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相続税

ジョイント･テナンシーの形態で所有する不動産の相続における課税関係
父と母は、ジョイント・テナンシーの形態で米国のハワイ州に所在するコンドミ
ニアム（土地および建物）を有していました。父の死亡に伴い、父が有していたジ
ョイント・テナンシーの持分は、他の相続財産とともに母が取得することになりま
したが、日本における父の相続税の申告上、この持分を相続税の課税価格に算入すべきで
しょうか。なお、母は相続税法第１条の３第１項第１号及び第１条の４第１項第１号に規
定する「無制限納税義務者」に該当します。

ジョイント・テナンシーの合有
者（ジョイント・テナンツ）の死
亡に伴い、生存している他のジョ
イント・テナンツが取得した持分は、相
続税法第９条に規定するみなし贈与財産
に該当しますので、お父様がジョイン
ト・テナンシーの形態で所有していたコ
ンドミニアムの持分については、お母様
がお父様から贈与により取得したものと
みなして、コンドミニアムの価額の２分
の１に相当する部分の金額を相続税の課
税価格に算入すべきものと

【解

えられます。

１

説】
相続税法第９条に規定するみなし取得財

産

って実質的にこれらと同様の経済的効果が
生ずる場合には、その取得した財産を相続、
遺贈または贈与により取得したものとみな
して、相続税または贈与税の課税財産とす
る旨規定しています。
この取得したものとみなされる財産につ
いては、相続税法において個別に規定され
ていますが、相続税法第９条

贈与又は遺

贈により取得したものとみなす場合―その
他の利益の享受

は、これらの個別に規定

する場合を除くほか、対価を支払わないで
利益を受けた場合においても、当該利益を
受けた時において、当該利益を受けた者が、
当該利益を受けた時における当該利益の価
額に相当する金額を当該利益を受けさせた
者から贈与により取得したものとみなす旨

相続税法上、相続税および贈与税の課税

規定しています。

財産は、相続、遺贈または贈与により取得
した財産とされていますが、相続税法は、
このほかに、法律的には相続、遺贈または
贈与による取得でなくても、その取得によ

２
⑴

ジョイント・テナンシーの意義等
意義
ジョイント・テナンシーとは、二人以
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上の者が同一の譲受けまたは譲与により、

ムについては、ジョイント・テナンツの一

同一の不動産につき取得する財産権をい

人であるお父様が死亡したことにより、相

い、この所有形態による不動産合有者

続されることなく、サバイバーシップの原

（以下「ジョイント・テナンツ」
）は、目

則に基づいて、残りのジョイント・テナン

的の不動産について、一定の期間、同一

ツであるお母様が取得したことになります。

内容の利益と占有権を有することになり

そして、サバイバーシップの原則による

ます。
⑵ 創設の要件

権利の増加であるコンドミニアムの取得に
ついて、お母様が取得した時に対価の授受

ジョイント・テナンシーが成立するた

はありません（そもそも制度的に対価の授

めには、その創設の際に、次の４つの条

受はない）ので、お母様へのサバイバーシ

件が充足されていなければならないとさ

ップの原則による権利の増加は、「対価を

れ、書面でその旨を定めることが必要で

支払わないで利益を受けた場合」に該当す

あるとされています。

ることになります。そして、相続税法第９

①

条は、「対価を支払わないで利益を受けた

すべてのジョイント・テナンツが同

時に所有権を取得すること
②

場合」には、当該利益を受けた者が当該利

すべてのジョイント・テナンツが同

益を受けさせた者から贈与により取得した

一の証書によって所有権を取得するこ

ものとみなす旨規定していますので、サバ

と

イバーシップの原則によるお母様の権利の

③

各自の持分内容が均等であること

増加は、お母様がお父様から贈与により取

④

各自が財産権全体を占有しているこ

得したものとみなされることになります。

と
⑶ 効果

また、相続税法第 19条

相続開始前３

年以内に贈与があった場合の相続税額

第

ジョイント・テナンツの一人が死亡し

１項は、相続または遺贈により財産を取得

た場合には、その権利は生存者へ権利の

した者が当該相続の開始前３年以内に当該

帰属（以下「サバイバーシップ」
）の原

相続に係る被相続人から贈与により財産を

則に基づいて、無償で生存しているジョ

取得したことがある場合においては、その

イント・テナンツの権利に吸収されるこ

者については、当該贈与により取得した財

とになり、相続されることはありません。

産の価額を相続税の課税価格に加算した価

また、相続とは別の法の作用により所有

額を相続税の課税価格とみなす旨規定して

権が移転するので、遺言によってもその

います。

内容を変更することはできません。

お父様がジョイント・テナンシーの形態
で所有するコンドミニアムについては、お

３

サバイバーシップによる持分の取得に係
る課税関係

父様が死亡したことにより、お母様が、お
父様から贈与により取得したものとみなさ

お父様およびお母様がジョイント・テナ

れますので、コンドミニアムの価格の２分

ンシーの形態で所有しているコンドミニア

の１に相当する部分の金額については、相
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続税のお母様の課税価格に加算すべきもの

与者または受贈者になるかが、その創設時

となります。

には特定されていない、④ジョイント・テ

なお、相続税法第 21条の２

贈与税の

ナンツは生前に撤回ができない、⑤ジョイ

第４項は、相続または遺贈によ

ント・テナンシーにおける合有持分の移転

り財産を取得した者が、相続開始の年にお

はサバイバーシップの原則に基づくもので

いて当該相続に係る被相続人から受けた贈

あり、相続によるものではない等、我が国

与により取得した財産の価額で相続税法第

の死因贈与と要件および効果の両面におい

19条の規定により、相続税の課税価格に

て異なる部分も多く、我が国の死因贈与と

加算されるものは、贈与税の課税価格に算

本質的に同一のものであるということはで

入しない旨規定していますので、お母様が

きないと

贈与により取得したとみなされる財産の価

イント・テナンシーが死亡を契機に無償で

額は、贈与税の課税価格には算入しないこ

財産の移転をする効果を持つものであった

ととなります。

としても、そのことのみをもってサバイバ

課税価格

えられます。したがって、ジョ

ーシップによる持分取得が、相続税法第１
４

日本の民法上の死因贈与とサバイバーシ
ップとの異同

条の３第１号の「死因贈与」に該当すると
判断することはできないと

えられます。

ジョイント・テナンツの一人が死亡した

なお、ジョイント・テナンシーの持分の

場合、サバイバーシップの原則に基づき、

取得原因が「みなし贈与」、
「死因贈与」の

生存しているジョイント・テナンツが取得

いずれであったとしても、お尋ねの相続に

することとなる持分について、これを死因

おいては、お母様が取得した持分が相続税

贈与契約の履行があったものとして、相続

の課税価格に算入されるという結論に相違

税の課税上、
「死因贈与による財産の取得」

はありません。

（相続税法第１条の３

相続税の納税義務

者 第１号括弧書）に当たるものとして取

【関連条文】

扱うとする意見もありますが、ジョイン

・法の適用に関する通則法第 36条

ト・テナンシーは、我が国に存在しない制

・法の適用に関する通則法第 13条第２項

度であることから、民法第 554条の規定す
る死因贈与には該当せず、また、ハワイ州

【参考文献・資料】

における死因贈与は別の制度として規定さ

・東京高等裁判所平成 19年 10月 10日判決

れていますので、ハワイ州における死因贈

・国税不服審判所平成 27年８月４日裁決

与にも該当しません。

・国税庁質疑応答事例「ハワイ州に所在する

さらに、ジョイント・テナンシーは、我
が国の死因贈与とは、①契約により成立す

コンドミニアムの合有不動産権を相続税の
課税対象とすることの可否」

ること、②個人の死亡により財産が無償で

・浦上章夫著「海外財産の相続と相続税法適

移転すること、といった共通点はあります

用上の問題点―ハワイ州におけるジョイン

が、③ジョイント・テナンツのいずれが贈

ト・テナンシーを中心として―」
『税大論
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税関係」『税大論叢 65号』（税務大学校）

・山本英樹著「海外財産を合有（ジョイン
ト・テナンシー）により取得した場合の課

・澤木敬郎・道垣内正人著『国際私法入門
第７版』（有斐閣、2012年）

※ 本文中、意見にわたる部分は筆者の私見であり、デロイト トーマツ税理士法人の公式見解では
ありません

《デロイト トーマツ税理士法人

経営承継サービス

ディレクター

三富

樹子

シニアマネジャー

松村

有紀子》

国外財産に対する納税義務（相続税等の納税義務者の範囲の見直し）
国外財産に対する相続税等の納税義務については、平成 12年度改正及び平成 25年度改正に
おいて、順次、見直されてきたところですが、平成 29年度改正においては、親と子の双方が
国外へ５年超住所を移転することにより、国外財産への課税を免れるような租税回避方法への
対応として、①贈与者と受贈者の双方が５年超国外に居住してから国外財産を贈与するなどの
租税回避を抑制するため国内に住所を有しない期間の基準を「５年以内」から「10年以内」
とするほか、②日本の住所・国籍を有しない者が、過去 10年以内に日本に住所を有していた
者から相続等により取得した国外財産に対して課税対象とするという見直しが行われます。
【納税義務の範囲等（イメージ）】

