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要　　約
 本論文では，「全国消費実態調査」の個票データを用い，平成 22 年・平成 27 年の相続税
の課税割合の推計を行った。直接的な統計である「国税庁統計年報書」では，相続税の課
税対象となった世帯の合計課税実績のデータしか得られず，詳細な分析を行うことは難し
かったが，課税対象とならない世帯も含めた，豊富なミクロデータを利用してシミュレー
ション・モデルを構築することで，推計および分析を可能にした。
 本モデルでは，「全国消費実態調査」と「人口動態統計」を用いて相続税課税割合を推計
し，税制改正の影響を分析することで，政策形成に資することを目的としている。
　推計値は，申告ベースを含めても各年度の課税割合実績に近似しており，平成 25 年改
正の影響も，見込値よりも正確な予測に成功した。
　法定相続人数による比例控除が課税割合に与える影響は，改正後でより増加している点
を明らかにしたほか，基礎控除額の縮小は，課税割合に対する影響は大きいものの，税収
への影響は，不動産評価制度の変更の方が大きい可能性が示唆された。
　経済格差の要因として，蓄積された資本にも関心が高まる中，代表的な資産課税制度で
ある相続税制度を分析することには大きな意義がある。
　本論文は，わが国の相続税制度を分析するうえで，一定の示唆を与えるものである。

　キーワード：相続税，富の再分配，格差，家計
　JEL 区分：H2, D14

Ⅰ．はじめに

 経済的不平等について活発に議論が行われる
いま，その多くが税・社会保険料等による収入

面の議論になることは，関連する税収などの規
模を考えれば自然な流れといえよう。しかし近

＊１ 　本稿の執筆にあたり，一橋大学経済研究所准教授 宇南山卓先生からご指導を頂いた。ここに記して心か
ら感謝の意を表したい。また，神奈川大学経済学部 山名一史助教，財務省財務総合政策研究所 松本研究
員から大変有益な助言を頂いた。深く感謝申し上げる。本稿における意見はすべて筆者の個人的見解であっ
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年，Piketty（2014）をきっかけに，蓄積された
資本の格差こそが経済格差の要因であるとの主
張もされるようになり，資産課税による分配制
度にも関心が高まってきた。わが国においても，
平成 25 年の増税改正と急激な高齢化の進展に
より，相続税制度に注目が集まっている。世代
間の資産承継の代表的な手法である相続は，ど
の世帯にも必ず発生する普遍的な事象である一
方で，その税制度設計は各国で様々であり，ど
の程度の政策効果を持つのかは判然としない。
各国の相続税制をみても，経済学的な根拠に基
づいた制度というよりは，政治的な色合いが強
いものも多く，そもそも政策の根拠となる分析
に必要なデータが不足しており，効果を見越し
た制度設計が行えていないのではないか，とい
う疑念も残る。ここで改めて，わが国の相続税
制度について政策効果を分析することは，今後
の資産課税のあり方を考える上で非常に重要で
ある。
　「国税庁統計年報書」によれば，約 50 年ぶり
の増税改正となった平成 25 年度改正1）により，
平成 27 年分の相続税の課税対象者数は 10.3 万
人（前年比 1.8 倍），課税割合は 8.0％（同 1.8
倍），納付税額は 1.8 兆円（同 1.3 倍）となり，
大幅に増加した。高齢化の進展や格差の拡大を
理由として，今後相続市場規模はさらに拡大が
見込まれているが，相続税は課税対象が資産家
層に限られているために，国税庁から公表され
ている実績データだけでは十分な分析が行えな
い。そのためか，税制の効果や影響を分析した
先行研究は充実しているとは言い難い。実際に
今回の増税改正にあたっては，国は相続税の課
税割合が平成 26 年の 4％台から 6％台になると
見込んでいたものの，実績としては 8％となり，
見込みよりも大きな影響を与えたことが分かっ
ている。この見込みと実績の差異も，政策変更
がどの程度の影響を与えるかを検討する際の基
礎となる分析に，そもそもの手法が確立されて
いなかったり，データの制約があったためでは

ないかと推察される。
　相続税のように，いわゆる資産家層に対して
課税される税制について検討する上で，各世帯
の保有資産に関する情報は非常に有益な情報で
あるが，そもそも捕捉が困難であることや，個
人情報保護の観点から，利用可能なデータとし
ての公表を期待することは現実的ではない。し
かし，このようにデータの制約がある中でも，
ある程度の根拠を持った推計を基に制度設計を
行うことができれば有意義であるはずだ。本論
文では，資産情報が含まれる平成 21 年・平成
26 年「全国消費実態調査」の個票データを用
いて相続税の推計を行っている。個票データを
用いることで先行研究と差別化し，相続税の推
計を可能にしたほか，課税対象者の属性分析・
制度変更による影響予測も実施した。
　以下では，Ⅱ．においてわが国の相続税制度
を概観し，相続税の分析について必要な情報に
ついて考察するとともに，Ⅲ．において使用デー
タおよび推計方法を説明し，Ⅳ．でその結果，
Ⅴ．で結論を述べる。

１ ）平成 25 年度改正は，平成 27 年 1 月 1 日以降適用されている。
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Ⅱ．相続税の分析

Ⅱ－１．わが国の相続税制度
　分析に入る前に，我が国の相続税制について
確認する。
　平成 12 年の税制調査会中期答申においては，
相続課税の課税根拠について，①遺産の取得
（無償の財産取得）による担税力②富の再分配
③生前所得についての精算課税④資産の引き継
ぎの社会化を挙げている。課税方式については，
アメリカやイギリスでは遺産に対し課税する
（遺産の分け方によって税総額は影響を受けな
い）「遺産課税方式」，フランスやドイツは相続
人が取得した財産に対し課税する（分け方に
よって影響を受ける）「遺産取得課税方式」を
採用しているが，わが国では二つを折衷し，「税
総額は遺産の分け方によって影響を受けない
が，誰が多く負担するかという負担割合は遺産
の分け方に影響を受ける」という「法定相続分
課税方式」という独自の制度を採っていること

を述べている。図 1 はわが国の相続税の仕組み
をまとめたものであるが，税総額は各相続人の
実際の遺産取得額によらずに，法定相続人数と
法定相続割合によって算出された各人の課税遺
産に，累進税率を乗じたものを合計することで
計算され，各人の税負担の按分の際に実際の遺
産取得額が用いられる。
　相続が発生した際，被相続人の債務・非課税
資産等を除く資産総額（課税価格）から，基礎
控除等を差し引き，なお残る部分（課税遺産総
額）がある場合に課税対象となり，相続税の申
告をする必要が生じる。この基礎控除のうち，
定額部分を「定額控除」，法定相続人数に応じ
て増減する部分を「法定相続人比例控除」と呼ぶ。
　基礎控除の意義について，「個人生活の経済
基盤を強化するため，……その他の一般世帯の
相続についてはなるべく相続税の課税対象外と
することが望ましい」（昭和 32 年税制特別調査

（出所）　財務省HP

図１　相続税の仕組み（平成 27年以降）
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会答申）とあるように，もともと相続税は，平
均的な資産を有する世帯にまで負担させるべき
性質のものでないとする考え方が根底にある。
しかし，その後の高度経済成長による世帯の資
産規模の拡大や，バブルによる地価の高騰もあ
いまって，課税件数が増加したことを受け2），
基礎控除の拡大および各優遇制度の拡充3）が行
われてきた。図 2 でも顕著なように，相続税は
地価に沿って負担軽減の改正が行われてきたの
である。
　しかし問題は，その基礎控除が地価の落ち着
いた後も据え置かれ，相続税の課税対象割合が
低下した後も，その制度が最近まで見直されて
こなかった点である。地価と基礎控除の関係だ
けで考えるならば，課税割合・納付税額とも低
下していたのは，地価に比して過大な基礎控除

が修正されてこなかったことが原因であり，「資
産再分配機能は低下」（財務省 HP）していた
といえる。
　そこで，表 1 で示す通り，平成 26 年までは「定
額控除 5,000 万円＋比例控除 1,000 万円 × 法定
相続人数」であった基礎控除額が，平成 27 年
以降は「定額控除 3,000 万円＋比例控除 600 万
円×法定相続人数」と 4 割縮減され4），広く
課税負担を募ることになった。また合わせて，
税率も最高税率は 55％に引き上げられるとと
もに，45％の対象枠が新設された。これは，わ
が国の相続税の歴史から見て約 50 年振りの増
税改正であった5）。

Ⅱ－２．相続税の分析に必要な情報
　相続税制度がどの程度の再分配効果を有して

（出所）　財務省HP

図２　相続税改正と地価水準の推移

２ ）課税割合は，改正の影響で平成 27 年が 8.0% となるまでは，昭和 62 年の 7.86％がここ 30 年で最も高かった。
３ ）配偶者税額控除額，死亡保険金・退職金の非課税限度額，未成年者・障害者・特別障害者の税額控除額等。
４ ）平成 25 年度税制改正の解説資料によると，地価が落ち着きを見せ，課税割合や負担割合がバブル期以前に

比べても低下したため，相続税の機能を回復すべく，地価と物価水準が現在と同等であった昭和 50 年代後半
を参考に，物価・地価の変化率で当時の基礎控除額（定額控除 2,000 万円，比例控除 400 万円）を現在価値
に修正したとのことである。

５ ）なお，「基礎控除額の定額部分と比例部分の比率（5：1）については，現行課税方式となった昭和 33 年以降，
ごく一時期（昭和 37～38 年）を除き，この比率が維持されてきた経緯を踏まえ，今回の改正においても維持
することとされた」としている（同解説資料）。
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いるかについては，各世帯が相続を受けたか否
か，世帯の誰に相続されたか，その相続資産は
どの程度か，どの制度の際に相続が発生したか，
分析期間を通して資産分布はどのように変化し
たか等の複雑な影響を観察しなければならない
と考えられるため，残念ながら本論文で全てを
分析することはできない。また税収に関しても，
どのような属性の者が課税対象となるかを分析
できなければ正確な推計ができない。よって本
論文では，相続税分析の第一歩として，課税割
合に関する推計を実施した。
　相続税に関するデータとしては，「国税庁統
計年報書」にて課税対象となった被相続人数・
納付税額・財産種別等が公表されている。この
データからでも課税資産や法定相続人数の傾向
の推移などは分析できるが，これと「人口動態
統計」を組み合わせ，毎年の課税対象者である
被相続人数を，死亡者数および総人口で除した
課税割合の推移を示したものが図 3 である。平
成 25 年度改正により倍近く増加したとはいえ，
死亡者のうちの 8.0％，総人口のうちの 0.08％
（いずれも平成 27 年）という非常に低い数字
にとどまっている。
　しかし，問題は課税対象者の数が少ないこと
ではなく，課税対象者のデータのみしか入手で

きないことである。つまり，平成 25 年改正の
ような基礎控除の縮小・課税割合の拡大という
制度変更があった際に，どの程度影響があるの
かという予測を行うことが，このデータからで
は不可能と思われる。
　では，相続税制がもたらす再分配効果に関す
る先行研究についてはどのようなものがあるだ
ろうか。推計対象としては，マクロの相続資産
規模に関するものが大部分を占めている。
　フィデリティ退職・投資教育研究所（2012）
は，「国税庁統計年報書」で捕捉されなかった
死亡者の相続資産を，内閣府「国民経済計算」
および独自のアンケート調査により推計し，
2012 年時点では，年間で総額 40-50 兆円程度の
相続資産が存在するとしている。宮元（2010，
2014）においては，詳細な計算手法は明らかに
されていないものの，国税庁税務統計と総務省
統計より，足元の相続資産市場の規模は年間約
50 兆円と推計している。立岡（2012）は，総
務省統計局「全国消費実態調査」（平成 21 年）
や内閣府「国民経済計算報告」等をもとに，年
齢階級別の一人当たり保有資産額を算出し，こ
れに厚生労働省「人口動態調査」の死亡者数を
乗じることで，相続資産規模を平均的なケース
で約 37 兆円，最大ケースで約 62.9 兆円と推計

基礎控除の改正
改正前 改正後

定額控除 5,000 万円 3,000 万円

法定相続人
比例控除

1,000 万円
×

法定相続人の数

600 万円
×

法定相続人の数

税率構造の改正
各法定相続人の取得金額 改正前 改正後

1,000 万円以下の部分 10%

同左

3,000 万円　〃 15%

5,000 万円　〃 20%

　  1 億円　〃 30%

　  2 億円　〃 40%

　  3 億円　〃 40% 45%

　  3 億円超の部分 50%
同左

　  6 億円以下の部分 50%

　  6 億円超の部分 50% 55%

（出所）　財務省 HP より筆者作成

表 1　基礎控除と税率構造の改正
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している。この研究は本研究のベースとなる考
え方であるが，個票データを用いていないため，
家計の格差を考慮することができず，やはり相
続資産額の推計にとどまっている。熊野（2014）
においては，平成 6～21 年までの「全国消費実
態調査」および厚生労働省，内閣府の資料を用
いて，家計純資産×世帯数×年齢別死亡率に
より 2013 年の相続資産総額を 42.1 兆円と推計
している。こちらも立岡（2012）と類似の手法
で推計を行っていると思われる。橋本・呉

（2009）においては，主に経済成長率との関係
で税収関数を求め，暦年の平均課税価格と平均
納税額との関係を考慮して税収の将来推計を
行っている。また橋本・呉（2002）では，「総資
産保有額 = ライフサイクル資産＋移転資産」
という関係式を用いて，総務庁「家計調査年報」
や総務省「国民経済計算年報」「貯蓄動向調査」
等から，家計資産に占める相続資産の割合を推
計しているほか，土地評価や税率構造を調整し
た際の実効税率の変化に関するシミュレーショ
ンを行っている。ただしその結果，税収や課税
割合にどのような影響があるかまでは記載がさ
れていない。
　このように，相続税の統計データで主なもの
である課税割合（被相続人数）や税収に関する

分析よりも，資産規模に関する推計が多いのは，
そもそも課税割合や税収を推計するための情報
が不足しているためと考えられる。相続税は富
裕層にのみ課税がなされ，それ以外の家計には
全く負担がないという極めて非対称な制度であ
るため，相続税の制度を考える上では，家計の
格差を考慮する必要がある。そこで家計の格差
を考慮しつつ課税割合の分析を行うため，課税
対象とならない家計に関する資産をも把握でき
る，サンプル数の豊富なミクロデータを用いる。
この要件を満たすのが，「全国消費実態調査」
の個票データである。次章では，本データを用
いて課税割合を推計する手法について述べる。

（出所）　「国税庁統計年報書」および厚生労働省「人口動態統計」より筆者作成

図３　死亡者および総人口に対する相続税課税割合の推移
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Ⅲ．マイクロシミュレーション・モデル

Ⅲ－１．データ
　資産項目に関するデータとして用いる「全国
消費実態調査」は，5 年おきの 9～11 月にかけ
て実施される調査であり，サンプル数は平成
21 年 調 査 が 52,787 世 帯， 平 成 26 年 調 査 が
51,919 世帯となっている。家計に関する国の統
計データとしては，他に総務総統計局「家計調
査」，厚生労働省「国民生活基礎調査」，金融広
報中央委員会「家計の金融資産に関する世論調
査」があるが，「家計調査」および「国民生活
基礎調査」には実物資産の項目が無く，「家計
の金融資産に関する世論調査」は実物資産を含
むものの，サンプル数は平成 27 年分で 3,474
世帯に留まる。相続税の総人口に対する課税対
象割合は，前述のとおり 0.1％弱程度であるの
で，サンプル数が多く，実物資産も含めた総資
産を把握できる全国消費実態調査を用いるのが
今回の分析には適していると言えるだろう。
　金融資産・負債データは 11 月末，自動車な
どの耐久消費財データは 10 月末基準で記入・
集計されている。住宅・土地は現住居以外のも
のも含め，その所在・面積・構造・建て方・建
築時期等が記入事項とされ，住宅については国
土交通省「建築着工統計調査」（平成 21 年）の
建築単価に延床面積を，土地については国土交
通省「地価公示」及び「都道府県地価調査」の
敷地単価に敷地面積を乗じて評価額としている
（つまり，実物資産の評価金額は自己申告によ
る記入値ではなく，ある種客観的に一律に評価
したものといえる）。
　また，全国消費実態調査のデータと合わせて，
相続が年間でどの程度発生するのかを推計する
ために，厚生労働省「人口動態統計」の平成

22 年・平成 27 年の総人口データおよび年代別
死亡数データを用いた。

Ⅲ－２．計算手法
　サンプル内で世帯ごとに課税価格を算出し，
課税対象となる世帯について年代別死亡率を乗
じることで，年間死亡者のうちの相続税課税件
数の割合を計算する。課税割合の計算モデルを
数式化すると以下のように表すことができる。

　  Pij＝
R（i＋1）ɡ ɡΣWij

ΣNi R（i＋1）ɡ ɡ

　ただし，i はデータ年度，j は税制年度，g は
年代区分，W はサンプル内の資産家層の数，
R は死亡率，N はサンプル内の総人員数である。
計算手順は以下の通り6）。
　平成 21 年・平成 26 年「全国消費実態調査」
の個票データを用いて，世帯ごとに課税遺産総
額を計算する。まずは，記入されている資産に
関する金額を，平成 22 年・平成 27 年の相続税
制に従い，項目ごとに相続税評価額に修正し，
「現在の資産額を保有したまま相続が発生した
場合に，課税されうる世帯」（以下，「資産家層」
という。）の数を集計する。土地・建物等の実
物資産については，実勢価格ではなく，鑑定評
価額である相続税路線価を基準とし，これは実
勢価格よりも低い公示地価をさらに 8 割程度に
評価減したものとなっている。また，要件を満
たした場合に土地の評価額を 8 割減額できる
「小規模宅地等の特例」の制度も，評価額に与
える影響が非常に大きく，実物資産の評価額算
出には特に考慮すべき点が多い。ただし調査の
手法上，世帯の資産データは世帯合計額しか分

６ ）推計の詳細な手順については，補論 1 で述べる。
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からないため，ここでは「世帯主が全ての資産
を保有している」という仮定を置いており，こ
れは世帯主一人当たりの資産額を大きく見積も
る要因になる。一方で過少要因として，「全国
消費実態調査」においては，世帯のうち年収が
最も高い者を形式的に世帯主としているため，
現役を引退するであろう 70 歳以降の世帯主数
は必然的に（人口に比して）60 代までの世帯
主数よりも少なくなる傾向にあり，先ほどの世
帯主が全ての資産を保有しているという仮定と
あいまって，実績と比較しても 70 代以降の課
税件数が少なくなってしまう可能性があるこ
と7），また対象調査項目には住宅用以外の土地・
建物が入っていないこと，調査対象となった世
帯がそもそも全ての資産を正しく申告しない
（隠匿する）可能性があること，特定を防ぐた
めに資産家層の中でも上位の層はデータのサン
プルから除かれている可能性があること等が挙
げられる。これら双方の要因を踏まえ，次章で
実績値と推計値を比較して妥当性の検証を行う。

　次に，資産家層および調査サンプル内の総人
員（世帯票に記入された全ての人員）につい
て，年代区分ごとにそれぞれ平成 22 年・平成
27 年の年代別死亡率を乗じて，「年間で相続税
が課税されうる件数」（以下，「期待課税件数」
という。）およびサンプル内の総死亡件数につ
いて集計する。
　最後に，期待課税件数を総死亡件数で除すこ
とで，「すべての相続件数のうち相続税が課税
される件数の割合」である課税割合を算出する。
　平成 21 年の全国消費実態調査の個票データ
に対し，翌平成 22 年の税制及び人口・死亡率
データを用いるのは，上述したように全国消費
実態調査の資産項目は 10 月末や 11 月末の数値
を調査しているので，その後の 1 年間の税制と
人口動態を考慮した推計を実施するためであ
る。同様に平成 26 年全国消費実態調査の個票
データは，翌平成 27 年の税制および人口・死
亡率データと組み合わせて推計を実施している。

Ⅳ．推計結果と分析

Ⅳ－１．平成 22年および平成 27 年の課税割
合の推計

　前章での計算手順に基づき，各年の課税割合
を推計していく。まずはモデルの妥当性の検証
のため，各年の推計値と実績値を比較する。対
象年が税制の改正前後であり，その影響を分析
するため，以下では推計結果を並列して記載する。
　まず世帯主，資産家層，期待課税件数の年代
別分布をまとめたものが図 4 である。
　平成 22 年の推計では全 52,787 世帯のうち，
資産家層は 2,209 人，さらに期待相続件数は合

計 46 件にとどまるが，改正の影響で平成 27 年
ではそれぞれ倍近くに増えている。分布をみて
みると，世帯主で最も数が多いのは 60 代となっ
ており，同様に資産家層でも 60 代が最多であ
るが，年代階級が上がるにつれ死亡率が増加し
ていくため，課税件数では 80 代以降が最多で
ある8）。平成 27 年では基礎控除の減額に伴い
資産家層・期待課税件数は増加しており，やは
り高齢になるほどその割合が増えていく。現役
を引退した世代は，一般的に年収が低くなるた
め，調査データ上での世帯主の数も減少するが，

７ ）一方で，相続税の課税対象となる者は資産収入が多い傾向があると思われるため，年収も世帯で最も高く
なり，世帯主になりやすいという可能性もある。

８ ）被相続人の年齢については公表されていないため，実績との整合性を検証することができない。
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それでも調査上で世帯主として定義されるよう
な者（世帯で最も収入額が多い者）は財産収入
等を継続的に得ることで資産の蓄積を行ってい
ると推測できる。
　ただし平成 27 年においては，世帯主の年齢
構成で 50 代までの層は数が減少している一方
で，70 代以降の層は増加していることもあり，
制度要因だけでなく，環境要因も以下で推計す
る期待課税件数に影響を与えている可能性があ
る点を考慮しなくてはならない。
　次に課税割合について，申告ベースの推計値
と実績値とを比較した結果が図 5 である。相続
税の特例である「小規模宅地等の特例」や「配
偶者の税額軽減」等を利用する場合には，たと
え結果として納付税額が 0 となる場合であって
も申告をする必要があり，そのような申告を含
めた件数も「申告状況」として「国税庁統計年
報書」に記載されている。よって，「申告して
小規模宅地等の特例を利用した場合に税額は 0
となるが，申告せず特例を利用しなかった場合
には税額は 0 とならない世帯」も含めて，年間
の死亡数に対する割合を推計している。

　平成 22 年の課税割合の推計では実績値 4.2%
に対し推計値 3.6％，平成 27 年では実績値 8.0%
に対し推計値 8.5% と，0.5% 程度の乖離で概ね
実績に近い値が得られた。乖離幅は申告ベース
でも 0.5％以内にとどまっており，本モデルの
精度が示されている。ここで「配偶者の税額軽
減」は実際の遺産分割割合によりその減額幅が
大きく異なる可能性があるため考慮していない
が，この結果を見る限りはそこまで極端な利用
（相続資産の引き受けを全て配偶者にし，税額
控除を最大限活用する等）はなされていないの
ではないかと思われる。次節では，本モデルを
用いて制度変更の影響を予測する。

Ⅳ－２．平成 25年改正の影響予測
　「国税庁統計年報書」によると，相続税の課
税対象者数は平成 26 年で 5.6 万人（死亡者に
対して 4.4％）である。一方，平成 24 年度税制
調査会の財務省参考資料によると，平成 25 年
改正により，課税対象は「6％台程度」に増加
すると試算されていた。実際に，財務省の「平
成 27 年度租税及び印紙収入予算の説明」（平成

（注）　各年度とも集計乗率（ウエイト）を考慮している。
（出所）　総務省統計局「全国消費実態調査」（平成 21・26 年），厚生労働省「人口動態統計」より筆者作成

図４　世帯主，資産家層，期待課税件数の分布
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27 年 2 月）では，課税件数（人数）は 8 万 1
千件と見込んでおり，厚生労働省「平成 26 年
人口動態統計」（平成 27 年 1 月）では，平成
26 年中の死亡数は約 126 万 9 千人と推計され
ていた。課税見込み件数をこの推計死亡数で除
すと，死亡課税割合は 6.4％となる。死亡数が
年々微増していることを考慮しても，やはり課
税割合はおよそ 6% 台前半となることを見込ん
でいたといえる。本節ではこの見込値（以下
6.4% とする）とその後公表された実績値を，
本モデルで予め推計していた値と比較してみる
こととしたい。
　改正後の予測推計は，平成 21 年「全国消費
実態調査」の個票データに，平成 22 年の年間
死亡率，平成 27 年の改正後の税制を適用して

実施した。資産評価において主に考慮しなくて
はならないのは，控除額が 4 割縮減された基礎
控除と，適用要件および面積が改正された小規
模宅地等の特例である。一方，前節での平成
27 年時の推計と同じく，法定相続人は一律 3
人と仮定した。以上を踏まえた推計結果をまと
めたものが，図 6 である。改正後は，税制改正
時の見込み値であった 6.4％よりも高い値であ
る 8.0％の世帯が課税対象になると推計された。
　平成 27 年の課税割合および税収実績は，翌
平成 28 年末に公表され，課税対象者数は 10.3
万人，課税価格は 14.5 兆円，納付税額は 1.8 兆
円，課税割合は 8.0% であった。課税割合の推
計値と実績値の差は僅かである。もちろん，平
成 21 年 11 月末時点での資産データに平成 22

（注）　課税割合は，申告により特例を利用しても相続税が課税された件数の死亡数に対する割合を示す。
（出所）　 総務省統計局「全国消費実態調査」（平成 21・26 年），厚生労働省「人口動態統計」，「国税庁統計年報書」より作成

図５　申告割合および課税割合の推計値と実績値の比較

（注）　 平成 27 年（改正後）の推計値は，平成 21 年の調査票データに平成 22 年の死亡率，平成 27 年の税制を適用し
て推計。

（出所）　 総務省統計局「全国消費実態調査」（平成 21 年），厚生労働省「人口動態統計」，「国税庁統計年報書」より作成

図６　改正後の課税割合の予測と見込値・実績値との比較
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年の死亡率・平成 27 年の税制を当てはめてい
るため，2 時点間の環境の変化については留意
する必要がある。また，家計は増税改正が行わ
れることを事前にアナウンスされていると，相
続税を回避もしくは負担を軽減すべく対策を講
じる可能性があるが9），本モデルではあくまで
データ時点の資産額のみで推計を行っているた
め，その点を考慮できないということにも留意
しなければならない。これは，後述する税制変
更シミュレーションでの推計においても同様の
ことがいえる。
　では相続税の改正により，どのような層が新
たに課税対象となったのだろうか。平成 26 年
の調査データに平成 22 年・平成 27 年の制度を
適用し，「改正後の制度では課税対象となるが，
改正前の制度では課税対象とならなかった世
帯」の課税遺産総額について分析したものが図
7 である。
　図 7 より，改正の影響で課税対象となった世
帯の平均課税遺産総額は約 1,200 万円となって
おり，金融資産が大きなウエイトを占めている
ことがわかる。不動産の割合が少ないように見
えるが，実際には不動産の価格は実勢価格・公
示価格よりも低い相続税路線価で評価されてい
ることや，現住居宅地は小規模宅地等の特例で

評価額を 8 割圧縮されていることが多いと思わ
れるため，当初の取引価格ベースや公示価格
ベースでみれば不動産の割合は大きくなる。

Ⅳ－３．想定シナリオに基づくシミュレーション
　ここから，条件や制度が変更されたと仮定し
た場合の影響を分析していく。
　本モデルは法定相続人数について，一律（実
績の加重平均である）3 人とする仮定を置いて
いるが，この仮定を変更した際に課税件数や割
合にはどのような変化が起きるかを検証したも
のが図 8 である。
　平成 22 年当時の税制においては，相続 1 件
当たりの法定相続人数が 1 人増加すると，基礎
控除のうち比例控除部分（1 人あたり 1,000 万
円）と非課税財産となる死亡保険金等（1 人あ
たり 500 万を限度）が課税価格から差し引ける
こととなるため，最大で 1,500 万円控除額が増
加する。一方で，減少した場合は逆に控除額が
最大 1,500 万減少する。平成 27 年税制ではこ
のうち比例控除が 1 人あたり 600 万円に縮減さ
れている（死亡保険金は変更なし）ため，法定
相続人 1 人あたり最大で 1,100 万円の増減が起
こる。
　どの世帯でも法定相続人数が一律だと仮定し

９ ）平成 27 年 1 月 1 日の改正相続税法の施行は，平成 25 年の法改正時点で認識されていた。

（注）　金額は全て相続税評価額に修正したもの。
（出所）　総務省統計局「全国消費実態調査」（平成 26 年）より作成

図７　改正の影響で新たに課税対象となりうる世帯の平均資産構成
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て推計を行った結果，法定相続人数が 3 人の場
合と比べて 1 人増減すると，課税割合は平成
22 年では約 1% 増減し，平成 27 年においては
2％弱増減した。これは，元の課税割合が 4%
や 8% であることを考えると，比較的大きな影
響である。近年では，相続 1 件当たり法定相続
人数はほぼ毎年減少傾向にあり，ここ 30 年で
1 人以上減少している（昭和 58 年当時 4.10 人，
平成 27 年 2.86 人）。家計資産額階級が高くな
るにつれ世帯主の年齢階級が高くなる（総務省
統計局，2016）ことに加え，高齢化の進展に
よって今後の課税割合は拡大していく可能性が

高いが，相続 1 件当たりの法定相続人数の減少
（控除額の縮小）という環境変化要因も考慮し
ていかなくてはいけないだろう。
　基礎控除のうち，比例控除の金額は改正後の
方が縮減されているにも関わらず，課税割合へ
の影響がより大きくなる点は直感に反するかも
しれない。ここで両年度のサンプルのうち，課
税価格合計が正の値である約 46,000 世帯の課
税価格合計の対数分布を図 9 に示す10）。
　平成 22 年の推計における資産家層は，法定
相続人 3 人のケースで 2,209 件であるので，課
税価格合計が正の値の世帯に対する割合は

（注１）　法定相続人数の仮定を変更し，平成 22 年・平成 27 年当時の税制に基づき推計。
（注２）　死亡件数は同年内では一定である。
（出所）　総務省統計局「全国消費実態調査」（平成 21 年・平成 26 年），厚生労働省「人口動態統計」より筆者作成

図８　法定相続人数の仮定による資産家層・課税割合の変化

（注１）　曲線は正規分布を示す。
（注２）　各ラインは，中央線が法定相続人 3 人の場合，左右の破線は 2 人および 4 人の場合の推計値による。
（注３）　 各年度のサンプル数は，平成 22 年が 46,280 世帯，平成 27 年が 45,379 世帯。課税価格合計が負の値の世帯はサ

ンプルから除かれている。
（出所）　総務省統計局「全国消費実態調査」（平成 22 年・26 年），厚生労働省「人口動態統計」より筆者作成

図 9　サンプル内における課税価格合計の対数分布
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4.8％となる。これが改正後の平成 27 年には法
定相続人 3 人のケースで 5,870 件，12.9％と倍
以上になる。図 9 のヒストグラムは，右側へ行
くほど課税価格合計が多くなり，実線は，それ
よりも右側部分が資産家層になる判定線を示し
ている。破線は，中央線の左側の線が法定相続
人 2 人の場合，右側の線が 4 人の場合の判定線
を示している。両年度を比較すると，全体の資
産分布自体には大きな変化はないが，それぞれ
の中央判定線の位置（課税価格合計額の上位
4.8％の位置と 12.9％の位置）では世帯数分布
が大きく異なることが確認できる。世帯数は分
布のピーク（対数値 10 付近）に近づくほど多
くなるので，法定相続人の変化による資産家層
割合の変化（中央線から左右への破線の移動に
よる対象割合の変化）は，改正前が 3.6％～
6.5％であるのに対し，改正後は 10.3％～16.3％
となっている。平成 27 年の判定線近辺の課税
価格を保有する世帯数の方がより多いため，改
正後の方が法定相続人数による控除金額は縮減
されたにも関わらず，法定相続人数の課税割合
に対する影響度が増していることが分かる。
　最後に，各種条件を変更したシミュレーショ
ンで，課税割合への影響の変化をみる。平成

25 年改正では，基礎控除が 4 割縮減されたが，
この控除制度を変更すると世帯の課税割合はど
のように変化するのかをシミュレーションし，
結果をまとめたものが図 10 である。
　ここでは，当初の推計で用いた「法定相続人
3 人」「定額控除 3,000 万円，比例控除 600 万円」
という条件を（１）の基本ケースとしている。
続いて，課税価格合計から非課税財産額として
「法定相続人数× 500 万円」を上限として控除
される保険金について，この非課税制度を廃止
した場合を（２）とする。また，平成 25 年改
正よりも基礎控除を縮減したケースを（３），
（４）とする11）。
　推計の結果，基本ケースと比較して，（２）
では 1% 程度の変化にとどまるものの，（３）・
（４）ではそれぞれ 2 倍，3 倍近く課税割合が
増加した。基礎控除が縮減されると，当然なが
ら課税価格合計は増加し，累進課税方式の下で
はより高い税率の対象となる可能性が増す。実
際には，基礎控除の縮小による税収面での影響
は，その人数を考えれば，最高税率の 55% が
適用される課税資産の増加よりも，新たに課税
対象者となる者の資産増加分の方がインパクト
が大きいと考えられるため，課税割合が大きく

10 ）一般に資産分布は，対数正規分布の当てはまりがよいことが経験的に知られている。
11 ）（３）のケースは，昭和 50 年代当時と同じ控除額である。（４）のケースも含め，基礎控除額の定額部分と

比例部分の比率は 5：1 が維持されると仮定している。

（出所）　総務省統計局「全国消費実態調査」（平成 26 年），厚生労働省「人口動態統計」より筆者作成

図 10　控除に関する条件変更シミュレーション
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増加しても税収が比例的に大きくなることはな
いと思われるが，対象世帯の拡大という意味で
は，平成 25 年改正の基礎控除縮減の影響は大
きくなるべくしてなったといえるだろう。
続いて，不動産に関する相続税の評価方法の変
更についてシミュレーションをした結果が図
11 である。
　（２）では，他人に土地を貸し付けていた場合
に「貸家建付地」，住宅を貸し付けた場合に「貸
家」として評価減が受けられる制度の影響を排
除している12）。通常，貸家建付地の場合「相続
税路線価に基づく評価額×（1 －借地権割合×
借家権割合×賃貸割合）」，貸家の場合「固定
資産 税評 価額×（1 －借 家 権割合×賃貸割
合）」という算式で減価して評価するが，これら
の減価を行わずに推計した。（３）では，相続税
路線価基準ではなく公示地価基準で土地を評価
した。路線価は通常，公示地価の 8 割程度とさ
れているため，土地に関しては基本ケースより
1.25 倍程度評価が底上げされることになる13）。
　結果をみてみると，（２）でも（３）でも，
さほど課税割合に影響を与えないということが

分かる14）。ここで，図 10 と図 11 より，不動産
に関する制度を変更するよりも，控除額に関す
る制度を変更した方が，多くの世帯に影響が及
ぶことが分かる。これは，そもそも課税される
ような世帯は不動産を豊富に保有しているた
め，各種減価をしても課税が回避できないこと
を示しているものと思われる。図 12 は，平成
27 年の推計における課税対象者の課税遺産総
額の五分位階級別 1 世帯あたりの家計資産内訳
を示したものであるが，上位階層ほど不動産，
特に土地が占める割合が大きくなっていること
が確認できる。これは評価減後の金額であるの
で，不動産に関する評価制度を変更した際に全
体の課税割合に大きな影響はないが，上位層に
なるほど課税価格に影響を受け，税収には相当
のインパクトが発生すると予想できる。

（出所）　総務省統計局「全国消費実態調査」（平成 26 年），厚生労働省「人口動態統計」より筆者作成

図 11　不動産評価に関する条件変更シミュレーション

12 ）相続税評価に関する詳細は，補論 1 で述べる。
13 ）評価軽減制度である「小規模宅地等の特例」は，「小規模宅地が生活基盤の維持のために不可欠で，その処

分に相当の制約を受けるのが通常であることから…相続税の課税上特別の配慮を加える」（昭和 58 年衆議院
会議録）という趣旨のもとに法律上明定化されていることを踏まえ，ここでは考慮しない。

14 ）今回の推計では全ての物件に一律の賃貸割合を適用しているが，実際には個々の物件により賃貸割合は異
なるため，（２）と（３）でその減額割合が逆転する可能性もある。
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Ⅴ．結論

　本論文では，「全国消費実態調査」の資産デー
タに着目し，相続税制度に変化が起きた際に，
どの程度課税割合が変化するかの影響を予測す
る推計モデルを構築した。検証では，平成 22
年の実績値 4.2% に対し推計値 3.6%，平成 27
年の実績値 8.0% に対し推計値 8.5% という精度
で推計が可能であることが分かった。また，平
成 21 年の個票データに税制改正後（平成 27
年）の制度を当てはめた将来予測では，推計値
8.0% に対し実績値も 8.0% となり，改正前の見
込値 6.4％よりも正確に税制変更の影響を予測
することに成功した。これは，相続課税割合に
ついて，個票データを用いることで，各種制度
を変更する場合でも，一定の精度を持って推計
が可能であることを示している。また，各種制
度を変更したマイクロシミュレーションにおい
ては，法定相続人数が 1 件あたり平均の 3 人か
ら 1 人増減すると，平成 27 年時点で課税割合
は約 2% 増減し，平均法定相続人数自体が年々
減少していることを鑑みると，課税割合への影

響は今後より高くなる可能性があることを示し
た。さらに，基礎控除制度と不動産の評価制度
を変更した場合，より課税割合に影響を与える
のは基礎控除制度であったが，上位層が資産の
大部分を不動産として保有していることから，
不動産の評価制度を変更した際には税収に相応
のインパクトがある可能性も示唆された。以下，
所見と課題を述べて結びとする。
　今回の推計は課税割合の推計を可能にした
が，さらに一歩踏み込むためには，全国消費実
態調査等の資産データにおいて，より詳細な項
目を入手できることが望ましい。特に実物資産
のうち不動産に関する項目は，詳細が不明なこ
ともあり，相続税評価を行うにあたって多くの
仮定を前提としている。また株式についても評
価方式が複数あるため，正確に評価するにはよ
り詳細なデータが必要とされる。また現行の全
国消費実態調査の調査方式では，サンプルが比
較的大きいとはいえ，資産家層の属性を詳細に
把握するのは難しい。調査世帯の過少申告や評

（注）　金額は全て相続税評価額に修正したもの。
（出所）　総務省統計局「全国消費実態調査」（平成 26 年）より作成

図 12　課税遺産総額の五分位階級別 1世帯あたり家計資産の内訳
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価のミス，当局による高額資産保有者の情報保
護といった可能性を考慮しなければならないだ
ろう。特に過少申告に関しては，調査項目に該
当しないために記入がなされない資産（例えば
居住用でない不動産：更地，駐車場，オフィス
ビル等は記入されていない可能性が高い）15）は
相応に存在しているものと思われる。一方で
データの性質上，世帯合計での保有資産額は把
握できるが，世帯員の誰がその資産を保有して
いるのかまでは把握できないため，本論文では
世帯主が全資産を保有しているという仮定に基
づいており，これは世帯主一人当たりの資産の
過大な推計につながる。ただし，世帯主は一般
的に世帯で最も多く資産を保有していると思わ
れるので，全体としては前者のバイアスによっ
て資産額は過少になっている可能性が高い。ま
た課税割合の妥当性を考える上で，実績値が真
の課税割合を表しているかについては検証が必
要である。相続税は申告納税制度であり，毎年
の実地調査によって平均 10,000 件程度の申告
漏れが指摘されているからである（国税庁報道
発表資料，平成 23～27 事務年度平均）。この申

告漏れには，申告額が過少であるものと無申告
であるものを含むため，正しく申告されていた
ものと合わせて，どの程度の課税件数になって
いるかは不明である。実地調査でも発見できな
かった申告漏れの件数も考慮すると，実績値の
値は公表されているものよりも高く見積もらな
くてはいけないであろう。よって現実的には，
今回推計された値よりも資産家層に該当する世
帯は多く存在するが，様々な相続税対策により
相続税評価額を下げることで，実際に相続が発
生した際には課税を免れる世帯が多いというの
が実態であろう（もっとも，本モデルではその
ような家計の合理的な反応までを考慮すること
ができない点に限界がある）16）。
　政策を考える上では，相続税の再分配効果を
どのように回復させるかが重要となろう。図 13
は，わが国の課税割合と納付税額の推移を示し
たものであるが，税収は必ずしも課税割合の動
きと連動していない。税収の増加がそのまま再
分配効果を高めることに繋がるわけではないが，
最高税率の引き上げが超富裕層の海外への移転
等を招いてしまうとしたら，今回の推計で示唆さ

（出所）　「国税庁統計年報書」より筆者作成

図 13　課税割合と納付税額の推移

15 ）さらに更地評価となる場合は，貸家建付地等と比べて貸付による評価の軽減も受けることができない。
16 ）ただし相続税は，税制自体の複雑さや，資産情報の捕捉が難しいことから，コンプライアンスコストが高

い税制であるという点も考慮しなくてはならないだろう。
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れたように，資産の評価方式の調整を行い，そ
の反面で税率構造の緩和措置を採るなどの工夫
が必要となる。
　最後に，本モデルは相続税分析の第一歩とし
て課税割合の推計を行ったが，これを税収の推
計まで拡張できる可能性がある。詳細は補論 2

で述べるが，課税価格階級別被相続人数や法定
相続人数別人数の分布さえ分かれば，本モデル
で用いたような比較的単純な仮定を置いても，
実績に近い値を推計できるだろう。将来的に，
再分配効果がどのように変化するかを分析する
ためには，税収の推計まで行うことが必須である。
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補論１　課税割合の詳細な推計方法

　図 14 において，課税割合を推計する本モデ
ルの概要を示す。
　本論文におけるか課税割合推計モデルの具体
的な計算手順は以下のとおりである。
　①世帯ごとに，預金・生命保険・株式・債券
等からなる金融資産と，主に借入金からなる金
融負債をそれぞれ合計する。
　②実物資産のうち土地について，現住居およ
び現住居以外の宅地を合計する17），18）。現住居が

持ち家（借地含む）で，かつ要件を満たしてい
る世帯19）について，相続税評価における評価軽
減制度の一つである「小規模宅地等の特例」を
考慮する。具体的には，平成 22 年時は敷地面
積が 240 m2 まで，平成 27 年時は 330 m2 まで
の部分20）の評価額を 8 割減額する。また，全国
消費実態調査は地価公示を評価の基準としてい
るのに対し，相続税では国税庁「財産評価基準
書」に記載の相続税路線価を基準としている。

17 ）宅地について，平成 21 年調査では「世帯主もしくは同居の家族名義」か，「住居又は生計をともにしてい
ない親族の名義」であるかを区別していたが，平成 26 年調査においてはその区別がなされていない。前者に
ついては，世帯主の資産ではないため平成 21 年調査を用いた推計では資産合計に含めていない。一方で平成
26 年調査では，区別されていない「宅地」の評価額をそのまま使用している（過大要因となりうる）。一方
で同居している家族名義の土地・住宅は，世帯主が全ての資産を保有するとみなしていることから含めている。

18 ）広大地（その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地をいう。）に関しては，そ
の地積に応じて補正率を乗じることとなっている。ただし，居住地域の用途区域で判定要件が異なるが，こ
れは個票データから判別できず，またその補正率によって評価額が大きく増減する可能性があるため，今回
考慮していない。

19 ）小規模宅地等の特例には，居住用と事業用の土地に関する制度がある。特定居住用宅地の適用対象となる
には，配偶者が相続するか，同居していた親族が相続し引き続き居住する等の要件があるが，被相続人死亡
後の相続人の動向について考慮することは困難なため，配偶者・子・親のいずれかと同居している世帯は，
一律対象となるものと仮定して計算した。特定同族会社事業用宅地等，貸付事業用宅地等の事業用の宅地に
ついては，本来は居住用の宅地と別の枠を適用できるが，関連するデータとしては「事業用建物の延べ床面積」
しか得られない（保有しているのも総世帯の 4% に留まる）ため，モデルには組み込んでいない。
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この相続税路線価は，地価公示価格の 80％を
目安に定められているため，全ての土地評価額
を 2 割評価減する21）。借地の場合には評価時点
で借地権割合（鉄骨・鉄筋コンクリート造の場
合は 0.6，それ以外は 0.5）を乗じた金額となっ
ているため，評価金額をそのまま用いる。また

「現住居以外・現居住地以外」の宅地の場合は，
借地権割合・借家権割合および賃貸割合を考慮
して22）評価減する23），24）。
 ③実物資産のうち建物について25）は，相続税
評価額は再建築費で評価する固定資産税評価
額 26）を用いているが，全国消費実態調査にお

（出所）　筆者作成

図 14　計算手順のイメージ

20 ）他に平成 27 年時では，二世帯住宅や老人ホームなどに入居・入所していた場合にも本特例が適用されるな
ど要件が緩和されているが，判定が困難なため，改正前と同様に，持ち家でかつ配偶者・子・親のいずれか
と同居している世帯は一律対象となるものと仮定して計算する。

21 ）全国の路線価については，国税庁 HP （http://www.rosenka.nta.go.jp/）にて参照できる。
22 ）具体的には，アパート・マンションが建設されている場合は「貸家建付地」として相続税路線価に基づく

評価額×（1－借地権割合×借家権割合×賃貸割合）で算出する。ただし，建っているものが第三者の家や
事務所である場合，本来は「貸付地」として相続税路線価に基づく評価額 ×（1－借地権割合）として評価す
るが（この場合，貸家建付地よりも評価額は低くなる），貸付地か貸家建付地なのかの判断は困難であるため，
本モデルでは全て件数が多いと思われる「貸家建付地」として評価を実施している。全国消費実態調査にお
ける現住居以外の土地は住宅用の土地のみ記入されるため，全て住居が建っているとして一律上記式で算出
する。このとき，借地権割合は上記のとおり建物の構造により 0.5 または 0.6，借家権割合は地域によって異
なるが，全国ほとんどの地域で用いられている 0.3 を使用する。賃貸割合は平成 20 年・平成 25 年「住宅・
土地統計調査」（総務省統計局）から算出した賃貸物件の平均空室率がともに 18.8％であることから，一律 0.812
を使用する。
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ける評価額も建築費と経年減価を考慮したもの
となっているため，これをそのまま使用する。
ただし，「現住居以外・現居住地以外」のもの
については，借家権割合および賃貸割合を考慮
して減価する27）。
　④これまでに述べた資産以外で把握できるも
のとして，耐久消費財のうち，自動車，自動二
輪車および原動機付自転車等の比較的大型なも
のと，ゴルフ会員権等28）をその他資産として合
計する。
　⑤上記で計算した金融資産から負債を控除
し，土地・建物・その他資産と合計する（課税
価格合計額）29）。
　⑥課税価格合計から基礎控除を差し引く。平
成 22 年税制を適用する場合，当時の基礎控除
である「定額控除 5,000 万円＋比例控除 1,000

万円×法定相続人数」に，平成 22 年の「国税
庁統計年報書」の実績平均である法定相続人数
3 人を適用し30），基礎控除を一律計 8,000 万円
と仮定する。同様に，平成 27 年税制を適用す
る場合，当時の基礎控除である「定額控除 3,000
万円＋比例控除 600 万円×法定相続人数」に，
法定相続人数 3 人を適用し，基礎控除を一律計
4,800 万円と仮定する。
　⑦同様に非課税財産を差し引く。被相続人が
保険料を負担し，相続人が受け取った生命保険
金等31）についてはみなし相続財産とされ，いっ
たん課税価格に含まれるが，「500 万円×法定
相続人数」を限度として非課税財産となるため，
各世帯の保険料の記入値と法定相続人 3 人の場
合の限度額：1,500 万円の低い方を控除する32）。
ここまで計算したものが「課税遺産総額」となる。

23 ）この評価減は，所有者の権利が，他人の影響を全く受けない自用地と比べてどれくらい制限されているか
という考え方に基づくものである。

24 ）平成 26 年調査においては，「現住居以外・現居住地以外」の宅地及び住宅の「親族居住用」「賃貸用」「そ
の他」といった詳細項目が調査対象から外れており，賃貸用物件に限定した借地権・借家権割合に基づく減
価ができず，比較の観点から問題となる。検証のため平成 21 年調査において「現住居以外・現居住地以外」
の宅地及び住宅を全て賃貸用と仮定しても，課税割合に対する影響は軽微（0.01～2% の誤差）であったため，
今回の推計では，両年度で「現住居以外・現居住地以外」の宅地及び住宅を全て賃貸用と仮定して減価し，
資産額を算出した。

25 ）宅地と同様，「同居の家族名義」の住宅も資産額に含めている。
26 ）一般に，新築時の建築価格の 6～7 割とされる。
27 ）注 24 のとおり，「現住居以外・現居住地以外」のものは全て賃貸用とみなして減価する。具体的には，固

定資産税評価額×（1－借家権割合×賃貸割合）で算出する。借家権割合は前述のとおり 0.3 を用い，賃貸割
合は土地の場合と同様に一律 0.812 を使用する。

28 ）ゴルフ会員権等とは，調査項目であるゴルフ会員権，スポーツ・レジャークラブ会員権，リゾート会員権
を指す。国税庁によると，取引価格のあるゴルフ会員権の相続税評価額は，取引価格の 70% とされている（た
だし，取引価格があるか否かは調査票から判別できない）。また，リゾート会員権もこれに準じて評価すると
されている。一方，スポーツ・レジャークラブ会員権については国税庁通達に記載がない。平成 21 年調査で
はどれも調査項目となっていたが，平成 26 年調査ではこれら 3 つを統合して 1 つの調査項目となっているた
め，推計においてはどちらのデータも各種会員権の合計額に 0.7 を乗じて評価額とした。

29 ）課税資産から差し引けることになっている葬式費用は，データが捕捉できないことや，個人でのばらつき
が大きいと考えられることから，今回考慮していない。また相続時精算課税適用財産，相続開始前 3 年以内
の贈与財産についても把握できないため考慮していない。

30 ）平成 22 年「国税庁統計年報書」の法定相続人員別の被相続人数によると，法定相続人 3 人が最も多く
16,817 件，次いで 2 人が 11,624 件，4 人が 10,664 件と，この 3 ケースで全体の 78％を占めており，加重平均
人数は 3.08 人となっている。なお，各世帯の世帯員の構成をもって各世帯の法定相続人数を仮定することも
可能であるが，法定相続人と同居していない世帯も多いと考えられるため，一律に最も近い整数値である 3
人を適用した。また平成 27 年の被相続人 1 人あたり法定相続人数（加重平均）は 2.86 人であり，平成 22 年
時よりも減少傾向にあるが，同様に 3 人を適用した。同書によると，法定相続人数は最小で 0 人，最大で 10
人超と様々であるが，全体では相殺されるという考え方を採った。

31 ）同様に死亡退職金もみなし相続財産となり，生命保険金とは別枠で非課税財産として差し引くことができ
るが，個票データではどのような保険に加入しているのかまでは観察できないため，考慮していない。
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　⑧課税遺産総額で「今現在世帯主に相続が発
生した場合に課税されるか否か」を判定す
る33）。つまり，現時点の課税遺産総額が正の値
であれば（課税価格合計が基礎控除および保険
金等非課税財産の合計額を超えていれば），相
続が発生した際に課税対象となる世帯主（資産
家層）ということになる34）。
　⑨上記で判定した課税対象となる世帯主を年
代別に 9 階級に区分する35）。
　⑩厚生労働省「人口動態統計」の平成 22 年・
27 年データから，上記の 9 階級の年代別死亡率

（年代別死亡数／年代別人口）を算出する36）。
　⑪課税対象となる世帯主数に年代別死亡率を
乗じ，課税を伴う相続件数の期待値（期待課税
件数）を算出する。
　⑫全国消費実態調査の世帯票に記入されてい
る人員（世帯主を含む）37）を，年代別に区分し
死亡率を乗じ，総人員のうち年間で何人が死亡
するかを集計する。
　⑬課税件数（⑪）が死亡件数（⑫）に占める
割合を計算し，相続税課税割合を算出する。

補論２　相続税額の推計

　本文では課税割合について推計結果をみてき
たが，補論では税額についても考察する。「国
税庁統計年報書」には，実際に課税対象となっ
た被相続人の情報しかないと述べたが，その年
の課税価格や税額，各種控除等の総額について
の「5－ 1 課税状況」のほかに，被相続人一人
当たりの法定相続人数の分布等について記載さ

れた「5 － 2 課税価格階級別」という項目があ
る。これらの情報から，階級別の法定相続人一
人あたりの平均課税価格と，世帯ごとの基礎控
除額を知ることが可能となる。今回は，改正前
後の影響をみるため，平成 22 年および平成 27
年の「国税庁統計年報書」記載の情報のみを用
いて，納付税額の推計を試みた。

32 ）全国消費実態調査の年収・貯蓄等調査票では，金融資産のうち「生命保険など」として金額が記入されて
おり，その金額は加入してからの払込保険料総額とされている。これは，一般的に保険金額より低い金額で
あるため，非課税財産の金額を過少に評価する可能性があるが，この金額は損害保険・簡易保険の保険料も
含んでいるため，これを全て非課税財産として扱うことは過大な控除につながる。実態の判定は不可能であり，
マクロで見た場合に両者の影響が相殺されると仮定して，ここでは調査票の金額をそのまま用いることとした。

33 ）ここでは，世帯主が記入された資産を全て保有していると仮定している。個票データでは各世帯の資産デー
タを見ることはできるが，世帯のどの人員がそれを保有しているかまでは判定できないためである。

34 ）この算出においては，全国消費実態調査が用いている集計上の調整率を乗じている。
35 ）具体的には，「0 歳代，10 歳代…80 歳代以上」の 9 つに区分する。90 歳代・100 歳代も含めさらに細かく

区分することも可能ではある。しかし，平成 26 年の日本人の平均寿命は，男性 80.98 年，女性 87.14 年となっ
ている（厚生労働省・簡易生命表）ことや，調査票記入の際，世帯のうち最も年収が高い者を形式的に世帯
主と判定しているため，80 歳代の世帯主数（約 2～3,000 世帯）・90 歳代の世帯主数（約 100 世帯）は 70 歳
代の世帯主数（約 8,000～10,000 世帯）と比較して少ない。世帯主がその世帯の全ての資産を保有するという
仮定の下では，80 歳代・90 歳代の世帯主数にそのまま死亡率を乗じると，全体としての課税割合が極端に低
下してしまうことが確認されたため，ここでは 9 区分とした。また逆に，70 歳代以降を一括りにすると，80
歳代・90 歳代の死亡率の影響を受け，70 歳代の死亡数を過大に推計する要因となることから，80 代以降を
統合することとした。

36 ）死亡数のうち，年齢不詳の者は計算から除いている。
37 ）平成 21 年全国消費実態調査のサンプル約 52,000 世帯における，世帯員も含めた総人員数は約 158,000 人。

平成 26 年全国消費実態調査では，約 52,000 世帯に対し総人員数は約 149,000 人となっている。
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　詳細な推計手順は以下の通り。ここでは，全
ての過程において課税価格階級別・法定相続人
数別に区分して計算している。また，この方法
は実際の税額の計算と同じであるため，モデル
ケース（課税価格 2 億 4,800 万円，法定相続人
3 人，平成 22 年時税制）を設定し，プロセス
毎に経過を記載する。
　①相続 1 件あたりの平均課税価格を算出す
る。（課税価格 2 億 8,000 万円）
　②法定相続割合を算出する。ここでは法定相
続人が 1 人の場合は必ず配偶者であり，2 人以
上いる場合は 1 人が配偶者，残りが全て子であ
ると仮定する（相続人が 3 人であれば配偶者が
50%，子 2 人が 25% ずつ）。なお，法定相続人
が 0 人の場合は相続人以外の者が 1 人で相続し
たと仮定する（税額の算出にあたっては，2 割
加算を行う）。以降，「配偶者」と「それ以外の
相続人」を区別して按分割合や税額を算出する。
　③相続 1 件あたりの平均課税遺産総額を算出
する。①で求めた平均課税価格から，法定相続
人数に応じて基礎控除を差し引く。なお，ここ
でその金額が負の値となる場合は，その法定相
続人数・課税価格階級の相続には課税がなされ
ないものとみなす。（課税価格 2 億 8,000 万円
から基礎控除 8,000 万円を差し引き，課税遺産
総額は 2 億円となる。）
　④相続 1 件あたりの税総額を算出する。課税
遺産（基礎控除を差し引いた後）を，全て②で
求めた法定相続割合どおりに相続したと仮定
し，「配偶者」および「それ以外の相続人」1
人あたりの税額を計算し合計する。同じ階級で
あれば，相続人数が多いほど 1 人あたりの課税
ベースおよび合計税額は少なくなる。（課税遺
産総額 2 億円を法定相続割合で按分すると，配
偶者が 1 億円，子 2 人が 5,000 万円ずつとなり，
それぞれ適用される累進税率を乗じると，税額

は配偶者が 2,300 万円，子 2 人が 800 万円ずつ
となるため，税総額は 3,900 万円となる。）
　⑤税総額を相続人に按分し，「配偶者」およ
び「それ以外の相続人」の 1 人あたりの実際の
税額を計算する。課税価格（基礎控除を差し引
く前）を，全て②で求めた法定相続割合どおり
に相続したと仮定し，各法定相続人数・課税価
格階級ごとに，税額を按分する。ここで配偶者
は，必ず法定相続分まで相続しているので，配
偶者に按分された税額は全て配偶者控除の制度
を利用し課税されなかったものとする。（課税
価格 2 億 8,000 万円のうち，実際に配偶者が 1
億 4,000 万円，子が 7,000 万円ずつ相続したと
すると，配偶者の税額（= 配偶者控除利用額）
は 3,900 万円の半分の 1,950 万円，子の税額は
975 万円ずつとなる。各人が算出した税額
（④）と，按分される税額（配偶者控除を差し
引く前）および実際の納付税額（配偶者控除を
差し引いた後）が異なる点に留意する必要があ
る。）
　⑥各ケースの「配偶者」および「それ以外の
相続人」の人数を計算する。（課税価格が 2 億
円超 3 億円以下の階級において，法定相続人が
3 人の被相続人が 1,000 人いた場合は，配偶者
が 1,000 人，それ以外の相続人は 2,000 人と計
算する。）
　⑦階級ごとに，配偶者控除となる額および納
付税額を計算する。⑤の一人あたり税額に⑥の
人数を乗じる。（モデルケースの階級・法定相
続人数では，配偶者 1 人あたり税額 1,950 万円
× 1,000 人が配偶者控除額，それ以外の相続人
1 人あたり税額 975 万円× 2,000 人が税額とな
る。）
　⑧配偶者控除額及び税額を調整する38）。調整
率を⑦までで算出した階級ごとの配偶者控除額
に乗じて，得られた値を調整後配偶者控除額と

38 ）算出税額に大きな影響を与える配偶者控除については，課税された相続約 10 万件のうち約 4 万件の利用に
すぎず，全ての相続で配偶者控除を利用しているという上記の仮定では配偶者控除が大きくなりすぎてしま
う。調整率はその年の「配偶者控除利用件数 / 被相続人数」で，今回推計した平成 22 年は約 0.46，平成 27
年は 0.39 とややばらつきがある。また，階級ごとの利用件数は不明なため，全ての階級で一律の調整率を乗
じている。
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し，元の値との差額を⑦までで算出した税額に
足し合わせる39）。（配偶者控除額が 1,950 万円
× 1,000 人 =195 億円であれば，平成 22 年の調
整率約 0.46 を乗じ，調整後配偶者控除額は約
90 億円，差し引き税額は 105 億円となる。そ
れ以外の相続人の税額である 975 万円× 2,000
人 =195 億円と合計し，階級合計の税額は 300
億円となる。）
　⑨算出した税額を階級ごとに課税価格で除し
て実効税率を求める。（当該階級の課税価格が
1,000 億円であれば，実効税率は 30% となる。）
　結果を示したものが，図 15 である。
　図 15 は，主に「国税庁統計年報書」の「5
－ 2 課税価格階級別」内の「（１）人員，課税
価格，税額」および「（２）法定相続人別の被
相続人数」を基に，税額と実効税率を推計
し40），実績と比較したものである。実績として

の階級別の税額と，対応する課税価格から単純
に算出した実効税率が実績値である。一方で，
実際の課税価格階級別の課税価格と法定相続人
員別被相続人数から，複数の仮定に基づき推計
した各階級の相続税額と実効税率が推計値と
なっている。
　実効税率の推計値と実績値を比較してみる
と，最高税率が適用され，件数自体も減少して
いく 6 億円以降の層を含む 5 億円超の階級か
ら，徐々に税率の推計値との乖離が大きくなっ
ていくものの，全体的には税率・税額ともに大
きな誤差のない推計結果が得られており，課税
価格階級別被相続人数や法定相続人数別人数の
分布さえ分かれば，今回のように単純な仮定を
置いても比較的実績に近い値を推計できる可能
性があることを示唆している。
　ただし，より精緻な推計を行うためには以下

39 ）この他にも税額の控除項目は存在するが，算出に必要な情報が乏しいため省略している。配偶者控除のみ
調整したため，推計値が総額としては過大に算出された可能性がある。

40 ）ここでいう実効税率とは，「課税価格階級ごとの（税額控除を差し引いたのちの）税額総額」を，「同階級
の課税価格総額」で除して求めたものをいう。

（注１）　 課税価格とは，取得財産価額に相続時精算課税適用財産価額・暦年課税分贈与財産価額を足し合わせ，債務控除額を
引いたものであり，基礎控除額を引く前の金額である。

（注２）　税額は，納付税額を指す。
（注３）　平成 22 年と平成 27 年の公表データでは，1 億円以下の区分が異なっている。
（注 4）　 この推計では「法定相続人が 1 人の場合は全て配偶者，2 人以上いる場合は 1 人が配偶者であとは全て子，相続人は

全て法定相続分通りに相続し，配偶者は法定相続分（1/2）まで配偶者控除を用いる」という仮定を置いている。法定
相続人が 0 人の場合も 2 割加算し税額に含めている。

（出所）　「国税庁統計年報書」より筆者作成

図 15　課税価格階級別の相続税総額と実効税率の推計値と実績との比較
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の点で注意が必要である。まず，実際の相続税
額に大きく影響を与える配偶者控除に関して，
相続人に配偶者がいなければ適用ができず，ま
た配偶者控除を最大限適用するとも限らない41）

ので，これをすべての相続のうちどの程度の割
合で利用するかがこの推計の結果を大きく左右
するが，その割合については過去の実績から予
測するしかない 42）。また実際の税額は「法定
相続人数」だけでは決まらず，「法定相続人の
続柄」および「実際の相続割合」なども大いに
影響を与える要因であり，推計に必要な情報で

ある。しかし，「国税庁統計年報書」ではその
ような情報までは開示されていないので，個票
データを利用する論文中のモデルを用いてもこ
の問題を解消することはできない43）。
　なお，改正前後での階級別税収を比較しても
分かる通り，今回の改正で大きな影響を受けた
のは 5 億円以下の階級で，特に 1 億円前後の比
較的低い階級で大きく税収が伸びている。税率
構造は大きく変化していないことを考えると，
今回の改正は負担率の低い課税対象者を増や
し，広く負担を募る内容であったことが分かる。

41 ）配偶者控除を最大限適用すると，その相続においては相続税額を抑えることができるが，その配偶者が亡
くなった際の相続（二次相続）においても多くの遺産が相続されることとなり，結果として相続税の合計額
が増えるケースがある。そのため，配偶者控除を最大限適用しないケースも多く存在すると思われるが，ど
のように適用したかのデータが公表されていないため，仮定を置くことが難しい。

42 ）階級ごとに算出した控除額に一律前述の割合を乗じているが，階級によってその利用傾向に差があるかも
しれず，控除総額と利用した相続人の合計人数のみの情報では分析することができない。

43 ）全国消費実態調査の個票データでは，同居する世帯の家族構成は分かるが，法定相続人が誰なのかについ
ては判別できない。また本モデルでは死亡率に基づき相続が発生すると仮定しているので，実際の相続割合
も予測することができない。
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