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相続税と贈与税
―その数理的モデル分析－

田中　藍子

１．はじめに

　2015年 1月 1日から相続税および贈与税の税
制改正がなされた。今回の改正では，相続税につ
いてはおよそ増税傾向，贈与税についてはおよそ
減税傾向となっている。相続および贈与は世代間
所得移転の側面を持つが，各家計がどちらを採用
するか，またはどのように組み合わせるかについ
ては税制の影響を受けるであろうと考えられる。
本研究は，実際にどれだけの世代間所得移転が行
われているか，相続税および贈与税のデータから
推計しようとするものである。

２．推計の難しさ

　国税庁が公表する相続税および贈与税のデータ
は，税控除後においても課税対象となるような比
較的大きな所得移転を捉えたものである。一方，
税控除後においては課税対象とならないような比
較的小さな相続や贈与についてはデータとして不
明であり，相続や贈与の全体像を把握するために
は推計を行う必要がある。実際に相続税データを
みると，2013年においては年間死亡者数 126万
8,436人のうち課税件数は 5万 4,421件であり，
課税対象となったのは全体の 4.3%に過ぎない（表

１）。贈与税データをみると，2013年において
40万 1716件が課税対象となっているが，非課税
の贈与については不明である（表 2）。
　さらに，相続税については二重計算問題が存在
する。この問題は，親世代から子世代までの相続
を考えたときに 2回の相続が発生しうることから
生じる。両親の死亡は同時ではないことが多く，

まず父親か母親が亡くなったときに 1回目の相続
が発生し（1次相続），のこされた親も亡くなっ
たときに 2回目の相続が発生しうる（2次相続）。
もし資産が十分に大きければ，親世代から子世代
へ相続が完了するまでに子に対して相続税が 2回
課されることとなる。この 1回目の相続では配
偶者と子の相続が同時発生しているため，このう
ち世代間移転である子の相続を識別する必要があ
る。

３．先行研究

　Cox and Rank（1992） は，1987 年 か ら
1988年にかけて調査された National Survey of 
Families and Householdデータを用いて，生前
贈与は年平均 1,292ドルであったことを報告し
ている。相続を通じた世代間所得移転について，
Kotlikoff and Summers（1981）はアメリカの家
計資産のおよそ 81％が世代間所得移転によるも
のと推計した。Barthold and Ito（1992）は日本
では家計の保有する土地資産の約 40%，金融資
産の約 28%が相続によるものと推計した。麻生
（1998）は日本では 1994年時点で 1世帯あたり
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表 1　相続税の課税状況の推移

表 2　贈与税の課税状況の推移

出典︰財務省Webサイトより一部抜粋
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平均およそ 1億円の遺産がある（少なくとも 7-8
割が土地資産）と推計した。本研究は麻生（1998）
にしたがい資産分布関数を推計して相続による世
代間所得移転の推計を行い，さらに贈与による世
代間所得移転の推計を行って相続と贈与との関係
を分析しようとするものであるが，現時点では推
計が完了していない。

４．推計方法

　相続税については次の 3つの仮定をおく。（1）
夫婦のうち夫が先に亡くなり，資産x が遺される。
（2）妻と子は法定相続分にしたがって相続する
（もっとも税負担額が少ない方法である）。（3）妻
は相続した分のうち一定割合ｃを消費し，残りを
子に z として遺す。このとき，

と表すことができる。ただし， は妻を
経由して子に移転される資産の比率を表す。1次
相続時の資産分布の密度関数を ，2次相続時
の資産分布の密度関数を とすると，以下の
関係を満たす。

　相続税の課税対象とならないような一般の資産
分布は対数正規分布がよくあてはまることが知ら
れている。資産の対数値の平均をμ , 資産の対数
値の分散を σ2とすると，lnx は平均μ , 分散 σ2の
正規分布にしたがう。このとき，1次相続時の資
産分布の密度関数は

で与えられ，さらに式 (2), (3)より，

が導かれる。
　相続税の課税対象となるような富裕層の資産分
布はパレート分布を適用する。パレート分布にし
たがう 1次相続時の下限をx0, 2次相続時の下限
をθx0とすると，資産分布の密度関数はそれぞれ

で表される。（a はパラメーター。ただし，a>0．）
　全体の資産分布は上記の対数正規分布とパレー

ト分布の加重平均である。密度関数の性質を満た
すための条件， における連続性の条件など
を用いて全体の資産分布の密度関数を導出でき，
さらに 1世帯あたりの世代間移転期待値を計算す
ることができる（詳細は麻生（1998）を参照）。

５．今後の課題

　今後も実証分析をすすめていき，一定の研究
成果を示したいと考えている。特に，2015年 1
月 1日からの贈与税・相続税の税制改正による
ショックが資産保有や世代間移転行動に与える影
響を分析したいと考えている。
　贈与については，2019年 3月までは直系尊属
からの教育投資に対し 1,500万円まで非課税と
なっている。世代間所得移転について，贈与の場
合はその後の労働賃金率を高めるような人的資本
蓄積に影響し，遺産の場合には資本蓄積に影響す
るときの一般均衡モデルの分析も今後の課題とし
たい。
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