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はじめに

　セットバックも知らないまま相続税の試験に合格し、時価の求め方が分
かったと勘違いしていた駆け出しの頃。先輩から土地の評価は体で覚えろ
と教わった税理士事務所スタッフ時代。不動産鑑定士の先生と仕事をする
機会に恵まれ、収益還元法という評価手法にカルチャーショックのような
衝撃を受けた税理士登録の初期。今思い返せば「恥ずかしさ」と「怖さ」
の二言につきます。
　それから、十数年、相続税評価のみならず、公示価格をはじめとする公
的評価、民間依頼の鑑定評価等それなりに多くの不動産評価に関わってき
ましたが、いまだに新たな気づきが絶えません。それは法律のことであっ
たり、慣習のことであったり、考え方や見方のことであったりと様々です。
相続とは、その最たる場面であるかもしれません。「こうこう、こういう
理由であそこの土地は高いのよ・・・」という相続人らの主張に、なるほ
ど一理あると思ってしまうこともしばしば、個人的には土地評価の奥の深
さや面白さを感じる瞬間でもあります。
　遺産分割の場面において、仲のよい相続人の間では「お前はあそこ、俺
はここ・・・」で遺産分割がまとまります。財産評価は相続税を計算する
ためだけに必要となります。しかし、均分相続を望む相続人の間ではこう
はいきません。不動産に値を付けることで、不動産同士の比較や他の相続
財産との比較が可能となります。ある不動産に価格を付けるときに、その
価格で得をする人と損をする人が必然的に生じます。時価相当額よりも低
い価格であればよいという通達の「評価の安全性」という前提は、そこに
はありえません。
　税務否認と過大評価に神経を使うことの多かった税理士にとって、最近
の相続ではこれだけでは不十分、財産評価基本通達の枠を超えた、正しい
時価としてのアプローチが必要であると強く感じています。依頼相続人ら
は遺産分割及び財産評価の最前線に立つ税理士に説明を求めますでしょう
し、少なくとも財産評価基本通達の考え方並びに相続税評価は時価評価で



はないことを説明する責任はあるのでないかと思います。

　本書は、大きく２部構成となっています。第１章及び第２章は、相続の
場面に資する不動産評価について不動産鑑定評価基準等を踏まえ、いくつ
かの事例を挙げながら書き記しました。特に、遺産分割に携わる税理士の
所長先生方を意識しております。相続人らの間に立ったときに、財産評価
基本通達の領域ではない時価評価に柔軟な対応をしていただくことで、弁
護士ではない税理士としての公平さや中立性が保てるものと思っておりま
す。
　第３章以降は、実際の現地調査や土地評価明細書を書き上げる税理士事
務所のスタッフの方々を意識しております。財産評価基本通達による土地
評価を前提とし、通達の適正な運用の基礎となるその他各種法令を整理し、
さらに現地や役所調査の参考となる実際の資料や写真を数多く掲載して、
「通達評価の基本は理解したけれど、実際にどうするの？」という疑問に
応えるよう努めました。その際、土地評価をひとつのテーマを絡めて構成
しております。

　内容的にはまだまだ必要充分とはいえませんが、本書をお読みいただく
ことで、相続のまっただ中にある方々、それをサポートする税理士先生等
の専門家の方々のお役に立てることができれば幸いです。

　平成 25 年７月

佐藤　健一　

改訂にあたって

　本書の初版の出版から２年半が経ちました。その間、私は税理士法人に
所属することとなり、より多くの、より大きな、より複雑な相続案件に関
わるようになりました。以前から相続や不動産評価を中心として仕事をし
ていましたが、環境とともに仕事の質と量も変わりました。その中で感じ
ていることが２つあります。
　まず１つは、土地の評価には色々な見方があることを再認識できたこと
です。税務、法務、実勢など目的に応じた違いもあります。ただそれだけ
ではなく、相続税計算のための財産評価基本通達をベースとした土地評価
にも色々な見方があります。所属する税理士法人は資産税専門の部署があ
り、そこには土地評価について練達堪能な専門家が何人もいます。個性の
ある土地について、意見を伺うと聞いた人数分の見方がでてくることがあ
ります。見方は正誤でもなく、もちろん善悪でもありませんので議論は尽
きませんが、申告に当たってはまずは１つに決めざるを得ません。申告し
て否認されなかった見方が唯一無二の正解でもないのでしょう。
　もう１つは、相続した土地についての実勢価格、言い換えれば本当の価
格を思考する機会が増えました。それは地主相続の納税計画の一環として、
または争族や換価分割、代償分割で要求される適正時価把握のためです。
これらの場面では “ 路線価 ” や “ 相続税評価額 ” で実勢価格をアプローチ
していては適切なアドバイスをすることはできないと考えています。最適
敷地規模、利回り、取壊最有効、リノベーション等々、相続税評価では馴
染みがありませんが、不動産市場では当たり前の検討事項です。不動産の
見方や売り方で売却金額を大きくすることは、節税効果と同じくらい、時
にはそれ以上に手許残りの財産に影響を与えます。「売却金額をあと坪 10
万円あげるにはどうしたらよいか・・・」相続税申告に携わりながら、こ
んなことを考える日常です。

　事務所の若いスタッフが実際の土地評価に当たり悪戦苦闘しています。



おそらく１日でも早く土地評価ができるようになりたいと思っていること
でしょう。私も同じような思いで書籍を読みあさっていた頃がありました。
しかし、今では土地評価は経験すればするほど悩むことも多くなるという
のが正直なところです。それでも相続税申告に当たっては、より多くの見
方を挙げたなかで、１つに決定することが重要だと考えています。知って
いたけれど選択しなかったことと、知らなかったことでは長い時間を経た
とき大きな違いがでてくるでしょう。
　本書をお読みいただくことによって、ある土地についての見方の参考に
なれば幸いです。

　平成 28 年１月

佐藤　健一　
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凡　例
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国利令 → 国土利用計画法施行令
鑑定評価基準 → 不動産鑑定評価基準
評基通 → 財産評価基本通達
経承法 → 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
使貸通 → 使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱い

について
相地通 → 相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての

相続税及び贈与税の取扱いについて
建基法 → 建築基準法　
建基令 → 建築基準法施行令
都計法 → 都市計画法
都計令 → 都市計画法施行令
農振法 → 農業振興地域の整備に関する法律
生緑法 → 生産緑地法
生緑規則 → 生産緑地法施行規則
農委法 → 農業委員会等に関する法律
森林法 → 森林法
地方税法 → 地方税法
都緑法 → 都市緑地法　
固定評価基準 → 固定資産評価基準　
不登準則 → 不動産登記事務取扱手続準則
土対法 → 土壌汚染対策法
文保法 → 文化財保護法　
民 → 民法
借地借家法 → 借地借家法
所法 → 所得税法
所令 → 所得税法施行令
法令 → 法人税法施行令
法基通 → 法人税法基本通達
相法 → 相続税法
農地法 → 農地法
宅建業法 → 宅地建物取引業法

第❶章
相続と土地評価
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Ⅰ　１物４価

　１つの商品には１つの価格しか成立しない（１物１価）ということが経
済の原則ですが、土地の場合は、「１物４価」又は「１物５価」ともいわ
れ、同じ土地についてその利用目的の違いから複数の異なる価格が付され
ます。

１．実勢価格

　実勢価格とは、実際市場において売り手と買い手の希望が一致して成立
した価格、いわゆる「時価」のことです。
　ただし、売り手又は買い手の情報不足や思惑により売り急ぎ、買い進み
等の特殊事情を含んでいることがあります。

２．地価公示価格

　地価公示価格とは、国土交通省が地価公示法に基づき、一般の土地の取
引価格に対して指標を与え、適正な地価の形成に寄与することを目的とし
て、毎年１月１日時点の地価として公表する価格をいいます。
　土地は、取引する人によっていろいろな事情や動機があることが多く、
取引価格もこのような事情や動機に左右されがちですが、公示価格はそれ
ぞれの特殊な事情等を取り除いた、自由な取引において通常成立すると考
えられる１㎡当たりの価格を示しています（地公法２②）。
　公示価格は、都市計画区域において定められた公示地点について、不動
産鑑定士が現地を調査し、最新の取引事例やその土地からの収益の見通し
等を分析して評価を行い、さらに地点間や地域間のバランス等を検討し、
国土交通省の土地鑑定委員会が決定します（地公法２①）。
　公示価格は、相続税路線価や固定資産税評価額を定める際の指標とも
なっており、公的評価の中心的な役割を担っています。

　土地は、相続財産の中でも価値的に重要なウエイトを占めています。
さらには、被相続人や家族の思い入れ等が入り込むナーバスな資産で
もあります。
　相続税の計算に当たっては、被相続人が関わる土地について遺産分
割に必要と否とに関わらず、値段を付けるという作業が必然的に生じ
ることとなります。その結果、税理士が納税者等への説明を求められ
る場面も多くなっています。財産評価基本通達の運用の難解さもさる
ことながら、利害が対立する遺産分割においては、実勢価格、評価時
期、小規模宅地の効果、さらには相続人の思い入れ価格等が錯綜しま
す。財産評価基本通達、民法、不動産取引慣行が異なっているなかで、
申告期限に向けて合意を形成していかざるを得ません。
　不動産鑑定には、鑑定によって求める価格はその不動産が本来持っ
ている価値を示す「あるべき価格」なのか、現場の市場を反映した「あ
る価格」なのかという伝統的な議論があります。相続税評価と遺産分
割のための評価には、このような「あるべき価格」と「ある価格」の
ような関係を感じます。
　現行の不動産鑑定評価基準では、この点について、鑑定評価によっ
て求める価格は「ある価格」であるとの決着を見ています。同様に、
利害が対立する遺産分割においては、正しく「ある価格」への指向が
必要な場合があると思われます。
　税の専門家にとっては、財産評価基本通達を適正に運用し、かつ、
説明できることはもちろん、同時に財産評価基本通達にも限界がある
ことを知ることで柔軟な対応ができると思われます。
　この章では、染み込んだ財産評価基本通達による評価の先入観から
離れて、相続の場面における土地評価を考察してみることとします。



第１章　相続と土地評価　54

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

第
９
章

第
10
章

第
11
章

４．相続税評価額（相続税路線価）

　相続税評価額とは、相続税や贈与税の計算の基礎となる評価額をいいま
す。
　路線価とは、概ね市街地にある土地を評価するために、国税庁が毎年１
月１日時点の価格を公表するもので、各道路につき１㎡当たりの価格とし
て表示されます（評基通 14）。

５．固定資産税評価額

　固定資産税評価額とは、固定資産税の計算の基礎となる評価額で、全国
各市町村の固定資産税課税台帳に登録されている１月１日時点の土地、建
物等の評価額をいい、３年ごとに見直されます。
　また、相続税及び贈与税、都市計画税、不動産取得税や登録免許税を計
算する際の評価額としても利用されています（評基通 21）。

６．公的価格のバランス

　土地についての基本理念を定めた土地基本法では、その第 16 条で「国は、
適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公
示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよ
うに努めるものとする。」とされています。
　具体的には、公示価格又は基準地価格の水準に対し、相続税路線価は
80％水準、固定資産税評価額は 70％水準になるように、各公的価格のバ
ランスが図られています。

公示価格

地価公示地の所在や価格等は、国土交通省のＨＰにて確認できます。平成
27 年度は、全国で約 23,000 地点についての価格が公表されています。

３．基準地価格（都道府県地価調査）

　基準地価格とは、地価公示と概ね同様の方法により、都道府県が毎年７
月１日時点の地価として公表する価格をいいます。公示地点のない地域を
カバーするため、都市計画区域外の土地も対象となっています（国利令９）。
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公的価格と相続税評価額との関係

実際の取引事例等

公示価格
基準地価格

路線価の基礎となる標準地等 固定資産評価の基礎となる標準地

路線価 固定資産税評価額
× ×

画地調整 倍　　率

相続税評価額

公示価格 基準地価格 相続税路線価
固定資産税
評価額

評価主体 国土交通省 都道府県 国税庁 市町村

評価基準日 毎年１月１日 毎年７月１日 毎年１月１日
３年ごとの
１月１日

公　表　日 ３月下旬 ９月中旬 ７月１日 ４月頃

公示価格水準 － － 80％ 70％

目　的
適正な地価の
形成に寄与す
るため

適正な地価の
形成に寄与す
るため

相続税や贈与
税の計算の基
礎

固定資産税等
の計算の基礎

路線価図

４ページの公示価格に対応する路線価図です。公示地立川 -26 の価格
309,000 円の 80％水準として、245,000 円の路線価が付されています。
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（２）遺産分割のための調査
　�　本件土地について、市町村役場の都市計画課等で調査を行ったところ
対象土地が存する地区には、地区計画が定められており、建築物の最低
敷地面積を 150㎡とする規制があることが分かりました。したがって、
280㎡の本件土地を２区分した場合には、両土地に建物を建築すること
はできないこととなりますので、この規制に配慮して遺産分割をせざる
を得ません。

地区整備計画　建築物等に関する事項

地区の
区分

低層住居街区 低層住居街区

名称 Ａ地区 Ｂ地区

面積 約 187.9 ヘクタール 約 4.6 ヘクタール

建築物等
の用途の
制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
１．専用住宅（１戸建て）

工、エリトア、室教碁囲、室教道華、塾習学、所務事． ２
房その他これらに類する施設を兼ねる一戸建て住宅

会集、館民公るすと象対を民住の区地の定一等会内町． ３
場その他これらに類するもの

こ他のそムーホ祉福者害障体身、所育保、ムーホ人老． ４
れらに類するもの

上益公るす類にられこ他のそ所話電衆公、所出派査巡． ５
必要なもの
６．前各号の建築物に附属するもの

建築物の
敷地面積
の最低限
度

‐ 150 平方メートル

容積率 ‐ 10 分の 10

 
　ある地区の地区整備計画です。建築物の用途制限により、共同住宅は建てら
れません。また、敷地は 150㎡以上を確保しなければなりません。

Ⅱ　具体的事例と不動産評価

　土地の価格は、実勢価格や公的価格等「１物４価」とか「１物５価」な
どと言われますが、相続の場面ではさらに相続人、親族等が主張する、い
わば「主観的価格」が登場することがあります。
　それらの価格は、「確かにその価格こそが不動産取引慣行や不動産鑑定
評価基準の考え方と一致する」といえる、説得力のあるものから、根拠の
乏しい思い込み価格、希望価格といえるものまで様々で、個別具体的です。
　いずれにしろ、遺産分割の場面で登場する価格が、評価についての画一
性、迅速性や簡便性を前提とした財産評価基本通達とは、考え方や結果と
して計算される評価額と異なるところに実務上の難しさがあります。ま
た、皮肉ながら、相続人間が合意すればどんな価格でもいいという面も併
せ持っています。
　以下、不動産取引慣行又は不動産鑑定評価基準、遺産分割実務等と財産評
価基本通達の考え方が異なると考えられる事例を挙げてみることとします。

１．不動産の調査

20ｍ

14m 280㎡

路線価　○○円 /㎡

兄弟２人で均等に
分割したい

10ｍ 10ｍ

14m 140 ㎡ 140 ㎡

路線価　○○円 /㎡

（１）相続税評価のための調査
　�　�路線価が付された道路に接面する整形の中間画地であり、相続税評
価、及びそのための調査についても際したる難しさはないように思われ
ます。
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応じた不動産調査が必要となります。相続に資するための調査は、目的に
応じてその土地ごと、その都度ごとが必須となります。

相続税評価

のための調査

それぞれの目的
に添った調査

２．相続財産の評価時点

（１）相続税法
①　通常の相続財産

　　�　原則として、相続開始時を評価時点とします。ただし、路線価や固
定資産税評価額はその年の１月１日の価格であるため、若干の時差が
あります（評基通１）。

②　生前贈与加算・相続時精算課税贈与があった場合
　　�　相続開始前３年以内の贈与について生前贈与加算の規定により、又
は被相続人との贈与において相続時精算課税を選択していたため、相
続税計算に取り込まれる場合におけるその贈与財産の評価時点は、そ
の贈与時となります（相法 19、21 の 15）。

（２）民法等
①　遺産分割

　　�　現物分割及び代償分割によって遺産分割を行う場合において、他の
遺産の取得や代償金額等との判断資料として財産の評価が必要となる
場合の評価時点は、実務上では遺産分割時（現実に分割する時点）説
に立っています。

130 ㎡
従来より 150㎡に
達していない土地に
ついては建築ＯＫ

150 ㎡
↓

建築OK

149 ㎡
↓

建築×

【最低敷地の適用例】
最低敷地面積150㎡以上の場合
　（例１）既存不適格敷地の場合

（例２）300㎡未満の場合

299 ㎡

150 ㎡
以上
↓

建築OK

150 ㎡
以上
↓

建築OK

（例２）300㎡以上の場合

300 ㎡以上

　この他にも、相続人らが相続した土地に家を建てたい、アパートを建て
たい等何らかの目的を明示して遺産分割を希望する場合には、その目的に
添った不動産調査が必要になります。
　遺言作成や生前贈与のため、相続税評価のため、遺産分割のため、不動
産を売却するため、物納するため、不動産を賃貸するための調査等目的に


