説
解

米の富裕税需を考える
日本への波及可能性は?

米国大統領選の民主党候補者指名争いで︑エリザベス・ウォーレン上院議員が富裕税の導入を主張し
ている︒今後W年間で約3兆ドル(約310兆円)の税収が見込め︑医療や教育に補助金を出したり学生
ローンの支払いを免除したりするための財源にするという︒

富裕税をめぐっては︑メリット︑デメリットが指摘されるが︑欧州諸国では資金逃避の恐れから縮小
されてきた歴史がある︒この議論︑わが国への示唆としては︑富裕税そのものより︑金融所得課税強化
の議論に波及するかもしれない︒

東京財団政策研究所研究主幹

森信茂樹

年大蔵省(現財務省)入省︑主税

もりのぶ・しげき京大法卒︒乃

局総務課長︑財務省財務総合政

現職︒著作に﹁税で日本はよみが

策研究所長などを経てW年から

﹁デジタル経済と税﹂(日本経済

える﹂(日本経済新聞出版社)︑

が問題か﹂(岩波書店)など︒

新聞出版社)︑﹁日本の税制何

資産格差が拡大

提案の背景には︑米国の巨大な所

得・資産格差がある︒リーマン・シ

ヨックからW年ちょつと経^して二

ユーヨークダウは2倍を超える上昇

教育に補助金を出したり︑学生口ー

の税収が見込め︑その財源で医療や

今後川年間で約3兆ドル(310兆円)

政府・格差是正を掲げる民主党の面

というスケールの大きさは︑大きな

ン議員のW年間で3兆ドル弱の増税案

ク・タイムズ紙の報道)︒ウォーレ

に連動している︒背景には︑確定拠

は︑中流階級の富も株式市場と密接

株式の個人保有比率が高い米国で

を見せたが︑その恩恵は一部の富裕

米国大統領選の民主党候補者指名

ンの支払いを免除したりすることな

目躍如というところである︒

対して︑ジョージ・ソロス︑アビゲ

デメリットなどを考えていきたい︒

景意義税制としてのメリット︑

ー%の世帯が︑全世帯の保有株式の

がある︒しかし︑資産保有額上位0・

(自社株購入権)制度の広がりなど

資信託の普及︑ストックオプション

などにょる株式投

層に偏っている︒

争いで︑ウォーレン上院議員は︑学

どを提案している︒

ウォーレン議員の提案

生口ーンの支払い免除などの財源と

出年金倉含5

上位7万5000世帯に対し︑純資

イル・ディズニーらスーパーリッチ

なお本稿で峡富裕税と資産税を特

Π%を持っており︑株高の恩恵を最

以下︑富裕税の提案が出てくる背

産が5000万ドルを超える部分に年

玲人が﹁米国の0・ー%の富裕層に

に区別することなく使うこととする︒

驚きは︑このウォーレン議員案に

間2%の税金 W億ドルを超える部分

課税﹂することを支持する︑と賛意

して︑富裕税の導入を主張している︒

については年問3%の税金を支払う

を表したことである(ニユーヨー

も受けるのは超富裕層である︒上位

よう求める︒富裕税を課すことで︑

4
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ー%の富裕層が全米総資産の4割弱

れている︒

リバタリアンの思想である﹁小さ

諸国の平均を見ると︑

拠・正当性として主張されるのは︑

バル競争の下で︑所得税最高税率が

な政府﹂の考え方は︑低所得者向け

妬・8%からΠ年のC・8%へと3

以下の点である︒

由至上主義者)の政策を実現してい

の社会保障費を削減し︑自分たちの

鷲引き下がっている︒また︑ここ鈴

資産格差が拡大する中で︑資産へ

富裕税の根拠・正当性

年秋にウォール街で発生した﹁1%

所得や富に係る税金を減税するとい

年を見ると︑所得の低い納税者の累

の課税は公平性の見地から国民に受

引き下げられてきたという事実であ

的%デモ﹂(ウォ ー ル 街 を 占 拠 せ よ )

う﹁逆ロビンフッド﹂的な発想で︑

進度は高まっているのに対して︑一局

け入れられやすいという政治的・社

くのである︒

で広く知られるところとなった︒

伝統的な共和党(りパブリカン)や

所得者の累進度は逆に低下している

会的な理由である︒とりわけ前述の

201ー

米国には︑わが国と異なり︑権力
民主党(デモクラット)とも異なる

というOECDの分析もある︒

を保有するという状況は︑

や社会思想に大きな影響力を及ぽす

極めて個人的色彩が濃いものである︒

所得税の変化は︑最高税率だけで

に大きな影響を及ぽしていることが︑

ように︑米国では一部富裕層が政治

大学︑マスメディアなどに幅広く資

政治家だけでなく︑シンクタンク︑

の金を残すことのできる便利な制度

に︑税金を払うことなく子孫に巨額

の5%を公益目的に使うことを条件

所得に対しては︑低率で分離して課

譲渡益といった金融所得などの資本

維持するものの︑利子・配当・株式

で︑勤労所得の累進税率はなるべく

税・一晶裕税などのアイデアが広がり

とか︑欧州連合(EU)共通の資産

ピケティ氏の﹁世界レベルの資本税﹂

拠となっている︒後述する︑トマ

と相まって︑富裕税導入の主張の根

2000年の

る︒経済協力開発機構(OECD)

巨額の富(資産)を持つ超富裕層が

この思想の伝播に格好の道具として

富裕税・資産税(資産課税)の根

存在する︒今日の米国を見ると︑こ

活用されるのが︑プライベートファ

金を供与し︑外部からは見えない金

で︑メロン家ロックフエラー家な

税する﹁効率﹂思想に基づく二元的

つつぁるが︑その背景も資産格差拡

ボピユリズム(大衆迎A巳の広がり

となり︑米国の世論を操作し自らの

どの財閥を今日まで温存してきた︒

所得税の考え方が広がり︑金融・資

大への懸念である︒

.

利益になるように政策を誘導してい

﹁ダーク・マネー﹂にょれぱ︑全米

本所得に対する税率が低下し︑全体

超富裕層の政治的影響力

の状況は相当程度当てはまっている︒

ウンデーションの存在である︒基金

る実態は﹁ダーク・マネー﹂(ジエ

にW万以上存在し︑総資産は

でんぱ

石油業で財を成したコーク兄弟が︑

はない︒ 1990年代の資本の自由
ヒ
イ 経済のグローバル化の進展の下

イン・メイヤー著東洋経済新報社)

資本自由化の進んだスウエーデン

影響を与える度合いが少ない(経済

の課税強化は勤労意欲にマイナスの

果得られたストックであり︑これへ

さらに︑資産というのは勤労の結
としての所得再分配効果が縮小して

などの北欧諸国では︑総合課税制度

成長を阻害しない)という主張もあ

富裕税がターゲットとするのは︑

8000億ドルを超えるという︒

に基づく高税率が資本の海外逃避に

る︒もっともこれに対しては︑貯蓄

米国屈指の金持ちであるコーク兄

に克明に書かれている︒

つながったので︑これを防止すると

が課税されると資本蓄積に大きな影

きた

いう意味合いがあった︒わが国でも

という有力な反論がある︒

響が及び経済効率の低下につながる

隠れみのを利用して︑保守系シンク
タンクであるへりテージ財団︑ケイ

格差拡大は世界的な現象

まずはこのような権力や政治思想を

所得・資産格差拡大は︑米国だけ

金融所得は分離して︑所得税の最高

弟やメロン家が︑プライベートファ

トー研究所アメリカン・エンター

の現象ではなく︑世界共通の課題で

税率よりは低い水準の税率が課せら

操る超富裕層の存在である︒

プライズ研究所(AE1)などを創

もある︒その原因の一つは︑グロー

ウンデーション(私的財団)という

設し︑そこを通じてりバタリアン(自
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の間に︑
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きたし力

ず資産

1990年代ごろから顕著

いたが︑

純資産は増えこb か︑わ

税収が半分近くし

に廃止・縮小傾向が見られる︒

ドイツでは︑鈴年に個人・法人を

逃

事

とになる(もっとも︑このような比

納税義務者とする富裕税が国税とし

む

この税制の課題デメリットとし

較が適切かどうかは議論があり得
また︑納税者が納税のためのキャ

で見ると︑即年代には0 ・

いるのは︑オランダ︑ノルウエー︑

態が発生しへ資産税﹂よ

て挙げられるのは︑以下の諸点であ
第1は︑資本移動が自由化された
ツシユフローが確保できない場合が

年代には0・2%と低下し︑町年に

ルクセンブルク︑スィスなど小ノ数で

に

グローバル経済の中︑先進諸国間で
あり︑そのために流動性の高い金融

廃止された︒廃止の理由は︑財産税

ある︒廃止・縮小の理由は︑スィス

避・租税回避が問題とされ0

いまだ法人税引き下げ競争が続く状
資産を手放さざるを得なくなれぱ︑

の資産評価をめぐつて憲法違反の判

とかルクセンブルクといった高い銀

て導入され︑戦後は州税となった︒

況の下での富裕税の導入は︑資本の
資産価格が大きく低下するという懸

決が出されたことだが︑背景には経

行機密の国が隣接しており︑実際に

る)︒

国外逃避を招き︑富裕層は資産を海
念もある︒ウォーレン議員案が現実

済のグローバル化にょる資本移動が

国境を越えて金融資産が移動したこ

る︒

外に移して隠すだけだ︑という批判

になれぱ︑超富裕層は不動産・株式・

指摘されている︒

止された︒

である︒

債券など流動性のある資産を売却す

税収規模を国内総生産(GDP)比

これに対する反論として︑

るので︑富裕税は資産価格に大きな

・郭S 1

・

8%を課

一方︑フランスでは130万呼.以
上の資産に0

す富裕連帯税(1SF)が存続して

とである︒

一方︑スペインでは︑略年に廃止

1
U
1 年に復活させた︒

した富裕税を︑主として財源対策の

観点から

2000億円程度の税収増を目指す

2013年にオランド^統^

暫定的な復活だが︑資産税再評価の

いる︒

現在欧州諸国で富裕税を維持して

OECDの国際協調にょる情報交換

低下・混乱をもたらすという反論で

3%︒卯

協力体制の強化や1T発達にょる金
ある︒

第3に︑資産の評価は容易ではな

融所得把握手段の向上が挙げられて
いることは後述する︒

は︑

課税側に膨大なコンプライアン

く

﹁乃%富裕税﹂を追加導入したが︑

きっかけになるという見方もある︒

︑

スコストが掛かるという課題もある︒

高額納税者らが国外に流出したこと

第2に︑金融資産から得られる金
融所得には︑低率とはいえ既に税金

わが国で︑戦後シャウプ勧告に基づ

から巧年に廃止︒Π年に就任したマ
を行ったが︑これが﹁金持ち優遇策﹂

のは︑フランスの経済学者ピケティ

富裕税の導入を正面から主張する

100万中.以上の資産に対する

がかかっており︑さらに資産そのも

き導入された財産税が廃止されたの

クロン大統領は富裕連帯税の縮小
として﹁黄色いべスト﹂運動につな

氏である︒ピケティ氏の﹁飢世紀の

ピ乞ブイ氏の資本税と新たな潮流

のに税金をかけるのは二重課税だと

は︑主としてこの理由からだ︒

欧州の資産課税の議論

いう批判である︒勤労所得に課税し︑

税引き後の資産から生じる所得にも
課税し︑さらに資産保有そのものに

がっている︒

資本﹂が世界的なべストセラーにな

このようにメリット・デメリット

スウエーデンでは︑二元的所得税

り︑所得・資産格差問題への対応と

課税するのは三重課税だという意見

で金融・資本所得を低率で分離課税

して︑﹁世界的な累進資本税﹂が大

の両方がある富裕税だが︑欧州の歴

することとしたこともあり︑累進を

きな話題となったことは記億に新し

さえある︒富裕税をフローの金融所

かつて︑ドイツやフランス︑スウ

強化するために資産税は維持されて

史を見てみょう︒

本収益率が5%で︑それに対して3

エーデンなど多くの国で導入されて

得に対する税に換算してみょう︒資
%の富裕税を課すと︑資本収益に対
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涯で1時間も勤労したことがないと
としている︒

呼び︑郭年に廃止され︑所得税の最

されている)は︑
ここ数年のOECD

わが国の富裕税導入の根拠は︑所

ピケティ氏の主張は﹁資本収益
富を持ちながら︑合法的な信託財産

源浸食と利益移転)の議論は︑自動

得税の補完機能であった︒所得税は︑

)0

率は経済成長率を上回る︒その結果
での運用︑スィスの銀行口座やタッ

的情報交換の施行などピケティ氏が

﹁クロヨン﹂という言葉に代表され

し

資本を多く持つ富裕層は再投資にょ
クスヘイブン(租税回避地)の活用

るように︑正確な所得の捕捉が難し

れた︑という経緯がある︒

代を経るにつれ︑前世代の形成した

評価)から負債を差引いた﹃純価値﹄

える金融資産不動産の合計(時価

具体案として︑﹁100万ψ.を超

という税があった︒ 1950年にシ

戦後の一時期︑わが国にも富裕税

でも行われていない︒議論となって

導入という議論は︑政府税制調査会

(税

富が世代を超えて引き継がれること

2%とい

いるのは︑金融資産から生じる金融

BEPS

にょり資産の不平等が拡大する︑と

を課税ベースとし︑ー%︑

ヤウプ勧告にょり導入された税制で︑

所得への課税強化だ︒

課税漏れが生じがちで︑漏れた

も主張しているが︑目新しい視点で

うような累進税率﹂を課すことを提

総資産から総負債を差し引いた純資

2018年度与党税制改正大綱に

︑

ある︒

言している︒累進税の根拠は︑不公

は﹁金融所得に対する課税のあり方

・

高税率は弱%から飾%に引き上げら

つて富を雪だるま式に増やすので︑
などで申告所得は500万卑.を超え

ードで進展しており︑税務執行上の

想定していたよりはるかに速いスピ

く

だ﹂というものである︒

極めて政治的・野心的な提言だが︑

勤労所得だけの人との格差は︑飢世
たことはなく︑富の1万分のーしか

課題は克服されつつぁると言ってょ

所得である資産に課税することは公

ピケティ氏の﹁資本税(容で亘

平を是正するだけでなく︑資産の規

するという内{谷である︒対象となる

産を課税ベースとし累進税率で課税

については︑:・税負担の垂直的な公

300億升以上の

紀を通じて雪だるま式に拡大する︒

所得が把握されていないことを例に

いだろう︒

これに対抗する に は 資 本 税 が 必 要
取り上げている︒

貫)﹂は︑あらゆる個人資産を時価

模に応じて収益率が変わる︑つまり

資産は︑士地・家屋立木︑書画

平性等を確保する観点から・:諸外国

また彼は︑人口減少社会では︑時

評価し負債を引いた﹁純資本﹂をそ

資産規模が大きいほど収益率も大き

骨董上場株式︑非上場株式などで︑
0%の4段階の累進

の制度や市場への影響も踏まえつ?

さて︑現在わが国では︑富裕税の

0

総合的に検討する﹂と明記されてい

こつとう

平性に資するという発想である︒

の課税対象とする︒わが国では資本

くなる点を挙げている︒

わが国への示唆

税と訳されているが︑税の言葉とし

構造で課税する︒当時の所得税最高

富裕税が優れている点として︑﹁相

・

税率は舗%で︑富裕税を導入する代

わが国では︑利子・配当・株式譲

3

て︑タックスヘイブンを含んだ資産

わりに引き下げるということが導入

渡益という金融所得に対して︑即%

S

倩報の透明性の確保を上げているこ
とである︒リーマン・ショック以降

の趣旨・目的であった︒実際︑導入

(国税M%︑地方税5%)の分離課

5

続税は1度きりの課税なので公平性

OECDを中心に金融所得情報に関

後に所得税最高税率は聞%に引き下

税となっているか︑金融所得は高所

・

は保てない︒資産から生じる所得へ

する情報交換が加速・整備されてお

げられた︒

にわが国所得税の累進税率がゆがむ

得者に偏っていることから︑結果的

重要な点は︑税制導入の前提とし

の課税(資産所得課税)は︑租税回

り︑わが国も含めて先進諸国間で自

しかし富裕税は︑個人ごとに資産

ては︑﹁財産税﹂﹁一畠裕税﹂という方

避を誘発するので実効性が薄い﹂と

を把握することの困難ミ非上場株

が適切だ︒

主張している︒フランスで最も裕福

ティ氏は﹁協力しないタックスヘイ

動的な情報交換が始まったが︑ピケ

式などの評価の難しさなどが批判を

形になっている︒

る︒

な人物であるべタンクール夫人(化

ブンには制裁などを考えるべきだ﹂

粧品会社ロレアルの創始者の娘で生
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が︑それを示している(図)︒

ぐためには︑一定水準以上の金融所

マレ

1

シア

得に限定して税率を引き上げること

れている︒

して議論さ

の強化策と

所得再分配

き上げが︑

を利用して︑税務当局が個別納税者

株式譲渡益について︑マイナンバー

ている利子所得は別にして︑配当と

番されておらず源泉分籬課税となっ

考え方である︒多くの銀行口座に付

ミン経済相(弱)は首相の任期

るのに対し︑同党副総裁のアズ

(π)が早期の禅譲を求めてい

義党総裁のアンワル元副首相

継首相に指名されている人民正

とは不可能ではないはずで︑

相と激しく対立した過去を持つ︒

全うを主張している︒

巧%(国送

万円を超える者の金融所得情報を国

一方︑アズミン氏は首相の最側

ごとに金融所得情報の集約をするこ

という水準

税当局が納税者の個人向けサイト

近とみられている︒

し力し

実効税

﹁マイナ︒ホータル﹂に返すという方

首相の交代時期をめぐつて論

アンワル氏はマハティール首

率で見ると

法にょり︑追加的に申告させる方法

用される水

所得者に適

あり︑直ちに資産税を導入するとい

のような超富裕層は極めてわずかで

いずれにしても︑わが国では米国

性愛行為の動画が何者かにょっ

にアズミン氏とされる男性の同

係している︒きっかけは︑ 6月

ワル氏とアズミン氏の不仲も関

争が起きている背景には︑アン

準と同じで︑

うような状況にはない︒まずは︑金

てインターネット上に拡散され

100

1500万

が考えられる︒

これを一律

融所得課税の適正化の議論から︑と

たことだ︒

は︑

円超の申告

に引き上げ

いうことではないだろうか︒

これについて︑アンワル氏が

﹁事実ならアズミン氏は辞任す

税﹂(日本経済新聞出版社︑

していた︒

を否定するアズミン氏が猛反発

べきだ﹂と発言し︑同性愛疑惑
2019年)

参考文献拙著﹁デジタル経済と

れぱ︑大衆
増税になる︒

また︑株式

きな悪影響

相場にも大
を及ぽす︒

それを防
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財務省の﹁申告納税者の所得税負
そこで︑﹁最高税率より低い金融

が必要となる︒例えぱ︑金融所得

首相交代時期めぐり論争

担率(Π年)﹂で︑わが国の所得階

所得税率﹂だ所得再分配機能の強

相(触)の交代時期をめぐり︑

、

153%

マレーシアでマハティール首

層ごとの負担割合を見ると︑所得1

100万円以上の者の税率をW%程

︑

2

＼︑迷

(注)所得金額があっても申告納税額のない者(例えば還付申告書を提出した者)は含まれていない。また、源
泉分離課税の利子所得、申告不要を選択した配当所得および源泉徴収口座で処理された株式等譲渡所得
で申告不要を選択した者も含まれていない。
(出所)各年分の国税庁「申告所得税標本調査」(税務統計から見た申告所得税の実施)より作成

化という観点から問題にされ︑株式

、

1億円を超

︑

︑郭

︑ー

一7

゛,

呪

】0電、印値^" 1m惇 lm曇、
ι合計所円金釧円)
、2印万、^万^万^万^万、7m万、師万 1千万、12千万、15チ万、2千万 3千万'千万、1偲、2量、5便

17.1努

億円までは増加するが︑

6
2

79%
49%
既

37%
31弊
28%

49%
28%

92%
64%

11.1%.
92弊

108弊
79%

10%

弊ずお

176郵、

与党内で論争が起きている︒後

、

129怖

'楡、跿.、、
税率引き上げ前
(2013年分)
129%

匹祠

183鷲
、

222%

232%
245%

、
、

,"、、
IB3%

匹国

220%
i

226舛

直近
(2017年分)

度引き上げ即%にするというような

り、所得者で所得税の負担率は低下。
02013年度改正において、上場株式等の譲渡所得等に対する 10%(所得税:フ%、住民税:3%)の軽減税率は 13年12月31日をもっ
て廃止され、 14年1月1日以後は20%(所得税:15%、住民税:5%)の税率力嫡用されている。

譲渡益や利子・配当所得の税率の引

0 所得者層様ど所得に占める株式等の譲渡所得の割合力儁いことや、金融所得の多くは分雌課税の対食になっていること等によ

えると負担割合は逓減していくこと

<図表>申告納税者の所得税負担率

