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所得税と相続税の二重課税の問題。これは、生命保険権利の相
続が起こったときに相続税が、その権利を相続して収益を得たと
きに所得税が課税されること。さらには、土地建物などの不動産
を相続した場合にも、それを売却したとすれば、同じように相続
税と所得税が二重に課税される問題です。

Problem of an income tax and double taxes of an inheritance 
tax.　 The thing an income tax taxes when succession of a 
life insurance right had happened, an inheritance tax inherited 
the right, and when getting the profit.
When that was sold when inheriting a real estate in land and 
building, an inheritance tax and an income tax are the 
problem of taxing double in the same way.

わが国の資産課税、所得課税を中心とした税法を研究課題としてい
ます。税法は私たちの生活に関わりの多い法律であるものの、規程
は細かく条文自体も難解です。しかも毎年のように改正されています。
法律の解釈・適用に当たっては裁判所の判断が重要となり、判例を
中心に研究しております。

I make the Japanese income tax and property tax a major.　 The 
tax system is the law related in our life.　The tax law is small 
and difficult. The judgement of a courthouse is very important. I'll 
study the tax system by a precedent.

課税単位の問題。「生計を一にする」親族の範囲の意味。日本の
税制は、個人課税を基本としていますが、明治時代からの世帯課税
の名残がうかがえます。これらを個別に抽出して判例を分析しなが
ら検討していきます。

Problem of the taxation unit.　 The meaning of living together. 
The Japanese tax makes the personal tax a basis. I think 
remains of household taxation from Meiji Period.  I'd like to 
consider while picking these out separately and analyzing a 
precedent.
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