益から控除し、控除しきれない部分につい
ては、無制限に次年度以降の不動産の譲渡益から繰越控除を認める。というのは、
不動産という資産は、個別の納税者にとって、年に何回も売買しうる性格のもの
ではないので、譲渡損失について当該年度の譲渡益のみで相殺を認めるというの
は、譲渡損失の控除としての意味をそれほど持たなくなるからである。不動産の
譲渡損失をその譲渡益から控除することになると、含み損を抱える不動産が流動
化され、当該不動産を最も効率的に使える経済主体に回せる誘引になることも期
待される。

１－7．株式譲渡益に対する原則課税
韓国における株式譲渡益については、原則非課税となっている。すなわち、当

該企業の発行済み株式の3％以上（ベンチャー企業等の場合は5％）またはその
時価総額100億ウォン以上（KOSDAQ市場に登録された企業等の場合は50億ウォ
ン以上）を所有する大株主のみに対し、その保有期間等により10％～ 30％の税
率で課税し、それ以外については、株式を譲渡する際に譲渡価額の0.3%の証券
取引税を課するに留まる。

しかし、株式譲渡益に対する非課税の原則はこれ以上維持すべきではないと考
えられる。その理由は、第1に、株式譲渡益に課税することにより、資本市場の
2本柱である証券市場と不動産市場とに均衡の取れた同時発展を図ることが求め
られる。

第2に、租税制度は、金融資産と実物資産との選択における中立性のみならず、
金融資産同士の選択への中立性をも求められる。同様の金融資産である、配当所
得と利子所得に対しては課税132）し、株式譲渡益に対しては課税しないことは望
ましくない。

第3に、経済のストック化が進み、証券市場の需要基盤が厚くなり、日本・ア
メリカ等主要国において株式譲渡益に対する課税が株式市場に大きな影響を与え
たと証明された報告はいまだ見当たらない。

132） 利子所得または配当所得については、原則的に14％（住民税を含むと15 .4％）の税率
で源泉分離課税される。
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第4に、代表的なキャピタル・ゲインである株式譲渡益に課税することで、最
近広がりつつある資産格差に歯止めをかけることが必要である。

第5に、株式の譲渡益に対し原則的に課税しても、その譲渡損の取り扱い等仕
組み次第で、有価証券取引税を課するよりも税負担が増えるとは、必ずしもいえ
ない。つまり、株式譲渡益課税の仕組みにその譲渡損失を相殺するよう設けるこ
と等により、個人または法人は、国と株式への共同投資家になり、むしろ、株式
市場の安定的な発展が図られることも考えられる。

従って、株式の譲渡益に対し、課税に踏み切るべきである。例えば、税率を高
く設定したうえ、譲渡益と譲渡損とを課税上同様に扱うことが考えられる。ある
いは、それとは逆に、税率を低くし、譲渡損失については、当該年度の譲渡益か
らのみの控除を認めることも一つの方法である。というのも、株式は、不動産と
違って一日でも何回も取引されうるので、譲渡損失の控除を当該年度の譲渡益の
みから控除を認めても、さほど不合理ではないと思えるからである。または、利
子など他の金融資産と均衡の取れる課税方法を講じ、一定の譲渡益までは、低い
税率で分離課税し、それを越える部分のみを総合課税する方法等も考えられる。
あるいは、もっと進んで、個人投資家の投資リスクを軽減し、リスク資産への投
資を促進するため、利子・配当等の金融所得と株式譲渡損失を相殺する。つまり、
金融所得間の損益通算を認めることにより、金融所得課税を一体化133）する方法
もありうる。

２．相続・贈与課税
韓国における相続課税は、課税財産の範囲を包括的に捉えることにより、それ

だけ負担の適正化を求める環境は整備されているといえる。しかし、死亡者比課
税対象者の割合1%未満、相続税課税価額比相続税額の割合6%以下、等から分
かるように、実際上の負担は、不十分であるといわざるを得ない水準に留まって
いる。

一方、贈与課税については、見直しが必要な点がそれほど見当たらない。本来、
贈与税は、相続税の補完税であるはずで、相続税より重く課するのが一般的であ

133） 税制調査会『抜本的な税制改革に向けた基本的な考え方』（2007年11月）。
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る。しかしながら、現行制度は、両税の課税標準も税率も全く同じに134）なって
おり、それだけの問題点がないわけではないが、このようにして、被相続人（親
世代）の持つ相続財産を次世代等に移転を促進させ、より有効に活用させるため
には、それなりの価値があると考えられる。ただ、不合理と考えられる二つの点
だけ、指摘しておきたい。一つは、10年間、配偶者からの非課税贈与額が6億ウォ
ンもの高い水準になっているが、論理的な説明が乏しい。いま一つは、非上場株
式をもって物納することを原則的に禁止した部分である。

提案

①相続課税を包括主義に純化し、被相続人が相続開始日2年内に処分
した財産も全て課税価額に算入させる。

②相続控除額を5億ウォンに半減する。
③金融機関が取り扱っている金融財産に対する控除を認めない。

２－1．相続課税を包括主義に純化
⑴　現行相続課税制度には抜け穴が開いている。
現行法は、相続税において、二つの例外措置を設け、相続税の公平な負担を蝕

んでいる。
その一つは、被相続人が現金・預金・有価証券（金融資産）及び不動産・不動

産に関する権利（実物資産）並びにその他の財産の三つの財産ごとに、相続開始
日1年以内で2億ウォン、2年以内で5億ウォンの金額を処分し、またはそれと同
額の債務を負担することを認める。つまり、死が2年後に迫っている人は、相続
計画を立て、2年間にわたって預金を引き出し、または、不動産や有価証券を売
却して現金化し、予め相続人に相続すれば、各々 5億ウォンずつ、合計15億ウォ
ンについては、相続税の負担から逃れることが可能である。

いま一つは、相続財産のうち金融機関が取り扱っている預金・保険金・債券・
有価証券等純金融財産がある場合、その金融財産が2千万ウォン（約200万円）
以下であればその全額を、2千万ウォンを超えれば、全額の20％（2億ウォン限度）
まで控除が認められる（相続税及び贈与税法第22条）。

134） 結果的に、相続税と贈与税の税収が、2004年、0.6兆ウォン対1.1兆ウォン、2005年、0.7
兆ウォン対1.2兆ウォン、と贈与税の方が相続税のそれより2倍位多い（国税庁資料）。
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⑵　韓国の整備された税政のインフラから財産の動きがチェックされる。
韓国においては、税政のインフラが世界の如何なる国とも肩を並べる程度に整

備されている。すなわち、人が生まれる（出生届け）と、生涯にわたってカバー
される住民登録番号という特定の番号が与えられる。その番号は、金融や不動産
の取引など全ての法律行為に必ず明記しなければならない。この住民番号に基づ
いて、個人の所得の内容、預金の入出金、不動産の取得等の資料が個人を特定し
て全て電算化され、国税庁は、課税の目的なら個人の預貯金の残高等が見られる。
それどころか、「金融実名取引及び秘密保障に関する法律」および「不動産実権
利者名義登記に関する法律」により、金融と不動産に対する取引が実名でしかで
きない。

⑶　二つの特例を廃止し、相続課税を包括主義に純化する。
これほどの税政基盤が整っているので、この二つの制度を速やかに廃止し、死

亡前に処分した財産に対しては、単にその2年以内のもののみならず、もっと長
期間にわたる相続計画に対応しうる措置を講じるべきであろう135）。

２－２．相続控除額を引き下げ
⑴　所得に比べて相続控除額が多すぎる。
既述した相続時点から遡って2年以内に処分した三つの資産種類ごとの5億ウォ

ンおよび預貯金額で最大2億ウォンを除いても、基本的に相続財産10億ウォン（5
億ウォンの一括控除＋配偶者控除5億ウォン）までは相続課税が及ばない。この
10億ウォンの控除額は、どれくらいの大きさであろうか。一人当たりのGNI（総
国民所得）を基に主要国のそれと比較してみよう。

表を見て分かるように、韓国における相続税の控除額は、一人当たり平均所得
の61 .5年分にのぼり、しかも絶対額から見ても、アメリカを除いて、所得水準
が2倍以上である、ドイツ、日本等より多い。

135） 憲法裁判所は、その決定（94憲バ23、1995 .9 . 28、2002憲バ99、2003 .12 . 18）において、
死亡前に処分した財産のうち、「用途が客観的に明確でないもの」に対し、それがみな
し規定ではなくて推定規定であれば、憲法違反にならないと判断する。
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国名 韓国 アメリカ ドイツ 日本 イギリス フランス
控除額（ａ） W10億 $200万 €92万 ￥9千万 30万 €23万
ＧＮＩ（ｂ） $17 ,690 $44 ,970 $36 ,620 $38 ,410 $40 ,180 $36 ,550
年分（ａ/ｂ） 61 .5 44 .5 36 . 4 21 . 2 15 . 2 8 . 9
対韓国 100 .0 184 .0 83 . 9 74 . 9 56 . 4 30 . 0

（資料： ①GNIは、外務省『主要経済指標（日本及び海外）』（2007 .11 . 1）によるもので、
②為替レートは、2008 .6 . 30現在の基準レートによる）

＊控除額は、配偶者＋子3人を基準とする。ただし、イギリスの場合、配偶者に対する相
続分は非課税とし、フランスの場合、結婚後有償取得した共同財産について相続時点で
2分の1が清算されるが、それらについては考慮しないものである。

⑵　相続控除額を現在の半分程度に引き下げる。
相続控除額を現在の半分程度に引き下げて、相続税の負担を適正化すべきであ

る。その方法は、人的控除と配偶者控除を減らせばよいのではないかと考える。
特に、一括控除制度は、現行制度とそぐわないものである。すなわち、相続税に
おいて遺産取得課税方式を採りながら、一括控除を認めるのは矛盾である。のみ
ならず、この一括控除制度は、未成年者控除（500万ウォン×20歳まで残存年数）
および障害者控除（500万ウォン×70歳まで残存年数）ならびに年老者（60歳）
控除といった政策控除制度と衝突する。というのも、相続の際、これらの控除に
当てはまる場合とそうでない場合とが、全く同じく取り扱われるからである。た
だし、配偶者控除に対しては、優遇しても差支えないであろう。それは、配偶者
への相続が共同財産の清算という意味もあるうえ、世代内での相続であるので、
いずれ世代間の相続が行われる際、その段階で正式に課税すればよいからであ
る136）。課税ベースの拡大により、概ね死亡者比課税対象者の割合を5%以上、相
続税課税価額比相続税額の割合を15%以上、維持することとする。

⑶　相続税は、高齢者の福祉費用の財源に充てる有力な租税である。
ある租税による収入を特定の目的のため、活用することは必ずしも好ましくな

136） 大法院判決（99づ3027、2000 .3 . 10宣告）は、配偶者控除の趣旨について、財産形成に
おける配偶者の寄与度等を勘案し、生存配偶者の生活の安定を図るためのものであると
判断する。
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いが、相続税による税収は、急速に進んでいる高齢化に伴う福祉費用の財源とし
てふさわしいものであろう。というのは、相続に対する課税の強化が、富の再分
配や機会の平等を図るものとして活用137）される有力な手段であろうし、さらに、
社会保障制度の進展により、今後、老後扶養における公的な負担の役割が高まっ
ていくことが確かであり、被相続人の残した財産が相続人に受け継がれる当為性
が低くなりつつあるからである138）。

もっとも、経済的な観点から見ても、相続税はその性格上、所得税等とは異なっ
て勤労意欲に直接影響を及ぼさない、経済に与える歪みが少ない税139）であるこ
とも考え合わせる必要があろう。

２－３．遺産課税方式への転換の是非
現行相続税法上の大きな歪みである、相続開始2年以内に処分した財産に対し

て認めている非課税枠を廃止すると、現行の遺産取得課税方式の下では処分され
た財産に対し、事前に相続を受けたと名乗りを上げる相続人がいないか、相続人
の間に合意に至らないと、実際の問題として相続の主体が明らかでないという問
題が生じうる。

この懸念を払拭するための方法として、相続税を「遺産取得課税方式」から「遺
産課税方式」に切替えることも考えられる。もとより、遺産課税方式が遺産取得
課税方式より相続課税の趣旨にもっとふさわしいものであるといわれる。すなわ
ち、死亡時遺産として残っている財産は、それまで所得課税などが精密に行われ
ていなかった、つまり、課税漏れ140）があったことでもあるので、その漏れなど
にかかわった当該本人が死亡する際に、これまでの課税関係を清算141）すること
にしても、価値があると判断されるからである。

137） 吉田和男『21世紀日本のための税制改正《所得税の改革》』70頁（大蔵財務協会、2000
年）。

138） 税制調査会『あるべき税制の構築に向けた基本方針』（2002年6月）。
139） 税制調査会『わが国税制の現状と課題─21世紀に向けた国民の参加と選択』299頁（2000

年）。
140） 木村幹雄「相続課税制度とみなし譲渡」愛知大学経済論集第166号178頁（2004年）。
141） 水野忠恒「所得税と相続税の交錯─非課税もしくは課税繰り延べとされる所得」ジュリ

スト1020号154頁（1993年）。
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第５節　財産評価

保有課税や相続・贈与課税のように、当該財産が正常的な取引によって形成さ
れる価格でないものに課される租税においては、その財産の評価という厄介な問
題が付きまとう。また、取得課税や譲渡課税のように、たとえ、当事者の間に自
由な取引が行われた場合であっても、納税者にその取引価格を誠実に申告する納
税者意識が期待されない場合には、客観的に評価されたか評価する価格がその課
税において基準価額になる。

提案
①評価水準は時価に求める。
②財産ごとに異なる評価方法を採る。
③評価機関を統一化し、全ての財産に対して一括的に評価する。

１．時価評価主義
財産の評価は、当然ながら公開の市場で取引により形成される資産の客観的価

値であると一般に解される時価を求める。その時価の課税標準に算入する比率は、
税目ごとに、また、その税率と組み合わせて決める142）こととする。例えば、経
常的に課される財産税のような租税においては、負担能力が高くないので、その
比率をやや緩めにする143）。しかし、不規則的に発生する相続税等の租税の課税
においては、できるだけ実勢価格に近接させることとする。

２．評価方法
一般に、不動産の評価における時価を求める評価方法として、取引事例比較法、

取得原価法、収益還元法が存在する。現状を見ると、これまでの不動産の取引は、
収益価値を遥かに超える交換価値144）によりなされており、不動産の保有におい
て、収益性よりキャピタル・ゲインを見込めることに傾いている。このような状

142） 金子宏「固定資産税制度の改革の方向」『第3回固定資産評価研究大会報告書　21世紀
の固定資産税のあり方を考える』13頁（㈶資産評価システム研究センター、2000年）。

143） 大阪高裁判決平成13年2月2日（判タ1081号81頁）を参照。
144） 例えば、ソウルのある地域（スショ洞）の専用面積97 .63㎡のマンションの価格は8億

3,500万ウォンで、国債3年物の利回りに換算した賃貸料は年1,567万ウォンである。こ
の換算賃貸料を価格に適用すれば、理論的な収益率は、年1.9％に留まり、市場金利の
およそ35％に過ぎない（資料：国民銀行）。
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況の下では、日本の相続税における路線価方式を導入した145）ことから分かるよ
うに、不動産の評価において、売買事例比較法以外には時価の評価が容易ではな
い。しかし、高齢化社会への進展に伴い、不動産市場の停滞が予想される等で、
今後、不動産市場を取り巻く環境が大きく変わろうとしており、不動産の評価に
おいても、根本的な変化に迫られている。

評価替えは、原則的に隔年ごとに行うこととする。というのは、不動産の取引
に対して申告を義務化している制度の下では、前回の評価額と取引当時の時価と
の開きが確認されるのに、全ての不動産について毎年再評価する必要性がそれほ
ど高くなく、全ての財産に対し毎年評価替えを行うためには少なからぬコストが
かかるからである。しかしながら、相続税・贈与税のように、非経常的に賦課さ
れる租税については、その租税の課税基準日に再評価する。これは、相続税の正
当性は、税収源としての重要性よりも、富の再分配機能を通して経済的平等を実
現すると共に、租税制度全体を通じて税負担の累進性を補完し公平負担の機能を
図る点にあるので146）、賦課期日における時価（実勢価格）に最も近い評価をす
べきであるからである。

３．評価機関の独立化の是非
財産の評価業務が専門技術的であることに鑑み、イギリスにおける評価局

（Valuation Office Agency）のように、資産の評価業務を別個の機関にして専担
させることが効率的で客観的・公正的な評価が期待される。つまり、評価業務に
対する専門性・客観性・透明性を高めるため、評価機関を独立させる必要がある。
資産の評価業務は、永久に続けられる仕事であり、現在のように、外部に依頼し
てそのつど済ませる臨時的なものではない。それであるこそ、それにかかる費用

（2006年の場合、約1,400億ウォン）を最小限に抑え、その業務における専門性
を蓄積していかなければいけないと考える。

独立機関を設けて、全ての資産の評価業務を与えることとする。その業務の中
には、当然ながら、有価証券の評価に関する業務も含める。その機関は、政府の

145） 高津吉忠「相続税における土地評価のあゆみ」租税法研究第12号84頁（1984年）。
146） 石島弘「資産税の時価以下評価による課税と租税法率主義」租税法研究第11号79頁

（1983年）。
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組織の一部であっても構わないし、政府の組織でなくても良い。

第５章　結び
経済のグローバル化等による租税競争がもたらす所得課税の緩和とその反動と

して引き起こされる消費課税の強化から、資産に対する適正・公正な負担が求め
られる当為性が高まりつつある。

このような状況を踏まえ、本稿は、不動産の取得および保有ならびに移転に対
し、負担の公平を確保しつつ、不動産の有効利用を図り、不動産市場の安定化に
資する税制について論じたものである。すなわち、不動産税制のあり方について、
負担の公平の面に軸足を置き、簡素で効率的なシステムを構築しようと試みたの
である。このために、不動産の取得・保有・移転の各段階において、各々の段階
に課される租税の望ましい姿と、各々の段階に課される租税が他の段階に課され
る租税と如何に繋がるべきであるかについても究明しようとしたつもりである。

その答えを引き出す方法として、比較法的アプローチを行い、比較の対象を韓
国、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの6つの国にし、各々の国の
所得・消費・資産に対する課税の割合を観察した後、不動産税制について、取得・
保有・移転の各段階において如何に課税し、各段階の課税において実効性を高め
る措置が設けられているかどうかについても分析しようとしたものである。

各国における不動産税制の特性を認識しつつ、本稿は、韓国の不動産税制をモ
デルにしてそのあり方を論じた。しかしながら、本稿で論じられたものが韓国に
限って適用されうるものではなく、概ね如何なる国の不動産税制をデザインする
においても用いられると、考えられる。つまり、取得課税の一元化・緩和および
保有課税の一本化・強化ならびに移転課税の合理化等は、その仕組みを当該国の
都合に合わせれば、原則的に適用されると思える。

当然ながら、安定的な不動産市場を維持させるためには、税制以外にもそれに
影響する要素が多いと思われる。以下では、本稿では触れなかったものの、不動
産市場に影響させる残された課題について、その方向性を示すことにより結びに
代えたい。

その一つは、「規律ある金融政策」である。1980年代日本における不動産バブル、
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また、最近のグローバル金融市場をパニック状態に陥らせているアメリカのサブ
プライムローン問題等の背景には緩んだ金融政策があったに違いない。まず、日
本の例から見ると、プラザ合意（1985年9月）以降、円高による景気後退の懸念
から、日本銀行は、低金利、量的緩和といった金融緩和政策を実施した。その結
果、金融圏では、潤沢なマネーを不動産向け貸出に大幅に拡大（1984年・43 .7
兆円→1989年・110 .8兆円）した。この金融緩和が、1980年代後半に日本で発生
した、三度目の不動産バブルの主な背景であったと言われる。

次に、アメリカの例を見ても、2000年ITバブルの崩壊以降、景気を刺激する
ため、2001年から金融緩和に踏み切った。すなわち、FRB（Federal Reserve 
Board、連邦準備制度理事会）は、当時5.65％であったフェデラルファンドレー
ト（FFR）の目標を2003年6月には1.0%まで引き下げ、その後1年間も維持した。
この低金利政策は、モーゲージローン金利の低下をもたらし、金融機関はモーゲー
ジローンを大幅に供給し、その残高は1990年の3.6兆ドルから2005年3月には
10 .5兆ドル（2.9倍強）まで増加した。しかも、アメリカの金融機関は、そのモー
ゲージローン債権を証券化して投資銀行等の投資家に売却し、モーゲージローン
債権は全世界的にばらまかれた。

FRBが2004年6月から金融引締めへと政策を転換し、2006年6月にはFFR目
標を5.25%にまで、2年間で4.25倍（4.25％）もの引き上げた。モーゲージロー
ンのうち、この金利上げに耐えない低所得者向けローン（サブプライムローン）
の焦げ付け増から端を発したアメリカにおける金融市場の混乱は、グローバル金
融市場に広がり、ひいては、実体経済に影響しつつある。

実体経済から離れた金融政策は、いずれバブルを引き起こすなどで実体経済に
跳ね上がるという教訓を肝に銘じるべきであろう。

いま一つは、「適正かつ合理的な土地利用を図る土地政策」である。土地政策
は、時代の流れや国民または産業のニーズに合わせて柔軟に運営すべきであろう。
最近、土地の需給に対する環境は、大幅に変わりつつある。つまり、グローバル
化に伴い、企業の海外進出等で土地の不変性が低くなり、経済のソフト化と少子
高齢化の進展により、企業や個人の土地需要が以前より減少する等の現象が見ら
れている。
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最後は、「居住の安定を確保する住宅政策」である。上述のように、土地需要
の減少等で、現在不動産問題の多くの部分は住宅の問題であるといってよい。特
に、過去数年間、韓国に見られた騒動は住宅市場の不安定であった。持ち家を希
望する国民に良質の住宅を供給するため、地道な取り組みが求められる。住宅市
場において国がやるべき役割は、耐久性の強化など住宅に対する安全性の強化と
住宅の円滑な供給を図る制度の整備またはその執行などではなかろうか。税制面
においても、1世帯1住宅非課税のように、既に住宅を持っている者のための制
度の維持に奔るよりも、既存住宅の譲渡によるキャピタル・ゲインに対し、適正
な税負担を求める一方で、住宅ローン利子を大胆に所得から控除する税制（現在
は、小規模住宅等一部の住宅ローンの利子のみの控除を認めるに留まっている）
を導入する等、無住宅者が容易に住宅を取得するよう配慮すべきでないかと考え
る。

これら三つの政策課題については、機会を改めて論じて見たいと思う。
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