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談

資産税（相続税）・民法

配偶者居住権に関する諸問題
―平成30年民法等（相続法）改正及び令和元年度税制改正―

私、甲野太郎の財産は、図表１のとおりです。また、私が死亡した場合の相続関

係は、図表２のとおりで、妻と私は、乙建物（自宅）を生活の本拠とし、同居中、

長男は、別居中で、長男所有の建物に住んでいます。

図表１ 評 価 額

乙建物 3,000万円

乙土地 7,000万円

株式会社甲野産業の株式 5,000万円

預貯金 １億5,000万円

計 ３億円

私は、妻には、末永く自宅での居住を継続してもらい、また、長男には、株式会社甲野

産業（以下「甲社」）の事業を引き継いでもらいたいと思っていますが、現時点での私の

財産をできるだけ法定相続分どおりに相続させ、妻には、お金に困ることがないように、

全ての預貯金を取得させることとすると、妻は、預貯金１億5,000万円、長男は、乙建物

（3,000万円）、乙土地（7,000万円）及び甲社株式（5,000万円）を取得することとなっ

て、妻の自宅での居住の安定を確保することが難しくなるのではないかと心配していたと

ころ、配偶者居住権というものが新設されると聞きました。

配偶者居住権は、配偶者が居住建物の所有権を取得する場合よりも低廉な価額で居住権

を確保することができるものであると聞きましたので、遺言に、「妻に配偶者居住権を相

続させる」と記載しておこうと考えています。この場合、配偶者居住権を取得した妻が支

払うこととなる賃料相当額は高額になるのでしょうか。妻が将来、サービスの充実してい

る高級介護施設に入居する等で転居することも考えられますので、いざとなったら、配偶

者居住権を売ってもよいと考えています。

一方で、乙建物の所有権を取得することとなる長男のほうで、急にお金が必要になった

等の理由で乙建物を第三者に売ってしまうと、その第三者から妻が意に反して立退きを求

められる事態も考えられますので、この問題にも対処しなければならないと考えています。

配偶者居住権の新設等に伴い、令和元年度税制改正において、所要の措置が講じられた

そうですが、配偶者居住権の税務上の取扱いについて教えていただくとともに、配偶者居
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(26) 国 税 速 報令和元年５月６日 第6557号 第３種郵便物認可



住権の制度に対する私の理解に誤りがあれば、併せて教えてください。

なお、妻に配偶者居住権を取得させる結果、法定相続分どおりに遺産が分割されないこ

ととなっても構いません。

１ 配偶者居住権の相続税法上の

評価は、「建物の時価－建物の

時価×(建物の耐用年数×

1.5－建築後の経過年数－配偶者居

住権の存続年数)╱ (建物の耐用年数

×1.5－建築後の経過年数)×配偶

者居住権の存続年数に応じた法定利率

による複利現価率」とされています。

また、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土地を

当該配偶者居住権に基づき使用する権

利の相続税法上の評価は、「土地の時

価－土地の時価×配偶者居住権の存続

年数に応じた法定利率による複利現価

率」とされています。

２ 居住建物の所有者は、配偶者居住権

の設定の登記義務を負い、配偶者居住

権を登記したときは、その不動産につ

いて物権を取得した者等に対抗するこ

とができます。

配偶者居住権の設定の登記の申請を

する場合は、「不動産の価額×1,000

分の２」により計算した登録免許税を

納付する必要があります。

３ 配偶者居住権は、無償で、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（ただし、通常の必要費を

負担する）権利です。

また、配偶者居住権は、譲渡するこ

とができませんが、譲渡以外にも実質

的にこれを換価する方法は えられま

す。

【解 説】

１ 配偶者居住権の内容及びその評価

⑴ 民法

民法及び家事事件手続法の一部を改正

する法律（平成30年法律第72号）には、

配偶者の居住権を保護するための方策が

盛り込まれていますが、 １>遺産分割

までの間等の一定期間、配偶者の居住権

を保護する方策（配偶者短期居住権）と

２>終身又は一定期間、その居住建物

を使用することができるようにするため

の方策（配偶者居住権）とに大きく分け

られます。

ご相談者は、「妻には、末永く自宅で

の居住を継続してもらいたい」というこ

とですので、以下、配偶者居住権（上記

２>）について解説します。

① 賃料相当額の支払について

被相続人の配偶者は、被相続人の財

産に属した建物に相続開始の時に居住

していた場合において、 １>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、又は、 ２>配偶

者居住権が遺贈の目的とされたときは、

その居住していた建物（以下「居住建

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こととされ

ています（民法（注１)1028①）。ただし、
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配偶者は、居住建物の通常の必要費

（その保存に必要な通常の修繕費のほ

か、居住建物やその敷地の固定資産税

等（注５)）を負担することとされていま

す（民法（注１)1034①）。

したがって、甲野花子さんは、配偶

者居住権を取得した場合、無償で乙建

物に住み続けることができる（ただし、

通常の必要費を負担することになる）

ものと えられます。

なお、いわゆる「相続させる旨の遺

言」によって配偶者居住権を取得する

ことはできませんが、通常は遺言者が

あえて無効な遺言をすることは え難

いことから、遺言において、「配偶者

に配偶者居住権を相続させる」旨を記

載した場合でも、「遺贈」の趣旨であ

ると解されるものと えられます（注６)。

② 配偶者居住権の譲渡について

配偶者居住権は、譲渡することがで

きないこととされています（民法（注１)

1032②）。

この点、配偶者が転居せざるを得な

くなった場合などには、配偶者居住権

を放棄して、建物所有者から金銭の支

払を受けること（注７)や、建物所有者の

承諾を得た上で第三者に居住建物を賃

貸することが えられます（民法（注１)

1032③）。

③ その他

ご相談内容からは明らかではありま

せんが、仮に、相続開始の時に乙建物

を配偶者以外の者と共有されている場

合には、配偶者居住権は成立しないこ

ととなりますので、ご注意ください

（民法（注１)1028①ただし書）。

⑵ 税法

① 配偶者居住権の評価

相続税法上、配偶者居住権の価額は、

次の算式により計算した金額とされて

います（相法23の２①）。

《算式》 ①－①×②×③

① 当該配偶者居住権の目的となっ

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（※１)

② 当該配偶者居住権が設定された

時における次のⅰに掲げる年数を

ⅱに掲げる年数で除して得た

数（※２）

ⅰ 当該配偶者居住権の目的とな

っている建物の耐用年数（※３)か

ら建築後の経過年数（※４)及び当

該配偶者居住権の存続年数（※５)

を控除した年数

ⅱ ⅰの建物の耐用年数（※３)から

建築後の経過年数（※４)を控除し

た年数

③ 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（※５)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（※６）

（※１)１ 当該建物の一部が賃貸の用に供され

ている場合には、「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」に「当該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」を乗じて
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計算した金額（相令５の８①一）

２ 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」に

「当該被相続人が有していた当該建物

の持分の割合」を乗じて計算した金額

（相令５の８①二）

３ 当該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」に「当該建物の床面積

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」及び「当該被相続人が有していた

当該建物の持分の割合」を乗じて計算

した金額（相令５の８①三）

（※２) ⅰ又はⅱに掲げる年数が零以下である

場合には、零

（※３) 配偶者居住権の目的となっている建物

の全部が住宅用であるものとした場合に

おける当該建物に係る「減価償却資産の

耐用年数等に関する省令」に定める耐用

年数に1.5を乗じて計算した年数（６カ

月以上の端数は１年とし、６カ月に満た

ない端数は切り捨てる）（相令５の８②、

相規12の２）

（※４) ６カ月以上の端数は１年とし、６カ月

に満たない端数は切り捨てる

（※５)１ 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には、当該

配偶者居住権が設定された時における

当該配偶者の年齢及び性別に応じた完

全生命表（厚生労働省）に掲げる平均

余命（６カ月以上の端数は１年とし、

６カ月に満たない端数は切り捨てる）

（相令５の８③一、相規12の３）

２ 上記１以外の場合には、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年齢及び

性別に応じた完全生命表（厚生労働

省）に掲げる平均余命を超える場合に

は、当該平均余命）（６カ月以上の端

数は１年とし、６カ月に満たない端数

は切り捨てる）（相令５の８③二、相

規12の３）

（※６) 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（小数点以下３位未

満四捨五入）（相規12の４）

なお、配偶者居住権の目的となって

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

から上記の算式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さ

れています（相法23の２②）。

② 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土地の評価

相続税法上、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

土地（土地の上に存する権利を含む。

以下②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、

次の算式により計算した金額とされて

います（相法23の２③）。

《算式》 ①－①×②

① 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（※１)

② 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（※２)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（※３）
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（※１)１ 当該建物の一部が賃貸の用に供され

ている場合には、「当該建物の敷地の

用に供される土地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」に

「当該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」を乗じて計算し

た金額（相令５の８④一）

２ 被相続人が当該相続開始の直前にお

いて当該建物の敷地の用に供される土

地を他の者と共有し、又は当該建物を

その配偶者と共有していた場合には、

「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」に「当該被相続

人が有していた当該土地又は当該建物

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）」を乗じて計

算した金額（相令５の８④二）

３ 当該建物の一部が賃貸の用に供され

ており、かつ、被相続人が当該相続開

始の直前において当該建物の敷地の用

に供される土地を他の者と共有し、又

は当該建物をその配偶者と共有してい

た場合には、「当該建物の敷地の用に

供される土地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」に

「当該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」及び「当該被相

続人が有していた当該土地又は当該建

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）」を乗じて

計算した金額（相令５の８④三）

（※２)１ 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には、当該

配偶者居住権が設定された時における

当該配偶者の年齢及び性別に応じた完

全生命表（厚生労働省）に掲げる平均

余命（６カ月以上の端数は１年とし、

６カ月に満たない端数は切り捨てる）

（相令５の８③一、相規12の３）

２ 上記１以外の場合には、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年齢及び

性別に応じた完全生命表（厚生労働

省）に掲げる平均余命を超える場合に

は、当該平均余命）（６カ月以上の端

数は１年とし、６カ月に満たない端数

は切り捨てる）（相令５の８③二、相

規12の３）

（※３) 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（小数点以下３位未

満四捨五入）（相規12の４）

また、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上記の

算式により計算した権利の価額を控除

した残額とされています（相法23の

２④）。

なお、小規模宅地等の特例の適用を

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っている建物

の敷地の用に供される宅地等を当該配

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、当

該権利の価額が当該敷地の用に供され

る宅地等の価額及び当該権利の価額の

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、同特例

を適用することとされています（措法

69の４①、措令40の２⑥）。

(30) 国 税 速 報令和元年５月６日 第6557号 第３種郵便物認可



２ 配偶者居住権の登記等

⑴ 民法

居住建物の所有者は、配偶者居住権を

取得した配偶者に対し、配偶者居住権の

設定の登記を備えさせる義務を負い（民

法（注１)1031①）、配偶者居住権は、これ

を登記したときは、その不動産について

物権を取得した者その他の第三者に対抗

することができることとされています

（民法（注１)1031②、605・（参照）借地借

家法31①）。

なお、配偶者居住権の登記には、一般

的な権利に関する登記事項（不登59）の

ほか、 １>存続期間及び ２>第三者に

居住建物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、その定めを

登記することとされています（不登（注２)

81の２）。

⑵ 税法

所有権の移転の登記や抵当権の設定の

登記などの申請をする場合は、次の算式

により計算した登録免許税を納付する必

要があります。

《算式》 登録免許税額

＝(課税標準)×(税率)

配偶者居住権の設定の登記についても

同様であり、この場合、上記算式の「課

税標準」は、当該登記の時における不動

産の価額により（登免10①・別表第１

一（三の二））、「税率」は、1,000分の

２（登免別表第１一（三の二））となり

ます。

３ 施行期日

民法及び家事事件手続法の一部を改正す

る法律の施行期日は、配偶者居住権の新設

等については、令和２年（2020年）４月

１日であり（注３)、施行日前に開始した相続

については、従前の例によることとされて

います（注4)ので、ご注意ください。

（注１) 民法及び家事事件手続法の一部を改正する

法律（平成30年法律72号）による改正後の

民法

（注２) 民法及び家事事件手続法の一部を改正する

法律（平成30年法律72号）による改正後の

不動産登記法

（注３) 民法及び家事事件手続法の一部を改正する

法律の施行期日を定める政令第316号

（注４) 民法及び家事事件手続法の一部を改正する

法律（平成30年法律第72号）附則第２条

（注５) 堂薗幹一郎・野口宣大『一問一答 新しい

相続法―平成30年民法等（相続法）改正、

遺言書保管法の解説』26頁（商事法務、

2019）

（注６) 堂薗ほか・前掲(注５）14頁

（注７) 堂薗ほか・前掲(注５）29頁

※ 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。また、上記記載は掲載日現在有効な法令に基づくことに留意を要します。

《デロイト トーマツ税理士法人 テクニカルセンター

パートナー 山川博樹 マネジャー 梅本淳久》
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