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はじめに

　本書は、一般の方を対象に、相続税・贈与税がどのような制度で
あり、基本的な節税対策にはどのようなものがあるかを理解してい
ただくことを目的に、書いたものです。
　ご理解していただいた上で、各人それぞれの事情に応じて、節税
対策をご検討していただく資料として、本書が少しでもお役に立て
れば幸いです。
　そもそも税金というと難しくて近寄りがたいイメージがあるの
で、図や表を多く取り入れながら、極力わかりやすい表現を用いて
書きました。しかし、そうは言っても法律なので、誤りがないよう
に難しい用語を使わざるを得なかったことをお許しください。
　第１章では、第２章の「節税対策」をより理解していただくため
に、「相続」の基本と「相続税・贈与税」の基本的な知識としてそ
の概要を書かせていただきました。
　第２章では、本書の主目的である「相続税の節税対策」について
書かせていただきました。各家庭の事情や現状に応じてベストな項
目を選んでいただければ幸いです。
　第３章では、「相続税の調査対策」として、私が現役時代に行っ
ていた税務署側の調査（対応）方法なども掲載しています。もちろ
ん、これを知って申告をごまかすことや、調査を妨害することを目
的としたものではありません。納税者側の不安を少しでも和らげる
ことと、納税者と税務署側がお互いに納得した上で、正しい課税が
行われることを目的として書かせていただきました。
　また、付録として、私が「霞が関の国税庁」に勤務していた頃の
勤務の実態やエピソードなどを掲載しましたので、こちらは読み物
としてお楽しみください。



目　　次本書の活用の仕方

　１�　一般の方向けに書きましたので、相続税の概要と基本的な節
税対策の理解に活用してください。

　２�　超富裕層の方は、おそらく普段から税理士さんが付いている
でしょうから、税理士さんに相談する前や税理士さんが対策を
考えている理由をおさらいするために、この本を活用してくだ
さい。

　３�　プロになりたての方は、おさらいと同時に、こんなこともあ
るんだと気づいていただければ幸いです。

　４�　極力法律用語は使わず、簡単な表現で説明しています。表現
により誤った解釈がされないよう、実行する前には税理士さん
などの専門家とよく相談してください。
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　2021年度税制改正大綱において「相続時精算課税制度と暦年
課税制度のあり方を見直すなど、本格的な検討を進める」という
一文が掲載されました。そのため、専門家の間では、2022年度
税制改正で相続税と贈与税の抜本的な改正が行われると噂されて
いました。

　しかしながら、2022年度税制改正では見送られたものの、「不
断の見直しを行っていく」という一歩踏み込んだ文言となりまし
た。
　つまり、近い将来（来年かもしれません）、現在の節税対策が難
しくなるかもしれないということです。
　節税を計画的に実行してきた富裕層はもちろんのこと、最も影
響が大きいのは、基礎控除ギリギリの中間層の世帯です。これま
では、子や孫に少しずつ贈与していれば相続税がかからなかった
ものの、改正されると相続税が発生することになります。

　具体的には、毎年110万円までは税金がかからなかった暦年
贈与が縮小または廃止の方向に向かう可能性があります。現在、
暦年贈与は「亡くなる前３年の間に贈与されたものは相続財産に
加算される」規定となっていますが、この３年が10年あるいは
15年などに拡大されるという案があります。つまり、現行では
３年前以前の暦年贈与は相続財産とはならずに節税となっていま
したが、案のように改正された場合には、暦年課税はほとんど意
味のないものとなってしまいます。

節税は改正前に早めに
　また、同様に贈与税の３つの非課税制度も検討されています。
住宅資金等贈与の特例は2023年12月31日まで延長すること
となりましたが、その後の延長は不透明です。子や孫への教育資
金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与は2023年３月31
日が期限となっていますが、その後の継続については、税制改正
大綱では廃止も含めて検討と記されています。
　このように、政府は諸外国と同様に相続と贈与は一体的課税と
する方向で、抜本的な見直しを検討しています。
　したがって、節税対策は改正される前に早めに実行する必要が
あります。

　今すぐ検討を始めてください。



■第1章■

　本書の主目的の一つは、相続税の節税対策ですが、その前
に、より理解を深めていただくために、まず本章で「相続
と相続税の基本」について説明したいと思います。

相続と相続税の基本
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第１章　相続と相続税の基本

相続手続の流れ

７日以内

10日以内

14日以内

３か月以内

４か月以内

10か月以内 相続税申告書の提出

遺言書の
有無の確認

相続税申告

戸籍で法定相続人
を確定 戸籍謄本の取寄せ

総財産の確定

遺産分割 遺産分割協議

準確定申告の提出

相続放棄又は限定承認

各種届出の提出

納付方法の検討

期限のあるもの

死亡届 死亡届の提出

死亡（相続開始）

項目 手続

年金受給権者死亡届
（国民年金は14日以内）

国民健康保険証、
介護保険証の返却
世帯主変更届

準確定申告（故人の申告）

不動産・預金等の
名義変更

（期限はない）

遺言書があった場合は
裁判所で検認

銀行等から残高
証明書を取寄せ

名義変更手続
不動産……登記
預　金……銀行
　　　　　など

Ⅰ　相続の基本

1　相続とは

　人が亡くなると、その人（亡くなった人のことを「被相続人」といい
ます。）の全ての財産は、相続人に引き継がれることになります。
プラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナス財産も引き継
ぐこととなります。
　相続が発生すると、葬儀から始まって各種届出や、法律上期限ま
でに決めなければならないことなど、慌ただしい日々が続きます。
　相続後の手続の流れについて、表にしましたので参考にしてくだ
さい。
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第１章　相続と相続税の基本

2　法定相続人

　相続に関する詳細については、民法の第５編で規定されていま
す。民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
　また民法では、相続人の順位も定められています。
　次ページの図のとおり、亡くなった人（被相続人）の配偶者は、
常に相続人となります（民法890条）。
　次に、被相続人の子が第一順位の相続人となります（民法887条
１項）。実子と養子、嫡出子と嫡出子でない子の区別はありません。
被相続人の子どもがすでに亡くなっているなどの理由で相続人にな
れないときは、子の子（被相続人の孫）が代わりに相続人になること
ができます。これを「代襲相続人」といいます（民法887条２項）。
　子も、子の代襲相続人もいない場合は、第二順位である直系尊属
（被相続人の父母など）が相続人となります（民法889条１項１号）。子
も父母もいないときは、第三順位である兄弟姉妹が相続人となりま
す（民法889条１項２号）。兄弟姉妹も亡くなっていて、兄弟姉妹に
子（被相続人の甥姪）がいるときは、彼らが代襲相続人になることが
できます（民法889条２項）。

相続の順位

第二順位

常に相続人

父 母

被相続人 配偶者

子

第一順位

兄弟姉妹

第三順位

法定相続人
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第１章　相続と相続税の基本

3　法定相続分

　民法では、相続人が相続できる財産の配分方法（「法定相続分」と
いいます。）についても規定されています（民法900条以下）。
　次ページの表のとおり、第一順位～第三順位によって配偶者の相
続分が変わり、配偶者以外の相続分は、それぞれの人数分で均等に
配分されます。

法定相続分

4　相続放棄と限定承認

　人が亡くなった（亡くなった日のことを「相続開始日」といいます。）
後、相続人は相続開始があったことを知った時から３か月以内に、
単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選択しなければなりま
せん（民法915条１項）。

　⑴　単純承認
　単純承認とは、プラス財産もマイナス財産も全て無制限に引き
継ぐ方法です（民法920、921条）。多くがこの方法をとっていま
す。

　⑵　相続放棄
　相続放棄とは、上記とは反対にプラス財産もマイナス財産も引
き継がない方法で、民法上、当初から相続人とはならなかったも
のとみなされます（民法939条）。
　したがって、この場合には代襲相続もありません。相続放棄は
相続開始があったことを知った時から３か月以内に、家庭裁判所

単純承認・相続放棄

ローン 自宅・預金

すべて相続する

単純承認

ローン 自宅・預金

何も相続しない

相続放棄
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第１章　相続と相続税の基本

へ届け出る必要があります（民法938条）。
　　なお、相続放棄は生前には行うことができません。

　⑶　限定承認
　限定承認とは、相続財産の限度内で相続債務を弁済する方法で
す（民法922条）。つまり、マイナス財産が多かった場合に、プラ
ス財産の範囲内で負担すればよいという方法です。
　限定承認も相続開始があったことを知った時から３か月以内
に、家庭裁判所へ届け出る必要があります（民法924条）。ただ
し、家庭裁判所へは相続人全員一致のもとで申し述べなければな
りません（民法923条）。

限定承認

ローン 自宅・預金

プラス財産の範囲内で相続

引き継がない

5　特別受益と寄与分

　民法では、遺産が相続人に実質的に公平に分割されるよう、生前
の状況なども加味して相続分を決めるという規定になっています。

　⑴　特別受益
　特別受益とは、例えば、相続人の一人が生前に多額の贈与を受
けていた場合、その額は先に財産を取得したとみなして相続財産
を減少させるなど、相続人全員が公平になるよう調整する制度で
す（民法903条）。
　つまり、生前贈与については、相続分の前渡しと考えて、それ
を含めて分割することです。遺贈もこの対象財産となります。

特別受益

生
前
贈
与

相続財産を減少
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第１章　相続と相続税の基本

　⑵　寄与分
　寄与分とは、特別受益とは反対に相続分を増やすことができる
制度です（民法904条の２第１項）。
　生前「被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与（貢献）
をした相続人」には、その貢献度合いに応じて、相続分を増やす
ことができます。
　寄与分は特別受益とは違い、明確な基準（金額）がなく、また、
貢献の有無についても意見の食い違いが出てきます。
　最終的に寄与分は、相続人全員の協議で決めますが、協議がま
とまらない場合には、家庭裁判所の判断となります（民法904条
の２第２項）。

　⑶　特別寄与料
　以前、寄与分は相続人のみ主張できることとなっていました
が、民法改正があり、令和元年７月１日から、相続人以外の親族
であっても金銭の請求ができることとなりました（民法1050条）。
この制度を特別寄与料制度といいます。
　よくあるケースとしては、子の妻（嫁）が義父母の看護等を
行っていた場合です。改正前の規定であれば、子の妻は相続人で
はないため、寄与分を主張できませんでしたが、改正後はその苦
労が報われることとなりました。

寄与分

財
産
増
に
貢
献

相続財産を増加

特別寄与料

看護

寄与
料

苦労が報われた！


