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法務編 

 

第１ 配偶者居住権の成立から消滅まで 

１.配偶者居住権の概要 

（１） 制度の概要と趣旨 

①制度の概要 

配偶者居住権とは、相続人となる配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時

に居住していた場合に、配偶者が原則として終身の間継続して無償で当該居住建物全部を

使用及び収益することのできる権利をいう（民法 1028 条 1 項本文）。 

②改正の趣旨 

配偶者居住権創設前において、配偶者が相続開始後、引き続き居住建物に居住することを

希望するときは、配偶者は当該建物を遺産分割により取得するか、建物を相続した相続人と

の間で賃貸借契約か使用貸借契約を締結するほかなかった。しかし、前者による方法では、

不動産の価値が相続財産に占める割合が大きく、配偶者が不動産以外の預貯金を取得する

ことが難しく老後の生活に支障をきたすおそれがある。また後者の方法によれば、相続人と

の間で賃貸借契約等を締結できるかどうか定かでなく、配偶者の居住権が不安定となるお

それがある。そこで、新法は、配偶者の老後の安定した生活を確保させるため配偶者居住権

を創設したのである。 

 

（以下イラスト、出典 法務省 HP） 
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図解 法務省 HPより抜粋（以下図解同じ） 
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（その他の理由として） 

遺産分割協議が不調に行われる一例 

 

 

     先妻     被相続人    後妻   後妻の兄弟 

 

 

         子                 

 

２.配偶者居住権の成立要件 

（１） 配偶者が相続開始時に遺産である建物に居住していたこと 

（２） 当該建物が被相続人の単独所有あるいは配偶者と２人の共有にかかるものである

こと 

（３） 当該建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈（又は

死因贈与）がされたこと 

 

要件（１）について 

配偶者が相続開始時に遺産である建物に居住していたこと 

・「配偶者」に内縁の妻は含まれない。 

・「居住」施設や親せき宅に移転していても一時的であれば「居住」に該当する。 

 

要件（２）について 

当該建物が被相続人の単独所有あるいは配偶者と２人の共有にかかるものであるこ

と 

・趣旨は他の共有持分権者の利益が不当に侵害されないようにするため 

 

要件（３）について 

当該建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈（又は死因

贈与）がされたこと 

・ 遺産分割は協議や調停のほか審判も含む。 

・ 遺言のほか死因贈与契約も可能である。 

 

【参考】民法 

第１０２８条 被相続人の配偶者（以下この章において単に「配偶者」という。）は、被

相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいず

れかに該当するときは、その居住していた建物（以下この節において「居住建物」とい
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う。）の全部について無償で使用及び収益をする権利（以下この章において「配偶者居住

権」という。）を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の

者と共有していた場合にあっては、この限りでない。 

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。 

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。 

２ 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持

分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。 

３ 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。 

 

第１０２９条(審判による配偶者居住権の取得) 

 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住

権を取得する旨を定めることができる。 

一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立していると

き。 

二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合におい

て、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するた

めに特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 

 

 

【参考】民法 

（特別受益者の相続分） 

第９０３条 

  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは

生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した

財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条

までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもっ

てその者の相続分とする。 

２（略） 

３ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。 

４ 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用

に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈

又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。 

 

★配偶者居住権の利用は遺産分割協議か遺言書か？ 

遺贈の対象となる配偶者居住権は、みなし遺産に含まれない。 
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【遺産分割協議】 

居住用不動産 2,000 万円（配偶者居住権等 1,000 万円、家屋敷地所有権等 1,000 万円） 

現金預金 3,000 万円 

合計 5,000 万円 

5,000 万円×1/2＝2,500 万円（配偶者、長男の相続分に相当する額） 

配偶者 配偶者居住権等 1,000 万円+現金預金 1,500 万円＝2,500 万円 

長男  家屋敷地所有権等 1,000 万円+現金預金 1,500 万円＝2,500 万円 

 

【遺言書】 

配偶者居住権等を遺贈する旨の遺言（その他は指定なし） 

・遺言指定財産 配偶者居住権等 1,000 万円 

・遺産分割協議財産（合計 4,000 万円）  

家屋敷地所有権等 1,000 万円、現金預金 3,000 万円 

 

        みなし遺産に含まれない 

（4,000 万円 + 配偶者居住権等 1,000 万円）×1/2＝2,000 万円（配偶者、長男の相続分

に相当する額） 

 

遺産分割協議案の一例 

配偶者 現金預金 2,000 万円 

長男  家屋敷地所有権等 1,000 万円、現金預金 1,000 万円 

 

３.配偶者居住権の効力 

（１） 法的性質 

賃借権類似の法定債権 

（２） 存続期間 

配偶者者の終身の間 

存続期間の定めあり。存続期間は延長又は更新できない。 

存続期間の定めのないときは終身の間とされる。 

 

【参考】民法 

第１０３０条(配偶者居住権の存続期間) 

 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しく

は遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定め

をしたときは、その定めるところによる。 
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（３） 配偶者と居住建物の所有者との間の法律関係 

① 使用収益等 

＊賃貸併用住宅の場合、配偶者は賃料を取得できるか。 

 遺産分割協議、遺言において配偶者に賃料の所得まで許容している場合の権利

関係はどうなるか（後述記載のとおり）。 

② 譲渡禁止 

③ 増改築 建物所有権者の承諾が必要 

④ 修繕等 

⑤ 費用負担 

建物と敷地の固定資産税は配偶者が「通常の必要費」として負担する。 

通常の修繕費は配偶者の負担であるが、不慮の損害による修繕費は所有者の負担。 

⑥ 登記 

 

（４） 配偶者と第三者間の法律関係 

   建物所有者から贈与を受けた建物譲受人が配偶者に対し建物の明渡しを請求した場

合、配偶者は明け渡しに応じなければならないか。 

【イラスト】 

 

  配偶者                      建物所有者 

 

              明け渡し請求？ 

                              贈与 

  配偶者居住権の登記 

                           建物譲受人 

所有権移転登記 

    両者の優劣は登記の前後による。 

      配偶者居住権の登記が所有権移転登記より先 明け渡し× 

配偶者居住権の登記が所有権移転登記より後 明け渡し〇 

 

【参考】民法 

第１０３１条(配偶者居住権の登記等) 

 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節におい

て同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。 

２ 第６０５条の規定は配偶者居住権について、第６０５条の４の規定は配偶者居住権の

設定の登記を備えた場合について準用する。 
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第１０３２条 （配偶者による使用及び収益） 

配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益を

しなければならない。 

ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを

妨げない。 

２ 配偶者居住権は、譲渡することができない。 

３ 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築を

し、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。 

４ 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の

期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有

者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。 

 

第１０３３条(居住建物の修繕等) 

 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。 

２ 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をし

ないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。 

３ 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを

除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所

有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既

にこれを知っているときは、この限りでない。 

 

第１０３４条(居住建物の費用の負担) 

 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。 

２ 第５８３条第２項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。 

 

 

４.配偶者居住権の消滅事由 

 

（１） 配偶者の死亡 

（２） 存続期間の満了（１０３０条） 

（３） 居住建物の全部滅失（１０３０条） 

（４） 建物所有者による消滅請求（１０３２条４項） 

（５） 配偶者居住権を放棄した場合 

 

配偶者居住権の設定登記の抹消手続 
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【参考】民法 

第１０３５条(居住建物の返還等) 

 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただ

し、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住

権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。 

２ 第５９９条第１項及び第２項並びに第６２１条の規定は、前項本文の規定により配偶

者が相続の開始後に付属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居

住建物の返還する場合について準用する。 

 

 

第２ 配偶者居住権に関する具体的諸問題 

１.配偶者居住権の財産的評価 

   相続税における評価額と遺産分割における評価額とは必ずしも一致しない。 

配偶者居住権の評価方法は複数存在する 

相続税評価額（後述のとおり） 

簡易な評価方法による評価（民法（相続関係）部会）  

日本不動産鑑定士協会連合会からの提案による評価方法（還元方式）  

２.配偶者居住権の設定に伴う遺産分割協議及び遺言の実務とその記載方法 

（１） 遺産分割協議の進め方 

 不動産（土地・建物）の評価つき相続人全員が合意できるか。 

   相続税評価（路線価、固定資産税評価額）、実勢価格、公示価格、 

   固定資産税評価額÷０．７ 

 配偶者居住権の財産的評価につき合意ができるか。 

   簡易な評価方法によるか相続税評価額によるか。 

   簡易な評価方法による場合は「時価」をどのように評価するか。 

 

（２） 合意書の文例 

 

【資料】合意書 

合意書 

相続人全員は、別紙遺産目録記載の遺産の分割時における評価につき次のとおり合意する。

なお、2 の場合における評価は簡易な評価により算出した。 

 

１（１）目録記載 1 の土地の評価額につき８０００万円 

 （２）目録記載 2 の建物の評価につき、５００万円 

２ 目録記載 2 の建物について配偶者居住権（存続期間：終身）の評価額 ３０００万円 



税経新人会 「配偶者居住権」の基礎と応用 

11 

 

 

令和２年 5月 〇日 

住 所 

     氏 名                      

     

 住 所 

    氏 名                      

     

住 所 

     氏 名                      

 

（別紙） 

遺産目録 

 

１ 不動産（土地） 

  

所 在 ○○市○○町○丁目 

    地 番 ○番○ 

    地 目 宅地 

    地 積 ○○・○○平方メートル 

  

 ２ 不動産（建物） 

所 在 ○○市○○町○丁目○○番地 

    家屋 番号  ○○番 

    構 造 木造瓦葺 2 階建 

    床 面 積 1 階○○・○○平方メートル 

          2階○○・○○平方メートル 

 ３ 預金 

    （略） 

 

 

（別紙） 

簡易な評価方法 

 

配偶者居住権の価額 

 ＝建物敷地の現在価額－配偶者居住権付所有権（①負担付建物所有権＋②負担付土地所



税経新人会 「配偶者居住権」の基礎と応用 

12 

 

有権等）の価額 

① 負担付建物所有権の価額            

＝固定資産税評価額×
法定耐用年数－(経過年数＋存続年数)

(法定耐用年数−経過年数)
×ライプニッツ係数 

             

① 負担付土地所有権等の価額 

  ＝敷地の固定資産税評価額又は時価×ライプニッツ係数 

 

 

（３） 遺産分割協議書の文例 

 

【資料】遺産分割協議書 

遺産分割協議書             

東京都〇〇区〇〇△－△－△ 

共同相続人  甲 

 東京都〇〇区〇〇△－△－△」 

共同相続人  乙 

東京都〇〇区〇〇△－△－△ 

共同相続人  丙 

上記共同相続人は，下記被相続人の別紙遺産目録記載の財産の分割につき，以下の通り分

割することに合意し，この証書を作成する。 

記 

（被相続人の表示） 

氏  名    X 

生年月日    昭和〇年〇月〇日 

本  籍    東京都〇〇区〇〇△－△－△ 

最後の住所   東京都〇〇区〇〇△－△－△ 

 

登記簿上の住所 東京都〇〇区〇〇△－△－△ 

相続開始日   令和２年４月２８日 

  

第１条 相続人全員は，被相続人Ⅹ（以下「被相続人」という」の相続人が甲、乙及び丙で

あることを確認する。 

第２条 相続人全員は，別紙遺産目録記載の財産が，被相続人の遺産であることを確認す

る。  

第３条 相続人全員は、別紙遺産目録記載の財産は次のとおり分割する。        
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（１）甲は、甲が相続開始時に居住していた【＊1】別紙遺産目録記載２の建物（以下「本

件建物」という）につき、存続期間を甲の終身の間とする配偶者居住権を取得する【＊

2】。 

（２）乙は、別紙遺産目録 1 記載の土地、本件建物及び同 3 の預金を取得する。      

第 4条 乙は、甲に対し、本件建物につき、第三者に使用又は収益させることを認める【＊

3】。 

第 5 条 甲が本件建物から退去し、かつ乙に対して配偶者居住権を放棄する旨の意思表示

をしたときは、乙は、甲に対し、その時点における配偶者居住権の残存期間に基づいて

別紙「簡易な評価方法」【＊4】により算出した同期間分の配偶者居住権住権の価値相当

額を支払う【＊５】。 

第 6条 乙は、甲に対し、第 3 条（２）の遺産を取得した代償として３０００万円を支払う

こととし、これを令和 3 年２月 1 日限り、同人の指定する下記口座に振り込む方法に

より支払う。振込手数料は乙の負担とする。 

記         

（口座  略） 

第７条 乙は、丙に対し、第 3 条（２）の遺産を取得した代償として３０００万円を支払う

こととし、これを令和 3 年２月 1 日限り、同人の指定する下記口座に振り込む方

法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。 

記         

（口座  略） 

第８条 乙は、甲に対し、別紙目録記載 2 の建物につき、第 3 条（１）及び第４条記載の配

偶者居住権の設定登記手続をする【＊６】。登記手続きの費用は甲の負担とする。 

第９条 相続人全員は、以上をもって被相続人の遺産及びその分割に関する紛争が一切解

決したものとして、本協議書に定めるほか、何らの債権債務が存しないことを相互

に確認する。 

 

  上記協議の真正を証するため，この協議書を１通作成して各々署名捺印し，相続人甲が

原本１通を，その他の相続人は写し各１通を保有する。 

 

令和 2 年  月  日 

 

 

 住 所 

     氏 名                      

     

 住 所 
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    氏 名                      

     

住 所 

     氏 名                      

 

 

（別紙） 

遺産目録 

 

１ 不動産（土地） 

 所在   東京都〇〇区〇〇 △－△－△ 

  地番   〇番〇 

  地目   宅地 

  地積   〇〇．〇〇平方メートル 

 ２ 不動産（建物） 

所在   東京都〇〇区〇〇 △－△－△ 

  家屋番号 〇番〇 

  種類   居宅 

構造   木造ストレート葺２階建 

床面積  １階 〇〇．〇〇平方メートル 

    ２階 〇〇．〇〇平方メートル 

 ３ 預金 

    （略） 

 

 

（別紙） 

簡易な評価方法 

     （計算式略） 

 

＊１ 配偶者が相続開始の時に対象建物に居住していたことが配偶者居住権の要件となる

ので、遺産分割協議書にその旨記載することによって登記原因情報の適格性を充足す

ることになる。登記手続きにおいて住民票の写しを提出する必要はない。 

＊２ 「設定する」ではなく条文の文言どおり「取得する」との記載となる。 

＊３ 民 1032条 3項により建物を第三者に賃貸するときは建物所有権者の承諾が必要であ

るので、遺産分割協議書にあらかじめ包括的な承諾を取っておくのが良い。不動産登記

法 81条の 2により登記事項となる。 
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＊４ 「簡易な評価方法」のほか相続税評価額であっても差し支えない。 

＊５ 配偶者が、生前に老人ホーム等に入所し、建物から退去する場合に備えて、配偶者に

残存期間分の価値の回収を保障しておくことが望ましい。 

＊６ 設定登記手続きは建物所有権者（登記義務者）と配偶者（登記権利者）との共同申請

による。 

 

（４） 遺言実務 

「相続させる」旨の特定承継遺言は有効か。 

「相続させる」と記載すれば配偶者居住権を望まない配偶者は相続放

棄せざるを得なくなる（一部放棄はできず、他の財産の取得ができない

可能性がある）。「遺贈」の場合は、配偶者居住権の遺贈を放棄した場合

も、他の遺贈財産は取得でき、さらに遺言に記載のない財産につき、遺

産分割協議による取得が可能となる。 

「相続させる」旨の記載がある場合、遺言者の合理的意思解釈により

「遺贈する」と読み替えて、有効とされる。 

（５）遺言の文例 

      

【資料】公正証書遺言 

令和２年第○○○号 

遺 言 公 正 証 書 

 本公証人は，遺言者甲野太郎の嘱託により，証人丙山良一，同丁川秋子の立会いのもとに，

遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。 

 遺言者は，次のとおり遺言する。 

第 1条 遺言者は，遺言者の所有する次の不動産を遺言者の長男甲野一郎（昭和○○年○○

月○○日生）に相続させる。 

 １所 在 ○○市○○町○丁目 

  地 番 ○番○ 

  地 目 宅地 

  地 積 ○○・○○平方メートル 

 ２所 在 ○○市○○町○丁目○○番地 

  家屋番号 ○○番 

  構 造 木造瓦葺 2 階建 

  床 面 積 1 階○○・○○平方メートル 

        2階○○・○○平方メートル 

 

第２条 遺言者は、妻甲野花子に対し、本件不動産のうち、妻甲野花子が居住している建物
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（以下「本件居住建物」という）の全部につき、存続期間を妻甲野花子の終身の間とす

る配偶者居住権を遺贈する。 

 

第 3条 長男甲野一郎は、妻甲野花子が本件居住建物について、存続期間の途中で配偶者居 

住権の放棄を希望するときは、放棄時における相続税評価額で本件配偶者居住権を買 

い取るものとする。 

 

第 4条 長男甲野一郎は、妻甲野花子に対し、本件建物につき、第三者に使用又は収益させ

ることを認める。 

 

第５条 遺言者は，遺言者の有する株式全部を遺言者の次男甲野二郎（(昭和○○年○○月

○○日生)に相続させる。 

 

第６条 遺言者は，遺言者の有する次の定期預金を遺言者の甥である戊原五郎（昭和○○年

○○月○○日生、○○市○○町○丁目○○番地○号)に遺贈する。 

   ○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○ 

 

第７条 遺言者は，第 1条乃至５条記載の財産を除く遺言者の有するその余の不動産，預貯

金債権その他一切の財産を遺言者の妻甲野花子に相続させる。 

 

第８条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべきものとして、遺言者の長男甲野一郎を指定す

る。祭具及び墳墓に関する権利は、同人に承継させる。 

 

第９条 遺言者は本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。 

      東京都千代田区○○町○丁目○番○号 ○○ビル９階 

      弁護士 丙山良一 

      昭和○○年○月○日生 

  ２ 遺言執行者に対する報酬は、遺言者と弁護士丙山良一との報酬約定書に定める額

による。 

  ３ 遺言執行者は、不動産についての所有権移転登記手続をする権限、預貯金について

単独での名義変更、解約及び払い戻しをする権限、○○銀行○○支店の遺言者名義

の貸金庫の単独での開披、名義変更及び解約の権限、その他遺言執行のための一切

の権限を有する。 

 

以上 

本 旨 外 要 件 



税経新人会 「配偶者居住権」の基礎と応用 

17 

 

 住所  ○○市○○町○丁目○○番地○号 

 職業  会社役員 

 遺言者                    甲 野 太 郎 

昭和○○年○○月○○日生 

 上記は，印鑑証明書の提出により，人違いでないことを証明させた。 

 

住 所  東京都千代田区○○町○丁目○番○号 ○○ビル９階 

 職 業  弁護士 

 証 人                    丙 山 良 一 

昭和○○年○○月○○日生 

住 所  ○○市○○町○丁目○○番地○号 

 職 業  法律事務職員 

 証 人                    丁 川 秋 子 

昭和○○年○○月○○日生 

 以上のとおり読み聞かせたところ，一同その記載に誤りがないことを承認し，次に署名押

印する。 

遺言者 甲野太郎（署名）  ○印 

証 人 丙山良一（署名）  ○印 

証 人 丁川秋子（署名）  ○印 

 この証書は，令和２年○○月○○日本職役場において，民法 969 条第 1 号ないし第 4 号

に定める方式に従って作成し，同条第 5号に基づき，本職次に署名押印する。 

 役場所在地 

 ○○（地方）法務局所属 

公証人 乙川二郎（署名）  □印 

 

３.配偶者が介護施設入居のために存続期間の途中で建物を退去する場合の法

律関係 

（１） 配偶者居住権を消滅させる場合 

単なる「退去」は配偶者居住権の消滅事由ではない。 

配偶者の放棄 実務上は書面によることになる 

       設定登記の抹消手続 

       無償の場合は土地建物の所有者に贈与税が課税 

合意解約 

   土地建物の所有者との間で合意解約書の締結 

設定登記の抹消手続 
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（２） 配偶者居住権を存続させる場合 

 

４.配偶者居住権の登記手続 

（１） 遺産分割協議書による設定登記手続の場合 

 不動産登記法６０条 共同申請主義 

（２） 遺産分割調書、審判による設定登記手続の場合 

 不動産登記法６３条１項 単独申請 

（３） 遺言による設定登記手続の場合 

 共同申請主義 遺言執行者による執行手続 

（４） 設定登記手続の登記事項の内容 

 登記の目的「配偶者居住権」 

 登記の原因 「令和 2 年〇月〇日設定」 

 存続期間 「配偶者居住権者の死亡時まで」又は「令和 2 年〇月〇日から

令和〇年〇月〇日まで」 

（５）配偶者居住権の設定登記の抹消手続 

 配偶者が死亡した場合 不動産登記法６９条 単独申請 

それ以外の場合 同法６０条 共同申請 

★所有者が登記を拒んだら？ 

配偶者は配偶者居住権を第三者に対抗するため、建物について登記を行うこととなりま

す。よって、配偶者居住権設定の登記が完了している場合には、登記簿謄本を確認すること

で設定の有無の確認が出来ます。通常は配偶者と居住建物の所有者が共同して設定の登記

申請を行うこととなります（不登法 60）。仮に所有者が共同して申請を行わない場合には、

建物所有者は、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うため（民 1031①）、配偶

者が履行を求める訴えを起こすことにより、単独で登記の申請を行うことが可能となりま

す（民 1031①、不登法 63）。 

 

【参考】不動産登記法 

（権利に関する登記の登記事項） 

第５９条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 

１ 登記の目的 

２ 申請の受付の年月日及び受付番号 

３ 登記原因及びその日付 

４ 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上である

ときは当該権利の登記名義人ごとの持分 

５ 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め 

６ 以下 略 
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（共同申請） 

第６０条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者

及び登記義務者が共同してしなければならない。 

（登記原因証明情報の提供） 

第６１条 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場

合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 

（判決による登記等） 

第６３条 第６０条、第６５条又は第８９条第１項（同条第２項（第９５条第２項におい

て準用する場合を含む。）及び第９５条第２項において準用する場合を含む。）の規定に

かかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続

をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者

の他方が単独で申請することができる。 

２ 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することがで

きる。 

第６９条 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合にお

いて、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第６０条の規定にかかわら

ず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができ

る。 

第８１条の次に次の一条を加える。 

（配偶者居住権の登記の登記事項） 

第８１条の２ 配偶者居住権の登記の登記事項は、第５９条各号に掲げるもののほか、次

のとおりとする。 

一 存続期間 

二 第三者に居住建物（民法第１０２８条第１項に規定する居住建物をいう。）の使用又

は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め 

５.賃貸併用住宅に配偶者居住権を設定した場合の家賃収入の帰属 

 

【イラスト】 

 配偶者                      建物所有者 

         

                              賃料請求？ 

 

    賃料請求？ 

                           賃借人 

 賃料の帰属は遺産分割協議書や遺言書の内容で決まる。 
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     賃料の帰属を定めていない場合は建物所有者が賃料請求権を取得する。 

 配偶者が賃料を請求できる場合の契約関係はどうなるか。 

     配偶者と賃借人間で新賃貸借契約を締結する必要あり。 

 

【参考】賃料の帰属について 

被相続人が生前中に賃借人との間で建物賃貸借契約を締結しています。この場合

に誰が賃料の受取り者となるかが問題となります。堂薗幹一郎『一問一答 新しい相

続法』16頁（商事法務、2019）では、「配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の所有

者との関係では、第三者に賃貸されている部分も含め、居住建物の全部について使用及び収

益をすることができる権利を取得する。」とした上で、「建物賃貸借においては、建物の引渡

しが対抗要件となるところ、このような本ケースでは、通常、賃借人が先に引渡しを受けて

いるものと考えられることから、配偶者は、その賃借人に対しては、配偶者居住権による使

用収益権限を対抗することができないことになるものと考えられる。このような場合には、

一般的には、賃借人は賃貸人たる地位を承継した居住建物の所有者に対して賃料を支払う

こととなる。」とされています。よって、相続前に被相続人が建物を賃貸していた場合には、

賃貸人たる地位を承継した建物所有者が賃料を受取ることとなります。しかし、相続後新た

に建物を第三者に賃貸するときは、建物所有権者の承諾が必要ですが（民 1032③）、遺産分

割協議書等にあらかじめ包括的な承諾が行われたときには、配偶者が相続後の契約に係る

賃料を受け取ることも可能と考えられます。 

 

第３ 配偶者短期居住権 

配偶者短期居住権は配偶者が配偶者居住権と同じく、配偶者の居住権を確保するために無

償で居住建物を使用することができる権利である。 

配偶者居住権と異なる点 

   ・一定の要件を満たせば法律上当然認められる。 

   ・最低 6 か月間居住権が保護される。 

   ・遺産分割時に具体的相続分からその価値を控除されない（財産的評価がなされな

い）。 

   ・使用権のみで収益権はない。 

 

【参考】民法 
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第１０３７条(配偶者短期居住権) 

 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に

は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住して

いた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得

した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償

で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分につ

いて無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。

ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、

又は第８９１条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限

りでない。 

一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割に

より居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から６箇月を経過する日のいずれか遅

い日 

二 前号に掲げる場合以外の場合第３項の申入れの日から６箇月を経過する日 

２ 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その

他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。 

３ 居住建物取得者は、第１項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住

権の消滅の申入れをすることができる。 

 

第１０３８条(配偶者による使用) 

 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前

の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。 

２ 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせるこ

とができない。 

３ 配偶者が前２項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意

思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。 

 

第１０３９条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅) 

 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅す

る。 

 

第１０４０条(居住建物の返還等) 

 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物

の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合

は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返

還を求めることができない。 
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２ 第５９９条第１項及び第２項並びに第６２１条の規定は、前項本文の規定により配偶

者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居

住建物の返還をする場合について準用する。 

 

第１０４１条(使用貸借等の規定の準用) 

 第５９７条第３項、第６００条、第６１６条の２、第１０３２条第２項、第１０３３条

及び第１０３４条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。 
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税務編 

１.配偶者居住権設定時の相続税評価（税務編） 

（１）概要 

財産評価については、相続税法第 22条の“時価”によるのではなく、相続税法で別途

評価方法を規定することとされた（相法 23の 2）。 

【参考】財産評価基本通達 

1（2） 時価の意義 

財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期（相続、遺贈若しくは贈与によ

り財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得し

たものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第 2条《定義》第 4号に規定する課

税時期をいう。以下同じ。）において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事

者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、

この通達の定めによって評価した価額による。 

 

配偶者居住権は譲渡することが禁止されているため、この「時価」の解釈を前提とする限

り、解釈に委ねるには馴染まない（財産評価基本通達で規定せず、本法上で規定されてい

る）。 

 

（２）通常の場合 

相続税における配偶者居住権等の評価額を次のとおりとする。 

①評価方法 

イ 配偶者居住権 

                  （注 2）     （注 3） 

（注 1）   （注 1）       残存耐用年数 － 存続年数    （注 4） 

建物の時価 －建物の時価×                   ×複利現価率 
                    残存耐用年数 

 

(注 1)建物の時価  家屋の固定資産税評価額×1.0 （相法 23の 2①一） 

建物の時価は、相続税法第 22 条に規定する時価をいう。 ただし、居住建物の一部が賃

貸の用に供されている場合又は被相続人が相続開始の直前において居住建物をその配偶者

と共有していた場合には、次の算式により計算した金額となる（相法 23 の２①一）（相続

税法基本通達の一部改正について（法令解釈通達）のあらまし（情報）（令和 2 年 2 月 21

日）以下「情報」より）。 
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              賃貸の用に供されている 

 部分以外の部分の床面積    被相続人が有し 

×               ×ていた持分割合 

               居住建物の床面積 

 

 

(注 2) 残存耐用年数 

法定耐用年数※×1.5 － 建築経過年数（６月以上切上、６月未満切捨） 

 （ 相令 5の 8 ②， 相規 12の 2 ）  

※ 法定耐用年数（住宅用）  

・鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造・・・４７年  

・鉄骨造 （骨格材の肉厚が 4mm超）・・・・・・・・・・３４年  

・鉄骨造 （骨格材の肉厚が 3mm超 4mm以下）・・・・・・２７年  

・鉄骨造 （骨格材の肉厚が 3mm以下）・・・・・・・・・１９年  

・木造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２年  

 

残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合には、上

記イの「（残存耐用年数－存続年数）／残存耐用年数」は、零とする。 

 

【参考】相続税基本通達 

（相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い）  

23 の２－３ 法第 23 条の２第１項第２号イ及びロに規定する「経過年数」は、相続開始前

に増改築がされた場合であっても、増改築部分を区分することなく、新築時からの経過年数

によるのであるから留意する。 

(注 3) 厚生労働省作成の「完全生命表※」に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命（６月

以上切上，６月未満切捨）（ 相令 5の 8 ③一， 相規 12の 3 ）  

「完全生命表※」 

厚生労働省では、日本の生命表として、「完全生命表」と「簡易生命表」の２種類を作成・ 

公表している。「完全生命表」は、国勢調査による人口（確定数）と人口動態統計（確定数） 

による死亡数、出生数を基に５年ごとに作成し、「簡易生命表」は、人口推計による人口と

人 口動態統計月報年計（概数）による死亡数、出生数を基に毎年作成している。 国勢調査

年については、まず「簡易生命表」を作成し、国勢調査の結果（確定数）の公表後 に「完

全生命表」を作成するため、完全生命表は生命表の確定版という性格を持っている。 また、

これらの生命表は、特に重要な統計として、統計法に基づき基幹統計に指定されている。 

（厚生労働省 第 22 回生命表（完全生命表）の概況より抜粋） 

居住建物が賃貸の用

に供されておらず、

かつ、共有でないも

のとした場合の時価  

 



税経新人会 「配偶者居住権」の基礎と応用 

25 

 

第 22回生命表（完全生命表）・・・平成 27 年１年間の死亡状況より作成。平成 29年 3月

発表 

【参考】相続税基本通達 

（完全生命表）  

23 の２－５ 法施行規則第 12 条の３に規定する「完全生命表」は、配偶者居住権が設定さ

れた時の属する年の１月１日現在において公表されている最新のものによる。 

 

（説明）配偶者居住権等の評価に当たっては、配偶者居住権が設定された時の属する年の１

月１日現在において公表されている「完全生命表」のうち、最新のものによることを本通達

で明らかにした。なお、「平均余命」については、「当該配偶者居住権が設定された時におけ

る当該配偶者の平均余命」（相令５の８③一）と規定されており、「完全生命表に掲げる年齢」

は、配偶者居住権が設定された時における満年齢となる（「情報」より）。 

 

(注 4) 複利現価率 

法定利率に 1を加えた数を配偶者居住権の存続年数で累乗して得た数をもって 

1 を除して得た割合 （ 相規 12 の 4 ） →配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利

率→年 3％複利現価 

 

【参考】相続税基本通達 

（法定利率）  

23 の２－４ 法第 23 条の２第１項第３号の「法定利率」は、配偶者居住権が設定された時

における民法第 404条((法定利率))の規定に基づく利率をいうのであるから留意する。 

 

ロ 配偶者居住権が設定された建物（以下「居住建物」という。）の所有権 

（注 5） 

建物の時価－配偶者居住権の価額 

（注 5）相法 23の 2② 
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図解は、財務省「令和元年度税制改正の解説（相続税法の改正）」より抜粋 

【参考】相続税基本通達 

23 の 2－2「配偶者居住権が設定された時」の意義  

法第 23条の 2第 1項第 2号及び第 3号並びに 法施行令第 5 条の 8 第 3 項第 1 号及び第 2

号に規定する「配偶者居住権が設定された時」とは，民法第 1028条第 1項各号《配偶者居

住権》に掲げる場合の区分に応じ，それぞれ次に定める時をいうことに留意する。  

(1) 民法第 1028条第 1項第 1号の規定に該当する場合 遺産の分割が行われた時 

(2) 民法第 1028条第 1項第 2号の規定に該当する場合 相続開始の時 

 

ハ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利 

（注 6）    （注 6） 

土地等の時価－土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率（3％）による複利現価率 

（注 6）相法 23の 2③一 

 

ニ 居住建物の敷地の所有権等 
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（注 7）    

土地等の時価－敷地の利用に関する権利の価額 

（注 7）相法 23の 2④ 

 

図解は、財務省「令和元年度税制改正の解説（相続税法の改正）」より抜粋 

 

【参考】相続税法  

第 23 条の 2 配偶者居住権等の評価 配偶者居住権の価額は、第 1 号に掲げる価額から同

号に掲げる価額に第 2 号に掲げる数及び第 3 号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した

残額とする。 

一 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権

が設定されていないものとした場合の時価（当該建物の一部が賃貸の用に供されている場

合又は被相続人が当該相続開始の直前において当該建物をその配偶者と共有していた場合

には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分又は当該被相続人の持分の割合

に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額） 

二 当該配偶者居住権が設定された時におけるイに掲げる年数をロに掲げる年数で除して

得た数（イ又はロに掲げる年数が零以下である場合には、零） 

イ 当該配偶者居住権の目的となつている建物の耐用年数（所得税法の規定に基づいて定

められている耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数をいう。ロにおいて同じ。）か

ら建築後の経過年数（6月以上の端数は 1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。ロに

おいて同じ。）及び当該配偶者居住権の存続年数（当該配偶者居住権が存続する年数として

政令で定める年数をいう。次号において同じ。）を控除した年数 
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ロ イの建物の耐用年数から建築後の経過年数を控除した年数 

三 当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者居住権の存続年数に応じ、法定

利率による複利の計算で現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの 

2 配偶者居住権の目的となつている建物の価額は、当該建物の相続開始の時における当該

配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した当

該配偶者居住権の価額を控除した残額とする。 

3 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地（土地の上に存する権

利を含む。以下この条において同じ。）を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額は、

第 1号に掲げる価額から第 2号に掲げる金額を控除した残額とする。 

一 当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場

合の時価（当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が当該相続開始の

直前において当該土地を他の者と共有し、若しくは当該建物をその配偶者と共有していた

場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分に応ずる部分又は当該被相

続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額） 

二 前号に掲げる価額に第 1項第 3号に掲げる割合を乗じて得た金額 

4 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の価額は、当該土地の

相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前

項の規定により計算した権利の価額を控除した残額とする。 

 

 

 

 

 

【参考】構造別耐用年数表、第 22回完全生命表、及び年 3％複利現価表 
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上記の表は、底地割合 

 

★クライアントへの簡易説明 

 

被相続人甲   配偶者乙（女性 満年齢 65 歳） 

 

 

      子 

 「女性 65歳で約半分（50.8％）の価値を得る」 

 「女性 75歳で約四割弱（37.7％）の価値を得る」 

 

 

            →配偶者居住権の消滅事由 配偶者の死亡 

 

 

                 自用地評価額×（1－0.492＝0.508） 

 

                 自用地評価額×0.492（24年） 
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②具体例（通常の場合）★ 

・建物の固定資産税評価額 1,000万円  

・土地（敷地）の時価（相続税評価額） 5,000万円（400㎡） 

・配偶者（妻）の年齢 70歳 

・建物の耐用年数（木造 22年） 

・築年数 10年 3ヶ月 

・配偶者居住権の設定 終身 

年齢及び年数は、配偶者居住権設定時における満年齢及び年数とする 

 

イ 配偶者居住権 

                  （注 2）     （注 3） 

（注 1）             23年（残存）－  20年（存続） （注 4） 

1,000万円 －1,000 万円×                   × 0.554  
                      23年（残存） 
 
＝ 9,277,391円 
 

 

(注 1) 1,000万円（家屋の固定資産税評価額）×1.0  

(注 2) 22年×1.5 － 10年（６月未満切捨）＝23年  

※ 法定耐用年数（住宅用）  

・木造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２年  

(注 3) 「完全生命表※」に掲げる平均余命  

70 歳女性 19.85年→20年（６月以上切上，６月未満切捨） 

(注 4) 20年→0.554 

 

ロ 配偶者居住権が設定された建物の価額 

1,000万円（建物の時価）－9,277,391円（配偶者居住権の価額）＝722,609 円 

 

ハ 配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利 

5,000 万円（土地等の時価）－5,000 万円×0.554（注 4）（存続年数に応じた民法の法定利

率（3％）による複利現価率）＝2,230万円 

 

ニ 敷地の所有権 

5,000万円（土地等の時価）－2,230万円（敷地の利用に関する権利の価額）＝2,770万円 
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（３）建物を一部賃貸の用に供している場合 

①評価方法 

イ 配偶者居住権 

 建物の時価 （相令５の８➀一） 

                賃貸用部分以外の部分の床面積  

家屋の固定資産税評価額×1.0× 

                    建物の床面積 

 

居住建物の一部が貸し付けられている場合には、配偶者は相続開始前からその居住建物

を賃借している賃借人に権利を主張することができない（対抗できない）ため、実質的に配

偶者居住権に基づく使用・収益をすることができない部分を除外して評価する必要がある

（財務省「令和元年度税制改正の解説（相続税法の改正）」より）。 

 

ロ 建物所有権の価額（相法 23の 2②） 

家屋の相続税評価額－配偶者居住権の価額 

（居住建物の時価は、賃貸の用に供されていた部分がある場合であっても、上記のような按

分計算を行わない。（財務省「令和元年度税制改正の解説（相続税法の改正）」より）） 

 

ハ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利 

土地の時価 （相令５の８④） 

 

 賃貸用部分以外の部分の床面積  

自用地としての相続税評価額× 

                    建物の床面積 

 

ニ 居住建物の敷地の所有権等（相法 23の 2④） 

土地等の相続税評価額－敷地の利用に関する権利の価額 

（土地等の時価は、居住建物に賃貸の用に供されていた部分がある場合であっても、上記の

ような按分計算を行わない。（財務省「令和元年度税制改正の解説（相続税法の改正）」より）） 

 

【参考】相続税法施行令 

第 5条の 8 建物の一部が賃貸の用に供されている場合等の配偶者居住権の価額等 

法第 23条の 2第 1項第 1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 

一 配偶者居住権の目的となつている建物（以下この条において「居住建物」という。）の

一部が賃貸の用に供されている場合（第 3号に掲げる場合を除く。） イに掲げる価額にロ
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に掲げる割合を乗じて計算した金額  

イ 当該居住建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当

該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価 

ロ 当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積

の占める割合 

二 被相続人が居住建物を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合（次号

に掲げる場合を除く。） イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額  

イ 当該居住建物の相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場

合の時価 

ロ 当該被相続人が有していた当該居住建物の持分の割合 

三 居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物を相続開始

の直前においてその配偶者と共有していた場合 第 1 号イに掲げる価額に同号ロに掲げる

割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額 

2 法第 23 条の 2 第 1 項第 2 号イに規定する耐用年数に準ずるものとして政令で定める年

数は、所得税法施行令第 129条（減価償却資産の耐用年数、償却率等）に規定する耐用年数

のうち居住建物に係るものとして財務省令で定めるものに 1.5を乗じて計算した年数（6月

以上の端数は 1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。）とする。 

3 法第 23 条の 2 第 1 項第 2 号イに規定する配偶者居住権が存続する年数として政令で定

める年数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める年数（6月以上の端数は

1 年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。）とする。  

一 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間とされている場合 当該配偶者居住権が

設定された時における当該配偶者の平均余命（年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に

係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命をいう。次号において同じ。） 

二 前号に掲げる場合以外の場合 遺産の分割の協議若しくは審判又は遺言により定めら

れた配偶者居住権の存続期間の年数（当該年数が当該配偶者居住権が設定された時におけ

る配偶者の平均余命を超える場合には、当該平均余命） 

4 法第 23 条の 2 第 3 項第 1 号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 

一 居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合（第 3号に掲げる場合を除く。） イに

掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額  

イ 当該居住建物の敷地の用に供される土地（土地の上に存する権利を含む。以下この項に

おいて同じ。）の相続開始の時における配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当該居住

建物が当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価 

ロ 当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積

の占める割合 

二 被相続人が居住建物の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共
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有し、又は居住建物をその配偶者と共有していた場合（次号に掲げる場合を除く。） イに

掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額  

イ 当該土地の当該相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場

合の時価 

ロ 当該被相続人が有していた当該土地又は当該居住建物の持分の割合（当該被相続人が

当該土地の持分及び当該居住建物の持分を有していた場合には、これらの持分の割合のう

ちいずれか低い割合） 

三 居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物の敷地の用

に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は当該居住建物をその配偶

者と共有していた場合 第 1 号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前号ロに掲げる

割合を乗じて計算した金額 

 

【参考】相続税基本通達 

（一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲）  

23 の２－１ 法第 23 条の２に規定する「時価」は、評価基本通達の定めにより算定した価

額によるのであるが、同条第２項及び第４項に規定する「時価」を算定する場合において、

評価基本通達 26((貸家建付地の評価))⑵(注)２の定めにより、継続的に賃貸されていた各

独立部分で、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められるものを「賃貸さ

れている各独立部分」に含むこととしたときは、法施行令第５条の８第１項第１号ロ及び第

４項第１号ロに規定する「当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部

分以外の部分の床面積の占める割合」についても、当該各独立部分は「賃貸の用に供されて

いる部分」に含めて算定することに留意する。 

（説明） 

専ら賃貸の用に供されている部分であったとしても、相続開始の時において現実に貸し

付けられていない部分については、配偶者居住権者が当該配偶者居住権に基づき使用及び

収益をすることができるため、当該部分を居住建物の賃貸の用に供されている部分以外の

部分に含めて（換言すると、賃貸の用に供されている部分から除外して）評価する必要があ

る。 

一方、貸家建付地を評価する場合には、評価基本通達 26⑵(注)２において、「賃貸されて

いる各独立部分」の意義として、相続開始の時において一時的に空室となったにすぎないと

認められるものについては、相続開始の時においても賃貸されていたものとして取り扱っ

て差し支えないこととしている。 そうすると、専ら賃貸の用に供されている部分のうち、

相続開始の時において現実に貸し付けられていない部分について、評価基本通達上は当該

部分を賃貸の用に供されている部分として取り扱うこととした場合でも、配偶者居住権等

の評価上は当該部分を賃貸の用に供されている部分から除外する必要があるため、評価上

の取扱いに差異が生じることとなり、適当ではない。そこで、本通達では、相続開始の時に



税経新人会 「配偶者居住権」の基礎と応用 

37 

 

おいて一時的に空室となったにすぎないと認められる部分について、評価基本通達上、当該

部分を賃貸の用に供されている部分として取り扱うこととした場合には、配偶者居住権等

の評価においても同様に賃貸されている部分として取り扱うことを留意的に明らかにした

（「情報」より）。 

 

②具体例（建物を一部賃貸している場合） 

・建物の固定資産税評価額 1,000万円  

・土地（敷地）の時価（相続税評価額） 5,000万円（400㎡） 

・配偶者（妻）の年齢 70歳（遺産分割時） 

・建物の耐用年数（木造 22年） 

・築年数 10年 3ヶ月（遺産分割時） 

・配偶者居住権の設定 終身 

・賃貸部分の床面積 50㎡（建物全体の床面積 200㎡） 

・借地権割合 60％ 

年齢及び年数は、配偶者居住権設定時における満年齢及び年数とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第三者 Aに賃貸 

配偶者居住権設定、土地建物を長男が相続 

 

被相続人甲   配偶者乙（配偶者居住権等） 

 

 

     長男（居住用建物等） 

 

 

 

      孫 

配偶者居住 

100 ㎡ 

※賃貸 

50 ㎡ 

 

空室 

50 ㎡ 
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イ 配偶者居住権 

                   （注 2）      （注 3） 

（注 1）                23年（残存）－  20年（存続）  （注 4） 

1,000万円×0.75－1,000万円×0.75×                  × 0.554  
                        23年（残存） 
 
＝ 6,958,044円 
 
（注） （200㎡-50 ㎡（賃貸））/200㎡＝0.75（設定時の賃貸以外の床面積割合） 

(注 1) 1,000万円（家屋の固定資産税評価額）×1.0  

(注 2) 22年×1.5 － 10年（６月未満切捨）＝23年  

※ 法定耐用年数（住宅用）  

・木造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２年  

(注 3) 「完全生命表※」に掲げる平均余命  

70 歳女性 19.85年→20年（６月以上切上，６月未満切捨） 

(注 4) 20年→0.554 

 

ロ 配偶者居住権が設定された建物の価額 

1,000万円×（1-0.3×0.25（賃貸割合））－6,958,044 円（配偶者居住権の価額）＝2,291,956

円 

 

ハ 配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利 

     （注） 

5,000万円×0.75－5,000万円×0.75×0.554＝16,725千円 

（注） （200㎡-50 ㎡）/200㎡＝0.75 

 

ニ 敷地の所有権 

5,000万円×（1-0.6×0.3×0.25（賃貸割合））－16,725千円（敷地の利用に関する権利の

価額）＝31,025千円 

 

 

 

★遺留分算定基礎については、不動産鑑定士協会連合会が示した配偶者居住権の評価方法

（法制審議会民法（相続関係）部会第 19回会議参考人（公益社団法人日本不動産鑑定士連

合協会）提出資料「長期居住権についての具体例についての意見」）等の方法による評価額、

相続税評価額などが採用されると考えられる。 
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２.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 

配偶者居住権に付随 するその目的となっている建物の敷地を利用する権利（敷地利用権）

については、「土地の上に存する権利」に該当するので、小規模宅地等の課税価格計算の特

例の対象となる。なお、小規模宅地特例対象が配偶者居住権の目的となっている建物の敷地

の用に供される宅地等又は配偶者居住権に基づく敷地利用権の全部又は一部である場合に

は、その宅地等の面積は、その面積に、それぞれその敷地の用に供される宅地等の価額又は

その敷地利用権の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であ

るものとみなして計算をし、限度面積要件を判定する（措令 40の 2⑥）。 

計算パターン 

宅地全体の地積×（敷地利用権の価額/全体土地の相続税評価額） 

＋宅地全体の地積×（敷地の所有権の価額/全体土地の相続税評価額）≦330㎡ 

 

具体例. 被相続人と配偶者及び所有権取得者が同居の場合（1（２）②具体例） 

 

配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利 

5,000 万円（土地等の時価）－5,000 万円×0.554（注 4）（存続年数に応じた民法の法定利

率（3％）による複利現価率）＝2,230万円 

 

敷地の所有権 

5,000万円（土地等の時価）－2,230万円（敷地の利用に関する権利の価額）＝2,770万円 

 

[400㎡×(2,230万円/5,000万円)]＋[400㎡×（2,770万円/5,000万円）]  

              ↓               ↓ 

      178.4㎡      ＋     221.6㎡    ＝ 400㎡ 

（敷地利用権の面積とみなす）  （敷地の所有権の面積とみなす） 

 

調整例   108.4㎡      ＋     221.6㎡    ＝ 330㎡≦330㎡ 

 

【参考】措置法施行令 

第 40条の 2第 6項 

法第 69条の 4第 1項の規定の適用を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようと

する特例対象宅地等が配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される宅地等

又は当該宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、当

該特例対象宅地等の面積は、当該面積に、それぞれ当該敷地の用に供される宅地等の価額又

は当該権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるも

のとみなして、同項の規定を適用する。 
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３.配偶者居住権設定後の出口課税の問題 

（１）居住権消滅時の課税関係 

① 配偶者に相続が発生した場合の課税関係 

配偶者に相続が発生した場合には、民法の規定により配偶者居住権が消滅することとな

る。配偶者居住権が消滅した場合、所有権者は、配偶者居住権の設定された建物及び土地に

ついて、使用収益の制約のない、いわば完全な所有権を得ることとなるが、これは消滅の結

果によるものであり、相続により配偶者居住権等を取得したものではない。よって、配偶者

居住権等を相続により取得したとみなされる規定がない現行の法律では、相続税課税は生

じないこととなる。 

 

② 合意解除があった場合の課税関係 

配偶者居住権の存続期間の満了前に、合意解除により配偶者居住権が消滅するに至った

場合には、居住用不動産の所有権者は、期間満了前に使用収益権を得ることとなる。このこ

とは、所有権者に経済的利益が移転したものと考えられるため、相続税法第９条の規定によ

り、みなし贈与課税が行われることとなる（相基通 9-13の 2）。 

 

資産課税課情報  第 17号 令和元年 11月 5日   国税庁資産課税課 

相続税法基本通達等の一部改正について（法令解釈通達）のあらまし（情報）より一部加

工 

 

【参考】相続税基本通達  

9-13の 2  配偶者居住権が合意等により消滅した場合 

配偶者居住権が、被相続人から配偶者居住権を取得した配偶者と当該配偶者居住権の目的

となっている建物の所有者との間の合意若しくは当該配偶者による配偶者居住権の放棄に

より消滅した場合又は民法第 1032条第 4項《建物所有者による消滅の意思表示》の規定に

より消滅した場合において、当該建物の所有者又は当該建物の敷地の用に供される土地（土
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地の上に存する権利を含む。）の所有者（以下 9-13の 2において「建物等所有者」という。）

が、対価を支払わなかったとき、又は著しく低い価額の対価を支払ったときは、原則として、

当該建物等所有者が、その消滅直前に、当該配偶者が有していた当該配偶者居住権の価額に

相当する利益又は当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額に相当する利

益に相当する金額（対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額）を、当該配偶

者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。 

（注） 民法第 1036 条《使用貸借及び賃貸借の規定の準用》において準用する同法第 597

条第 1項及び第 3項《期間満了及び借主の死亡による使用貸借の終了》並びに第 616条の 2

《賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了》の規定により配偶者居住権が消滅した場合に

は、上記の取り扱いはないことに留意する。 

 

③配偶者居住権消滅に伴う対価の支払いがあった場合 

イ 配偶者居住権等の消滅対価の支払いがあった場合の課税関係及び取得費 

配偶者居住権及び配偶者敷地利用権が消滅等をし、支払を受ける金額は、譲渡による対価

ではなく消滅等による対価の支払いに該当するため譲渡所得（総合課税）として取扱われる

（所法 33、所令 82、措法 31、33）。 

また、譲渡所得の金額の計算上、控除する取得費は、配偶者居住権の目的となっている建

物又はその建物の敷地の用に供される土地等（以下「居住建物等」という。）についてその

被相続人に係る居住建物等の取得費に「配偶者居住権等割合」を乗じて計算した金額から、

その配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とする。な

お、「配偶者居住権等割合」とは、その配偶者居住権の設定の時における配偶者居住権又は

配偶者敷地利用権の価額に相当する金額の居住建物等の価額に相当する金額に対する割合

をいう（所法 60③）。 

【参考】総合課税の譲渡所得 

総合課税の譲渡所得の金額はつぎの算式により計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合

課税の対象になるが、長期譲渡所得の金額はその 2分の 1が総合課税の対象となる 

譲渡所得の金額 ＝ 譲渡価額－（取得費＋譲渡費用）－50万円 

 

ロ 配偶者居住権等の消滅前に居住建物等を譲渡した場合の取得費 

 相続により居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権及び配偶者敷地利用権が消滅

する前に当該居住建物等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除する取得費

は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費を控除した

金額とする（所法 60②）。 

 

（２）配偶者居住権消滅前に所有者に異動があった場合 

① 配偶者より先に居住建物の所有者が死亡した場合（二次相続） 
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配偶者より先に居住建物の所有者が死亡した場合、所有者の相続人に相続税課税が発生

する。この場合、配偶者居住権の所有者死亡時点における価額を算定し、全体からマイナス

した金額が所有権部分の評価額となる。この場合において、「一次相続に係る配偶者居住権」

が設定されており、既に当該配偶者居住権の効力が生じているため、当該配偶者居住権の

「存続年数」は「配偶者居住権が設定された時」における年数でなく、「二次相続等による

居住建物等の取得の時」における年数により計算し、当該居住建物の「経過年数」について

も、「配偶者居住権が設定された時」までの年数でなく、「二次相続等による居住建物等の取

得の時」までの年数により計算することとなる（「情報」より）。 

 

【参考】相続税基本通達 

（配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の

目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の時の価額）  

23 の２－６ 配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶

者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地（土地の上に存

する権利を含む。以下この項において同じ。）の当該取得の時の価額は、法第 23条の２の規

定に準じて計算することに留意する。この場合において、法第 23条の２第２項に規定する

「当該配偶者居住権の価額」又は同条第４項に規定する「権利の価額」は、当該配偶者居住

権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地を相続若しくは遺贈又

は贈与により取得した時に配偶者居住権の設定があったものとして計算する。 

 

（説明） 

二次相続等により居住建物等を取得した場合には、その取得の時において当該居住建物に

「一次相続に係る配偶者居住権」が設定されており、既に当該配偶者居住権の効力が生じて

いるため、当該配偶者居住権の「存続年数」は「配偶者居住権が設定された時」における年

数でなく、「二次相続等による居住建物等の取得の時」における年数により計算し、当該居

住建物の「経過年数」についても、「配偶者居住権が設定された時」までの年数でなく、「二

次相続等による居住建物等の取得の時」までの年数により計算するのが妥当であること。  

   そこで、本通達では、配偶者居住権の設定後に二次相続等により取得した居住建物等の

価額を相続税法第 23 条の２の規定に準じて計算する場合において、「一次相続に係る配偶

者居住権」が設定されていないものとしたときの居住建物等の価額から控除する配偶者居

住権又は敷地利用権の価額は、二次相続等により居住建物等を取得した時に配偶者居住権

の設定があったものとして計算することを明らかにした。（「情報」より）。 

 

② 配偶者居住権が設定されている居住用建物等の贈与が行われた場合 

配偶者居住権の設定後に当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地

の用に供される土地（以下、「居住建物等」という）を贈与により取得した場合には、その
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取得した者に対し贈与税の課税が発生する。その居住建物等については、贈与時点における

配偶者居住権の価額を算定し、全体からマイナスした金額が所有権部分の評価額となる。こ

の計算については、上記①と同様に、居住建物等の取得の時を基準に行われることとなる。 

 

（３）具体的事例 

①居住用建物の一部を所有者（長男）から孫に贈与した場合 

１.（３）②の事例において配偶者居住権の設定から 2年後に配偶者は、老人ホームへの

入居のため、居住建物の所有者である長男の承諾を得て第三者Ｂへ居住建物の一部（配偶者

が居住していた１階部分）を賃貸し、さらに同時期に、長男は居住用建物（持分全部）を子

（配偶者の孫）に贈与した。なお、今後、居住用建物の敷地は、子が長男から使用貸借によ

り借り受けることとする。この場合の贈与税課税対象額はいくらとなるか。 

【配偶者居住権設定時の状況】 

・建物の固定資産税評価額 1,000万円  

・土地（敷地）の時価（相続税評価額） 5,000万円（400㎡） 

・配偶者（妻）の年齢 70歳（遺産分割時） 

・建物の耐用年数（木造 22年） 

・築年数 10年 3ヶ月（遺産分割時） 

・配偶者居住権の設定 終身 

・賃貸部分の床面積 2階部分の 50％である 50㎡（2階部分の残り 50％は一時的な空室に

該当しないものとする）（建物全体の床面積 200 ㎡） 

・借地権割合 60％ 

年齢及び年数は、配偶者居住権設定時における満年齢及び年数とする 

 

【設定から 2年後の贈与時の状況】 

・贈与時の建物の固定資産税評価額：800万円 

・贈与時の賃貸の状況：2階の 50％（相続時の賃借人）、1階の全部（配偶者が賃貸） 

・贈与時の配偶者の満年齢：72歳 

・贈与時の建物の築年数：12年 3ヶ月 

 

 

 →長男は子に 

                                 居住建物を贈与 

            配偶者老人ホームに入居 

                    100㎡部分を賃貸 

 

 

配偶者居住 

100 ㎡ 

※賃貸 

50 ㎡ 

 

未利用 

50 ㎡ 
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※第三者 Aに賃貸 

 

被相続人甲   配偶者乙（配偶者居住権等）1次相続で設定 

 

 

     長男（居住建物+敷地）1次相続で取得 

 

           贈与（居住権設定から 2年後） 

 

      孫（居住建物） 

 

イ 配偶者居住権 

                    （注 2）      （注 3） 

（注 1） （※）              21年（残存）－  18 年（存続）  

800万円×0.75－800 万円×0.75×                   × 0.587  
                        21年（残存） 
 
＝ 5,496,858円 
 
（※）（200㎡-50㎡（賃貸部分））/200㎡＝0.75（設定時の賃貸以外の床面積割合） 

(注 1) 800万円（家屋の固定資産税評価額）×1.0  

(注 2) 22年×1.5 － 12年（６月未満切捨）＝21年  

※ 法定耐用年数（住宅用）  

・木造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２年  

(注 3) 「完全生命表※」に掲げる平均余命  

72 歳女性 18年 

(注 4) 18年→0.587 

（※） ２階２室のうち賃貸されていない１室については、配偶者が配偶者居住権に基づき

使用・収益することができ、賃借人に権利を主張できないということはないため、当該部分

は「賃貸以外の床面積」に含めて評価する。 

また、配偶者が居住していた１階部分については、配偶者居住権の設定後に配偶者が老人

ホームへ入居のため、居住建物の所有者である長男の承諾を得て第三者Ｂに賃貸している

ところ、当該賃貸は配偶者居住権に基づく使用・収益であるため、当該賃貸部分は「賃貸以

外の床面積」に含めて評価する。 
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ロ 配偶者居住権が設定された建物の価額（贈与税の課税対象額） 

800 万円×（1-0.3×0.25（賃貸割合））（注 1）－5,496,858 円（配偶者居住権の価額）＝

1,903,142円 

 

（注 1）800万円×（1-0.3×0.25（賃貸割合））の分解形 

自用家屋部分：800万円×100㎡/200㎡＝400 万円（※） 

貸家部分：800万円×100㎡/200㎡＝400万円 

居住建物の時価：400 万円+（400万円-400万円×0.3×50％）＝7,400,000円 

 

（※）居住建物の時価は、贈与により当該居住建物を取得した時における「配偶者居住権が

設定されていないものとした場合の時価」である。 設例の場合、第三者Ｂの有する賃借権

は、基本となる配偶者居住権の存在を前提として、配偶者居住権者が有する権利の範囲内で

成立していると考えられることから、当該配偶者居住権が設定されていなければ、当該賃借

権も存し得ないものと考えられる。 したがって、「配偶者居住権が設定されていないものと

した場合の時価」を求める場合には、配偶者居住権の上に存する第三者Ｂの賃借権も、配偶

者居住権と同様に設定されていないものとして（自用家屋として）評価するのが妥当である。

（「情報」より）。 

●配偶者居住権の目的となつている建物の価額は、当該建物の相続開始の時における当該

配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した当

該配偶者居住権の価額を控除した残額とする（相法 23の 2②）。→賃貸人 Bの賃借権は考慮

した場合（配偶者居住権からマイナスした場合）その分、建物所有者の情価額が上昇してし

まうこととなる。 

 

②老人ホームに入居するタイミングで配偶者居住権等を消滅させ、配偶者が対価を受け取

った場合 

【消滅時の前提条件】 

・建物の固定資産税評価額：800万円 

・土地の相続税評価額（自用地）：5,000万円 

・賃貸の状況：2階の 50％（全体床面積の 25％） 

・配偶者の満年齢：72歳 

・建物の築年数：12 年 3ヶ月 

 

□配偶者居住権の価額及び土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額 

イ 配偶者居住権 

                    （注 2）      （注 3） 

（注 1）                 21年（残存）－  18年（存続）  
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800万円×0.75－800 万円×0.75×                   × 0.587  
                        21年（残存） 
 
＝ 5,496,858 円 
 
（注） （200㎡-50 ㎡）/200㎡＝0.75 

(注 1) 800万円（家屋の固定資産税評価額）×1.0  

(注 2) 22年×1.5 － 12年（６月未満切捨）＝21年  

※ 法定耐用年数（住宅用）  

・木造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２年  

(注 3) 「完全生命表※」に掲げる平均余命  

72 歳女性 18年 

(注 4) 18年→0.587 

 

ロ 配偶者居住権が設定された建物の価額 

800 万円×（1-0.3×0.25（賃貸割合））（注 1）－5,496,858 円（配偶者居住権の価額）＝

1,903,142円 

 

ハ 配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利 

     （注） 

5,000万円×0.75－5,000万円×0.75×0.587＝15,487,500 円 

（注） （200㎡-50 ㎡（賃貸部分））/200㎡＝0.75 

 

ニ 敷地の所有権 

5,000万円×（1-0.6×0.3×0.25（賃貸割合））－15,487,500円（敷地の利用に関する権利

の価額）＝32,262,500円 

 

配偶者居住権の価額及び土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額 

イ＋ハ＝20,984,358 円 

 

【参考】消滅に伴い、対価の支払いがない場合、又は著しく低い価額の対価を支払がある

場合 

建物等所有者が、対価を支払わなかったとき、又は著しく低い価額の対価を支払ったとき

は、原則として、当該建物等所有者が、その消滅直前に、当該配偶者が有していた当該配偶

者居住権の価額に相当する利益又は当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の

価額に相当する利益に相当する金額（対価の支払があった場合には、その価額を控除した金

額）を、当該配偶者から贈与によって取得したものとして取り扱う（相基通 9-13の 2）。 
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□配偶者居住権の価額及び土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額にかかる

取得費の計算（所法 60③、所令 169の 2） 

 

①×②－③ 

 

①被相続人に係る居住建物等取得費（建物取得日から設定日までの減価の額を控除した金

額） 

②配偶者居住権等割合（所令 169の 2①、③） 

③設定から消滅までの期間に係る「減価の額」（所令 169の 2②、④） 

 

【配偶者居住権の前提条件】 

・取得価額：土地 4,000万円 建物 1,850万円 

・築年数：10年 3ヶ月（配偶者居住権設定時） 

・取得費 建物 12,071,250 円（配偶者居住権設定時） 

・建物の耐用年数：22年（木造） 

・配偶者（妻）の年齢 70歳（配偶者居住権設定時） 

・設定時から消滅時までの期間：2年 

・配偶者居住権等の価額 

イ  配偶者居住権 6,958,044 円 

ロ 配偶者居住権が設定された建物の価額 2,291,956 円 

ハ 配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利 16,725千円 

ニ 敷地の所有権 31,025千円 

 

①配偶者居住権設定時における被相続人に係る居住建物等取得費 

（建物取得日から設定日までの減価の額等を控除した金額） 

・建物 12,071,250円 

・土地 4,000万円（購入価額） 

 

②配偶者居住権等割合 

・配偶者居住権 

イ/（イ＋ロ）＝6,958,044 円/（6,958,044円＋2,291,956円） 

・配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利 

ハ/（ハ＋ニ）＝16,725千円/（16,725千円＋31,025千円） 

 

イ  配偶者居住権 6,958,044 円 

ロ 配偶者居住権が設定された建物の価額 2,291,956 円 
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ハ 配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利 16,725千円 

ニ 敷地の所有権 31,025千円 

 

①×② 

・配偶者居住権 ①×②＝9,080,247円 

・配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利 ①×②＝14,010,471円 

 

③設定から消滅までの期間に係る「減価の額」 

設定時の配偶者の余命年数 70歳→20年 

・配偶者居住権 

9,080,247円×（注）2年/20年＝908,024円 

（注）配偶者居住権の取得時から消滅時までの期間（6月以上切上 6月未満切捨） 

・配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利 

14,010,471円×2年/20年＝1,401,047円 

 

④取得費（配偶者居住権＋配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利） 

・配偶者居住権 

①×②－③＝8,172,223 円 

・配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利 

①×②－③＝12,609,424円 

【参考】所得税施行令 

第 169条の 2 法第 60条第 3項第 1号（贈与等により取得した資産の取得費等）に規定す

るその時における配偶者居住権の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で

定めるところにより計算した金額は、同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建

物の取得費の額として計算される金額に、第 1 号に掲げる価額が次に掲げる価額の合計額

のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 

一 その相続開始の時において配偶者居住権につき相続税法第 23 条の 2 第 1 項（配偶者

居住権等の評価）の規定を適用したならば同項の規定により計算される当該配偶者居住権

の価額 

二 その相続開始の時において当該建物につき相続税法第 23 条の 2 第 2 項の規定を適用

したならば同項の規定により計算される当該建物の価額 

 

２ 法第 60 条第 3 項第 1 号に規定する配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定

めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住権を取

得した時から当該配偶者居住権が消滅した時までの期間の年数（六月以上の端数は一年と

し、六月に満たない端数は切り捨てる。）が相続税法第 23 条の 2第 1 項第 2号イに規定す
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る配偶者居住権の存続年数のうちに占める割合（当該割合が一を超える場合には、一とす

る。）を乗じて計算した金額とする。 

３ 法第 60 条第 3 項第 2 号に規定するその時における配偶者居住権の目的となつている建

物の敷地の用に供される土地（土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。）

を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額に相当する金額に対応する部分の金額と

して政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する配偶者居住権の目的とな

つている建物の敷地の用に供される土地の取得費の額として計算される金額に、第 1 号に

掲げる価額が次に掲げる価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

一その相続開始の時において当該権利につき相続税法第 23 条の 2 第 3 項の規定を適用し

たならば同項の規定により計算される当該権利の価額 

二その相続開始の時において当該土地につき相続税法第 23 条の 2 第 4 項の規定を適用し

たならば同項の規定により計算される当該土地の価額 

４ 法第 60 条第 3 項第 2 号に規定する配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定

めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住権の目

的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利

を取得した時から当該権利が消滅した時までの期間の年数（六月以上の端数は一年とし、

六月に満たない端数は切り捨てる。）が相続税法第 23条の 2第 1項第 2 号イに規定する配

偶者居住権の存続年数のうちに占める割合（当該割合が一を超える場合には、一とする。）

を乗じて計算した金額とする。 

【参考】居住用建物等所有者の取得費（消滅対価の支払いがない場合）（所法 60②） 

居住建物等の取得費（①）から配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費（②）を控

除した金額 
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※減価の額及び減価償却費の額の合計額 

    ・・・配偶者居住権等から控除する減価の額（定額減価の額）＝ 

 

設定日から消滅時までの期間（年数） 

配偶者居住権等 ×     

設定日における配偶者の余命年数による存続期間（年数） 

 

【参考】居住用建物等所有者の取得費（消滅対価の支払いがある場合）（所令 169の 2⑤⑥） 

【参考】所得税施行令 

第 169条の 2 

５ 法第 60 条第 1 項第 1 号に掲げる相続又は遺贈により配偶者居住権の目的となつている

建物を取得した居住者が、当該配偶者居住権が消滅した後に当該建物を譲渡した場合にお

ける当該建物の取得費については、次に定めるところによる。 

一当該配偶者居住権の消滅につき法第 60 条第 3 項の規定によりその取得費とされた金額

がある場合には、当該取得費とされた金額を法第 38条第 1項（譲渡所得の金額の計算上控

除する取得費）に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額

から控除するものとする。 

二当該居住者が当該配偶者居住権の消滅につき対価を支払つた場合における当該対価の額

は、法第 38 条第 1 項に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の

合計額に含まれるものとする。 

 

６ 法第 60 条第 1 項第 1 号に掲げる相続又は遺贈により配偶者居住権の目的となつている

建物の敷地の用に供される土地を取得した居住者が、当該土地を当該配偶者居住権に基づ

き使用する権利が消滅した後に当該土地を譲渡した場合における当該土地の取得費につい

ては、次に定めるところによる。 

一当該権利の消滅につき法第 60 条第 3 項の規定によりその取得費とされた金額がある場

合には、当該取得費とされた金額を法第 38 条第 1 項に規定する資産の取得に要した金額

並びに設備費及び改良費の額の合計額から控除するものとする。 

二当該居住者が当該権利の消滅につき対価を支払つた場合における当該対価の額は、法第

38条第 1項に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額に含

まれるものとする。 

 

７ 法第 60 条第 1 項第 1 号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する居

住者が、その後において次の各号に掲げる資産を取得し、当該資産を譲渡した場合には、

その者が当該資産を当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて取

得したものとして、譲渡所得の金額を計算する。 
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一当該配偶者居住権の目的となつている建物当該建物の取得費に、当該建物の取得の時に

当該配偶者居住権が消滅したものとして法第 60 条第 3 項の規定を適用したならば当該配

偶者居住権の取得費とされる金額を加算した金額 

二当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地当該土地の取得費

に、当該土地の取得の時に当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅した

ものとして法第 60 条第 3 項の規定を適用したならば当該権利の取得費とされる金額を加

算した金額 

 

４. 被相続人所有の敷地に被相続人及び配偶者同居の建物と子ども家族の建物

がある場合（評価単位） 

図解① 

30m 
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A 宅地（A建物敷地） 

B 宅地（B建物敷地） 
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 配偶者居住権及び配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利 

 

評価の原則では、「宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利(原則として

使用貸借による使用借権を除く)の存在の有無により区分し、 他者の権利が存在する場合

には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分にする」こととなっている。 

 

５.設定の有無による税額への影響 

1.概要 

● 1次相続 配偶者全部取得の場合 

 

配偶者税額軽減分除く場合は 50,000 

 

● 1次相続 配偶者法定相続分取得の場合 

【1次相続】 

配偶者 50,000千円×1/2×20％＝5,000千円 

子   50,000千円×1/2＝25,000千円 

【2次相続】 

子   50,000千円×1/2＝25,000千円 

 

1 次 2次合計課税対象 55,000千円 

別居親族（持家あり）の場合

■通常の場合

余命年数 15 年 配偶者相続時

相続時 相続から 5 年後 相続から 15 年後

0% 0% 0%

土地の自用地評価額 土地の自用地評価額

課税対象 自用地評価×20％ 課税対象 自用地評価×100％

1次2次合計課税対象

60,000

50,000

50,000

100%

50,000

0

100% 100%

10,000

50,000

0

50,000

0

50,000
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配偶者税額軽減分除く場合は 50,000千円 

 

● 配偶者居住権を設定する場合 

 

配偶者税額軽減分除く場合は 32,500千円 

 

2.事例（改訂 弁護士の業務に役立つ相続税（三協法規出版）遠藤常二郎、大畑智宏共著よ

り一部加工） 

 

◆ケース 配偶者居住権の設定した場合の相続税額（別居親族、持家ありの場合） 

 

被相続人甲の相続人は、配偶者乙及び長男丙（甲とは別居で自身の持家に居住）の２人

である。甲は居住用不動産、現金預金を有している。下記のＡ案、Ｂ案のいずれかで分割

協議書を作成する場合、乙及び丙の相続税額は、１次及び 2次相続でどのように変わるか？  

【親族図表】 

被相続人甲    配偶者乙 

 

長男丙       

（甲及び乙と別居、持家あり）  

【財産目録】 

                            （単位：万円） 

■配偶者居住権を設定した場合

余命年数 15 年 配偶者相続時

相続時 相続から 5 年後 相続から 15 年後

35% 26%

65% 74%

土地の自用地評価額 【参考】合意解除の場合の贈与税 土地の自用地評価額

課税対象 自用地評価×20％ 子の課税対象 （消滅課税なし）

子の課税対象 自用地評価×100％ 1次2次合計課税対象

3,500 0

32,500 36,000

3,300 50,000

32,500 37,000

50,000

17,500 13,000
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種類 相続税評価額 備考 

居住用宅地 6,000 左記のうち配偶者居住権に基づく居住

建物の敷地の利用に関する権利の価額

2,500万円 

宅地の地積は 330㎡ 

居住用建物 2,000 左記のうち配偶者居住権の価額 500 万

円 

現金預金 10,000  

合計 18,000  

 

【遺産分割協議案】 

Ａ案（配偶者居住権設定なし） 

居住用不動産、現金預金を乙と丙で 1/2ずつ相続する。 

Ｂ案（配偶者居住権設定あり） 

乙及び丙は居住用不動産について、配偶者居住権の設定を行い、配偶者居住権及び配偶者

居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利を乙が取得し、配偶者居住権が設定さ

れた建物及び居住建物の敷地の所有権等を丙が取得した。なお、現金預金は乙と丙で 1/2ず

つ相続する。 

 

【Ａ案とＢ案との比較】 

Ａ案の場合、1次相続税額は 1,165万円、2次相続税額は 680万円となり、合計で 1,845

万円となる。Ｂ案の場合は、1次相続税額は 1,337万円となるが、2次相続税額は 40万円

となり、合計で 1,377 万円となる。よって、配偶者居住権を設定するＢ案の方がトータル

の税額は 468万円低くなる。 

 

【Ａ案とＢ案との税額比較表（1次相続）】 

 

Ａ案 

（単位：万円） 

項目 合計額 乙 丙 

居住用宅地 6,000 3,000 3,000 

居住用建物 2,000 1,000 1,000 

小規模宅地減額※1 ▲2,400 ▲2,400  

現金預金 10,000 5,000 5,000 

課税価格 15,600 6,600 9,000 



税経新人会 「配偶者居住権」の基礎と応用 

55 

 

基礎控除額※2 ▲4,200   

算出相続税額 2,020 855 1,165 

配偶者の税額軽減額 ▲855 ▲855  

相続税額 1,165 0 1,165 

※1  6,000×(330㎡×1/2)／330㎡×80%=2,400 

※2 3,000+600×2人（法定相続人の数）=4,200 

Ｂ案 

（単位：万円） 

項目 合計額 乙 丙 

居住用宅地 3,500  3,500 

配偶者居住権に基づく

居住建物の敷地の利用

に関する権利 

2,500 2,500  

居住用建物 1,500  1,500 

配偶者居住権 500 500  

小規模宅地減額※1 ▲2,000 ▲2,000  

現金預金 10,000 5,000 5,000 

課税価格 16,000 6,000 10,000 

基礎控除額※2 ▲4,200   

算出相続税額 2,140 803 1,337 

配偶者の税額軽減額 ▲803 ▲803  

相続税額 1,337 0 1,337 

※1  2,500×330㎡／330㎡×80%=2,000 

※2 3,000+600×2人（法定相続人の数）=4,200 

 

【Ａ案とＢ案との税額比較表（2次相続）】 

 不動産評価は 1次相続と同様とし、 2次相続の配偶者の相続時の預金残高を 4,000万円と

する。 

 

Ａ案 

（単位：万円） 

項目 合計額 

居住用宅地 3,000 

居住用建物 1,000 

小規模宅地減額  
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現金預金 4,000 

課税価格 8,000 

基礎控除額※ ▲3,600 

相続税額 680 

※ 3,000+600×1人（法定相続人の数）=3,600 

 

Ｂ案 

（単位：万円） 

項目 合計額 

居住用宅地 0 

配偶者居住権に基づく

居住建物の敷地の利用

に関する権利※1 

0 

居住用建物 0 

配偶者居住権※1 0 

小規模宅地減額  

現金預金 4,000 

課税価格 4,000 

基礎控除額※2 ▲3,600 

相続税額 40 

※1 配偶者の死亡により消滅 

※2 3,000+600×1人（法定相続人の数）=3,600 

 

◆ケース 2 配偶者居住権の設定した場合の相続税額（同居の場合） 

 

被相続人甲の相続人は、配偶者乙及び長男丙（甲及び乙と同居）の２人である。甲は居

住用不動産、現金預金を有している。下記のＡ案、Ｂ案のいずれかで分割協議書を作成す

る場合、乙及び丙の相続税額は、１次及び 2次相続でどのように変わるか？ 

 

【親族図表】 

被相続人甲    配偶者乙 

 

長男丙       

（甲及び乙と同居）  
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【財産目録】 

                            （単位：万円） 

種類 相続税評価額 備考 

居住用宅地 6,000 左記のうち配偶者居住権に基づく居住

建物の敷地の利用に関する権利の価額

2,500万円 

宅地の地積は 330㎡ 

居住用建物 2,000 左記のうち配偶者居住権の価額 500 万

円 

現金預金 10,000  

合計 18,000  

 

【遺産分割協議案】 

Ａ案（配偶者居住権設定なし） 

居住用不動産、現金預金を乙と丙で 1/2ずつ相続する。 

Ｂ案（配偶者居住権設定あり） 

乙及び丙は居住用不動産について、配偶者居住権の設定を行い、配偶者居住権及び配偶者

居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利を乙が取得し、配偶者居住権が設定さ

れた建物及び居住建物の敷地の所有権等を丙が取得した。なお、現金預金は乙と丙で 1/2ず

つ相続する。 

 

【Ａ案とＢ案との比較】 

Ａ案の場合、1次相続税額は 700万円、2次相続税額は 250万円となり、合計で 950万円

となる。Ｂ案の場合は、1次相続税額は 763万円となるが、2次相続税額は 40万円となり、

合計で 803万円となる。配偶者居住権を設定するＢ案の方がトータルの税額は 147 万円低

くなる。 

 

【Ａ案とＢ案との税額比較表（1次相続）】 

 

Ａ案 

（単位：万円） 

項目 合計額 乙 丙 

居住用宅地 6,000 3,000 3,000 

居住用建物 2,000 1,000 1,000 

小規模宅地減額※1 ▲4,800 ▲2,400※ ▲2,400※ 

現金預金 10,000 5,000 5,000 
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課税価格 13,200 6,600 6,600 

基礎控除額※2 ▲4,200   

算出相続税額 1,400 700 700 

配偶者の税額軽減額 ▲700 ▲700  

相続税額 700 0 700 

※1  6,000×(330㎡×1/2)／330㎡×80%=2,400 

※2 3,000+600×2人（法定相続人の数）=4,200 

 

Ｂ案 

（単位：万円） 

項目 合計額 乙 丙 

居住用宅地 3,500  3,500 

配偶者居住権に基づく

居住建物の敷地の利用

に関する権利 

2,500 2,500  

居住用建物 1,500  1,500 

配偶者居住権 500 500  

小規模宅地減額※1 ▲4,800 ▲2,000 ▲2,800 

現金預金 10,000 5,000 5,000 

課税価格 13,200 6,000 7,200 

基礎控除額※3 ▲4,200   

算出相続税額 1,400 637 763 

配偶者の税額軽減額 ▲637 ▲637  

相続税額 763 0 763 

※1 2,500×192.5㎡／192.5㎡（※2）×80%=2,000 

3,500×137.5㎡／137.5㎡（※2）×80%=2,800 

 

※2 建物の敷地の用に供される宅地等又は配偶者居住権に基づく敷地利用権の全部又は

一部である場合には、その宅地等の面積は、その面積に、それぞれその敷地の用に供され

る宅地等の価額又はその敷地利用権の価額がこれらの価額の合計額のうちに 占める割合

を乗じて得た面積であるものとみなして計算をし、限度面積要件を判定する（措令 40の 2

⑥）。 

居住用宅地の面積  

330㎡×3,500万円/（3,500万円+2,500万円）＝192.5㎡ 

敷地の利用に関する権利の面積 
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330㎡×2,500万円/（3,500万円+2,500万円）＝137.5㎡ 

 

※3 3,000+600×2人（法定相続人の数）=4,200 

 

【Ａ案とＢ案との税額比較表（2次相続）】 

不動産評価は 1次相続と同様とし、 2次相続の配偶者の相続時の預金残高を 4,000万円と

する。 

Ａ案 

（単位：万円） 

項目 丙 

居住用宅地 3,000 

居住用建物 1,000 

小規模宅地減額※1 ▲2,400 

現金預金 4,000 

課税価格 5,600 

基礎控除額※2 ▲3,600 

相続税額 250 

※1  6,000×(330㎡×1/2)／330㎡×80%=2,400 

※2 3,000+600×1人（法定相続人の数）=3,600 

 

Ｂ案 

（単位：万円） 

項目 丙 

居住用宅地 0 

配偶者居住権に基づく

居住建物の敷地の利用

に関する権利※1 

0 

居住用建物 0 

配偶者居住権※1 0 

小規模宅地減額  

現金預金 4,000 

課税価格 4,000 

基礎控除額※2 ▲3,600 

相続税額 40 

※1 配偶者の死亡により消滅 
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※2 3,000+600×1人（法定相続人の数）=3,600 

 

付録「ケース別 土地評価 減価要因の着眼点～形状及び権利関係等」（大畑智

宏 編著者代表、新日本法規、令和 3年）より一部改訂 

 

○配偶者居住権の設定された土地（建物の一部が賃貸の用に

供されている場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 
 被相続人は、本人とその配偶者及び長男が居住してい

た被相続人所有の建物について、配偶者（女性）が終身に

わたり居住できるよう配偶者居住権を配偶者に遺贈する

旨の遺言を作成していました（相続時の配偶者の年齢は

70 歳）。なお、当該建物は賃貸併用住宅となっており、1

階が第三者に賃貸（申告期限まで引き続き貸付事業の用

に供している）、2 階から 4 階が被相続人等の居住部分と

なっていました。各階の床面積は同一（50 ㎡）であり、

区分所有登記はされておりません。この場合に、配偶者居

住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利の評

価、居住建物の敷地の所有権の評価及び小規模宅地等の

課税価格の減額の特例の適用はどのようになるか検討し

ます。 

・建物の固定資産税評価額 10,000,000円  

・配偶者居住権が設定されていないものとした場合の土

地（敷地）の時価（相続税評価額）50,000,000円 

・建物の床面積 200㎡ 

・土地の地積 300㎡ 

・建物の構造及び耐用年数 木造 22年 

・築年数 10年 3ヶ月 

・借地権割合 60％ 
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１ 配偶者居住権の設定が行われているかどうか 

２ 賃貸借契約の状況はどのようになっており、相続後誰が賃料の受取り者となるの

か 

 

３ 配偶者居住権及び配偶者居住権が設定された建物（以下「居住建物」という。）の

所有権の評価はどのようになるか 

４ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利及び居住建物の敷地の

所有権等の評価はどのようになるか 

５ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用はどのようになる

か 

 

 

 チェック項目 確 認 方 法 

１ 

配偶者居住権の設定が行われてい

るかどうか 

遺産分割協議書又は遺言書を確認 

登記が完了している場合には、配偶

者居住権の設定されている建物の登

記簿謄本を確認 

２ 

賃貸借契約の状況はどのようにな

っており、相続後誰が賃料の受取

り者となるのか 

賃貸契約書を確認 

遺産分割協議書又は遺言書を確認 

チェック事項 

 

2-4階 

居住用 

居住建物の敷地の 

利用に関する権利 

1階 賃貸 

居住建物の敷地の 

所有権 
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３ 

配偶者居住権及び配偶者居住権が

設定された建物の所有権の評価は

どのようになるか 

配偶者居住権の設定時の配偶者の年

齢等を確認 

 

４ 

配偶者居住権に基づく居住建物の

敷地の利用に関する権利及び居住

建物の敷地の所有権等の評価はど

のようになるか 

配偶者居住権の設定時の配偶者の年

齢等を確認 

 

５ 

小規模宅地等についての相続税の

課税価格の計算の特例の適用はど

のようになるか 

所有権等取得者について、特例の要

件を確認 

 

 

 

１ 配偶者居住権の設定が行われているかどうか 

配偶者居住権は、遺産分割又は遺贈により設定されます（民 1028）。よって、遺

産分割協議書又は遺言書を確認することで、配偶者居住権の設定された建物を特定

することが出来ます（第 2 章 Q16 参照）。そもそも居住建物が賃貸併用住宅であっ

た場合にも配偶者居住権を設定することができるのかどうか問題となります。民法

第 1028 条第 1 項では、配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住

していた場合、配偶者居住権が遺贈の目的等とされたときは、その居住していた建物の全部

について無償で使用及び収益をする権利を取得するとされています。よって、建物のうち一

部でも居住の用に供していたのであれば、その他の部分が賃貸や店舗として利用されてい

る場合においても、配偶者居住権の設定は可能と考えられます。 

【結 果】 

以下の事項が確認できたため、評価対象地は配偶者居住権の設定が行われている

土地であることが確認できた。 

・建物の一部が被相続人及び配偶者の居住用として使用されていた 

・配偶者居住権が遺贈の目的とされている 

２ 賃貸借契約の状況はどのようになっており、相続後に誰が賃料の受取り者となる

のか 

本ケースでは、被相続人が生前中に賃借人との間で建物賃貸借契約を締結してい

ます。この場合に誰が賃料の受取り者となるかが問題となります。堂薗幹一郎『一

問一答 新しい相続法』16頁（商事法務、2019）では、「配偶者居住権を取得した配偶者は、

居住建物の所有者との関係では、第三者に賃貸されている部分も含め、居住建物の全部につ

ポ イ ン ト 
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いて使用及び収益をすることができる権利を取得する。」とした上で、「建物賃貸借において

は、建物の引渡しが対抗要件となるところ、このような本ケースでは、通常、賃借人が先に

引渡しを受けているものと考えられることから、配偶者は、その賃借人に対しては、配偶者

居住権による使用収益権限を対抗することができないことになるものと考えられる。この

ような場合には、一般的には、賃借人は賃貸人たる地位を承継した居住建物の所有者に対し

て賃料を支払うこととなる。」とされています。よって、相続前に被相続人が建物を賃貸し

ていた場合には、賃貸人たる地位を承継した建物所有者が賃料を受取ることとなります。し

かし、相続後新たに建物を第三者に賃貸するときは、建物所有権者の承諾が必要ですが（民

1032③）、遺産分割協議書等にあらかじめ包括的な承諾が行われたときには、配偶者が相続

後の契約に係る賃料を受け取ることも可能と考えられます。 

【結 果】 

以下の事項が確認できたため、相続開始前からの従前の入居者の賃料は建物所有

者が受け取ることとなる。 

・建物については、生前中に賃貸人である被相続人と賃借人との間で建物賃貸借

契約の締結がされている 

 

３ 配偶者居住権及び配偶者居住権が設定された建物の所有権の評価はどのようにな

るか 

本ケースのように居住建物の一部が賃貸に供されていた場合、当該建物のうち

賃貸部分について、貸家の評価を行うこととなります。この場合、配偶者居住権

及び居住建物の所有権等のうち、どの部分が貸家評価の対象となるのかが問題と

なります。相続税法では、居住建物の所有権等の取得者が、貸家建付地の評価減

の適用対象者となる旨を規定しています（相法 23 の 2②）。この評価の背景とし

ては、２の解説の通り、相続後に建物所有者が賃料を取得することになることが

評価根拠となっていると考えられます。 

 

（１）配偶者居住権 

居住建物の一部が貸し付けられている場合には、「配偶者は相続開始前からその居住建物

を賃借している賃借人に権利を主張することができない（対抗できない）ため、実質的に配

偶者居住権に基づく使用・収益をすることができない部分を除外して評価する必要がある

（財務省「令和元年度税制改正の解説（相続税法の改正）」）」とされています。よって、Q2-

16２（１）の算式の 建物の時価 は賃貸用部分を除外すべく、次の算式で計算した金額とな

ります（相令５の８➀一）。 

 

                賃貸用部分以外の部分の床面積  

家屋の固定資産税評価額×1.0× 
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                    建物の床面積 

 

（２）建物所有権の価額 

居住建物の一部が貸し付けられている場合の建物所有権の価額は次の算式で計算した金

額となります。 

 

家屋の相続税評価額（注）－配偶者居住権の価額 

 

（注）家屋の相続税評価額 

家屋の固定資産税評価額×（１-0.3（借家権割合）×賃貸割合） 

 

【結 果】 

 以下の事項が確認できたため、配偶者居住権及び配偶者居住権が設定された建物

の所有権について、３の算式により評価を行う。 

・建物については、生前中に賃貸人である被相続人と賃借人との間で建物賃貸借

契約の締結がされている 

・配偶者居住権の設定がされた建物の所有権は長男が取得した 

 

４ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利及び居住建物の

敷地の所有権等の評価はどのようになるか 

本ケースのように居住建物の一部が賃貸に供されていた場合、当該建物のうち

賃貸部分の敷地について、貸家建付地の評価を行うこととなります。この場合、

配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利及び居住建物の敷地

の所有権等のうち、どの部分が貸家建付地評価の対象となるのかが問題となりま

す。相続税法では、居住建物の敷地の所有権等の取得者が、貸家建付地の評価減

の適用対象者となる旨を規定しています（相法 23 の 2④）。この評価の背景とし

ては、２の解説の通り、相続後に建物所有者が賃料を取得することになることが

評価根拠となっていると考えられます。 

 

（１）配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利 

居住建物の一部が貸し付けられている場合には、Q2-16３（１）の算式の 土地の時価 は

次の算式で計算した金額となります（相令５の８④）。 

 

 賃貸用部分以外の部分の床面積  

自用地としての相続税評価額× 

                    建物の床面積 
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（２）居住建物の敷地の所有権等 

居住建物の一部が貸し付けられている場合の敷地の所有権等の価額は次の算式で計算し

た金額となる。 

 

土地等の相続税評価額（注）－敷地の利用に関する権利の価額 

（注）土地等の相続税評価額 

自用地評価額×（１－借地権割合×0.3（借家権割合）×賃貸割合） 

 

【結 果】 

 以下の事項が確認できたため、配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関

する権利及び居住建物の敷地の所有権等について、４の算式により評価を行う。 

・建物については、生前中に賃貸人である被相続人と賃借人との間で建物賃貸借

契約の締結がされている 

・居住建物の敷地の所有権等は長男が取得した 

 

５ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用はどのよう

になるか 

 

配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利及び居住建物の敷地の所有権

等については、Q2-16 で確認した通り、配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関す

る権利については、特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の

計算の特例の適用となります（措法 69の 4③二）。また、居住建物の敷地の所有権等につい

ては、敷地の所有権等の取得者が同居親族等である場合等の一定の要件を満たす場合には、

特定居住用宅地等として同特例の対象となります（措法 69の 4③二イ）。また、本ケースで

は居住用建物のうち一部に賃貸部分があるため、賃貸部分に対応する貸家建付地について

も、貸付事業用宅地等として一定の要件を満たす場合には同特例の対象となります（措法 69

の 4③四）。 

また、敷地利用権及び敷地所有権に対する同特例の限度面積の計算については Q2-16 で

確認した通り、その宅地等の全体面積に、敷地利用権の価額又は敷地所有権の価額がこれら

の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして計算をし、限

度面積要件を判定します（措令 40の 2⑥）。なお、建物のうち貸付事業の用に供されている

部分については、配偶者居住権者は当該相続の開始前から当該部分を賃借している賃借人

に権利を主張することができないため（対抗できないため）、当該配偶者居住権に基づく敷

地利用権は、当該貸付事業の用に供されていないと考えられることから、当該敷地利用権の

うち「１Ｆ部分（貸付部分）」に相当する部分はないものと考えられます（相続税及び贈与
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税等に関する質疑応答事例（民法（相続法）改正関係）について（情報））(措通 69 の４－

24 の２)。配偶者居住権の設定がある場合、同特例の特例対象宅地等の区分等（措法 69の 4

①③）は、次の図解の４つに区分し、それぞれの区分等における土地の評価額及び面積を順

次求める方法で確定をします。 

 

              居住用部分の土地面積①  貸付用部分の土地面積② 

 

 

敷地利用権の評価額③ 

 

 

 

 

敷地所有権の評価額④ 

 

 

居住用部分の土地面積①＝全体土地面積×居住用部分の床面積／建物の総床面積 

貸付用部分の土地面積②＝全体土地面積×貸付用部分の床面積／建物の総床面積 

敷地利用権の居住用部分の評価額（A）＝敷地利用権の評価額③ 

敷地所有権の居住用部分の評価額（A´）＝土地の居住用部分の評価額－敷地利用権の居住

用部分の評価額（A） 

敷地利用権の居住用部分の面積（B）＝①×③／土地の居住用部分の評価額 

敷地所有権の居住用部分の面積（B´）＝①×④／土地の居住用部分の評価額 

敷地所有権の貸付用部分の評価額（C）＝④－敷地所有権の居住用部分の評価額（A´） 

敷地所有権の貸付用部分の面積（D）＝② 

 

なお、限度面積要件の判定等（措法 69 の 4①②）は、次の算式で検証を行います。 

特定居住用宅地等の面積×200/300+貸付事業用宅地等の面積≦200 ㎡ 

 

【結 果】 

 以下の事項が確認できたため、配偶者が取得する配偶者居住権に基づく居住建物

の敷地の利用に関する権利については、特定居住用宅地等として小規模宅地等につ

いての相続税の課税価格の計算の特例の対象となる（措法 69 の 4③二）。また、同

居していた長男が取得する敷地の所有権等も特定居住用宅地等（措法 69 の 4③二

イ）として同特例の対象となる。 

 また、居住用建物のうち一部賃貸部分について、長男が相続開始時から申告期限

・敷地利用権の居住用部分

の評価額（A） 

・敷地利用権の居住用部分

の面積（B） 

なし 

・敷地所有権の居住用部分

の評価額（A´） 

・敷地所有権の居住用部分

の面積（B´） 

・敷地所有権の貸付用

部分の評価額（C） 

・敷地所有権の貸付用

部分の面積（D） 
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までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続

き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供している場合等の一定の要件を

満たす場合には、貸付事業用宅地等として、同特例の適用の対象となる。 

なお、これら特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等については、５の算式によ

り計算した面積が限度となる。 

・配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利は、配偶者が取得する 

・敷地の所有権等の取得者である長男が同居親族に該当する 

・敷地の所有権等の取得者である長男は、1 階部分の建物を申告期限まで引き続き

貸付事業の用に供している 

 

 

 

租税特別措置法第 69 条の 4（小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の

特例）に定められた減価要因があると認められるため、約 47％（調整例①）又は約

48％（調整例②）の減額調整を行うことができた。 

 

【計算例】 

（１） 配偶者居住権 

                      （注 3）     （注 4） 

（注 1）  (注 2)              23年（残存）－  20 年（存続） （注 5） 

10,000,000円×0.75－10,000,000円×0.75×                 × 0.554  
                           23年（残存） 
 
＝ 6,958,043円 
 

 

(注 1)10,000,000円（家屋の固定資産税評価額）×1.0  

(注 2) （200㎡-50㎡）/200㎡＝0.75 

(注 3) 22年×1.5 － 10年（６月未満切捨）＝23年  

※ 法定耐用年数（住宅用）  

・木造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２年  

(注 4) 「完全生命表※」に掲げる平均余命  

70 歳女性 19.85年→20年（６月以上切上，６月未満切捨） 

(注 5) 20年→0.554 

 

（２）配偶者居住権が設定された建物の価額 

10,000,000 円×（1-0.3×0.25（賃貸割合））－6,958,043 円（配偶者居住権の価額）＝

減 額 調 整 
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2,291,957円 

 

（３）配偶者居住権に基づく敷地の利用に関する権利 

     （注） 

50,000,000円×0.75－50,000,000円×0.75×0.554＝16,725,000円 

（注） （200㎡-50 ㎡）/200㎡＝0.75 

 

（４）敷地の所有権 

50,000,000円×（1-0.6×0.3×0.25（賃貸割合））－16,725,000円（敷地の利用に関する権

利の価額）＝31,025,000円 

 

 

（５）小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 

記号（A）、（B）、（A´）、（B´）、（C）、（D）及び①～④については、５の表を参照して

下さい。 

 

①居住の用に供していた部分（建物 200㎡ 居住部分 2-4階 150㎡）  

【評価額】 

50,000,000円×150㎡/200㎡＝37,500,000円（土地の居住用部分の評価額） 

 

≪権利ごとの評価額≫ 

・敷地利用権の居住用部分の評価額（A） 

37,500,000円－37,500,000 円×0.554＝16,725,000 円 

・敷地所有権の居住用部分の評価額（A´） 

37,500,000円（土地の居住用部分の評価額）－16,725,000円（敷地利用権の居住用部分の

評価額）（A）＝20,775,000 円 

 

【面積】 

・300 ㎡（土地の面積）×150 ㎡（居住用部分の床面積）/200 ㎡（建物の総床面積）＝225

㎡（土地の居住用部分の面積）① 

 

≪権利ごとの面積≫ 

・敷地利用権の居住用部分の面積（B） 

225㎡（土地の居住用部分の面積）①×16,725,000円（敷地利用権の居住用部分の評価額）

③/37,500,000円（土地の居住用部分の評価額）＝100.35㎡ 

 



税経新人会 「配偶者居住権」の基礎と応用 

69 

 

・敷地所有権の居住用部分の面積（B´） 

225 ㎡（土地の居住用部分の面積）×20,775,000 円（敷地利用権の居住用部分の評価額）

/37,500,000円（土地の居住用部分の評価額）＝124.65㎡ 

 

②貸付事業の用に供していた部分 

【評価額】 

・50,000,000円×（1-0.6×0.3×0.25（賃貸割合））－37,500,000円（土地の居住用部分の

評価額）＝10,250,000円（土地の貸付用部分の評価額） 

 

≪権利ごとの評価額≫（★上図 4区分表を参照） 

・敷地利用権の貸付用部分の評価額 なし 

・敷地所有権の貸付用部分の評価額 10,250,000円（C） 

 

【面積】 

・300㎡（土地の面積）×50㎡（貸付用部分の床面積）/200㎡（建物の総床面積）＝75㎡

（土地の貸付用部分の面積） 

≪権利ごとの面積≫ 

・敷地利用権の貸付用部分の面積 なし 

・敷地所有権の貸付用部分の面積 75㎡（D） 

 

③取得者ごとの特例対象宅地等の区分等（措法 69の 4①③） 

（ア）配偶者が取得した敷地利用権 

特定居住用宅地等に該当する部分・・・16,725,000 円（100.35㎡）（A）（B） 

 

（イ）長男が取得した敷地所有権 

特定居住用宅地等に該当する部分・・・20,775,000 円（124.65㎡）（A´）（B´） 

貸付事業用宅地等に該当する部分・・・10,250,000 円（75㎡）（C）（D） 

 

調整例    

①敷地利用権利（特定居住用宅地等）、敷地所有権（特定居住用宅地等）、敷地所有権（貸付

事業用宅地等）の順で適用した場合 

 

100.35㎡/330㎡≒30.409％∴100.35㎡適用 

330㎡×（100％-30.409％）≒229.6503㎡＞124.65 ㎡∴124.65㎡適用 

200㎡×（１-（100.35㎡+124.65㎡）/330㎡）≒63.6363636㎡∴63.6363636 ㎡適用 
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②敷地所有権（特定居住用宅地等）、敷地所有権（貸付事業用宅地等）、敷地利用権利（特定

居住用宅地等）の順で適用した場合（配偶者については、配偶者の税額軽減を適用するため、

小規模宅地等の特例を適用させない場合） 

 

124.65㎡/330㎡≒37.772％∴124.65㎡適用 

200㎡×（100％-37.772％）≒192.44㎡＞75 ㎡∴75㎡適用 

330㎡×（１-（（124.65㎡）/330㎡））－（（75㎡/200㎡））≒81.6㎡∴81.6㎡適用 

 

＜調整例①の場合＞ 

（６）課税価格から減額される金額 

①配偶者が取得した敷地利用権（A）（B） 

特定居住用宅地等に該当する部分 

16,725,000円×100.35㎡/100.35㎡×80％＝13,380,000円 

 

②長男が取得した敷地所有権 

特定居住用宅地等に該当する部分（A´）（B´） 

 

20,775,000 ×（124.65㎡/124.65㎡）×80％＝16,620,000円（ア） 

貸付事業用宅地等に該当する部分（C）（D） 

    

10,250,000 円×63.6363636㎡/75㎡×50％＝4,348,484円（イ） 

 （ア）＋（イ）＝20,968,484円 

 

 

（７）課税価格に算入される土地等の価額 

①配偶者が取得した敷地利用権 

16,725,000円－13,380,000 円＝3,345,000円 

 

②長男が取得した敷地所有権 

31,025,000円－20,968,484 円＝10,056,516円 

③ ①+②＝13,401,516円 

 

＜調整例②の場合＞ 

①配偶者が取得した敷地利用権（A）（B） 

特定居住用宅地等に該当する部分 

16,725,000円×81.6 ㎡/100.35㎡×80％＝10,880,000 円 
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②長男が取得した敷地所有権 

特定居住用宅地等に該当する部分（A´）（B´） 

20,775,000 ×（124.65㎡/124.65㎡）×80％＝16,620,000円（ア） 

 

貸付事業用宅地等に該当する部分（C）（D） 

10,250,000円×75㎡/75㎡×50％＝5,125,000 円（イ） 

 （ア）＋（イ）＝21,745,000円 

 

 

（７）課税価格に算入される土地等の価額 

①配偶者が取得した敷地利用権 

16,725,000円－10,880,000 円＝5,845,000円 

 

②長男が取得した敷地所有権 

31,025,000円－21,745,000 円＝9,280,000円 

③ ①+②＝15,125,000円 
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