
最⾼裁判決を論点整理

「時価と評価通達6項に関する判例」の課税実務への影響
〜最⾼裁令和4年4⽉19⽇判決の捉え⽅〜

税理⼠ 渡邉 定義

（国税庁資産税課、国税庁資産評価企画官室、杉並税務署⻑、東京国税局資産課税課⻑等を歴任後、熊本国税局⻑を

最後に退官。平成28年８⽉税理⼠登録）

はじめに

 先般、借⼊⾦等により購⼊していた⾼額マンションの相続税評価について評価通達6項の適⽤を巡
り争われていた訴訟で、最⾼裁は1審、2審に続き納税者の主張を退けました。

 最⾼裁で⼝頭弁論が再開されたため、⼀部には、判決の変更を予測する向きもありましたが、⾒事
に外れた形となりました（注1）。しかしながら、これまでの疑問を払拭した明快で論理的な判決と
⾔え、ここでは、最⾼裁の判決⽂を参考に今後の課税実務への影響について若⼲の整理をしてみたい
と思います。

 まず、この事件の概要及びこれまでの経緯は、次のとおりです。

【事例及び経緯】

 納税者である相続⼈が、財産評価基本通達（以下「評価通達」といいます。）に定める⽅法により
申告をしたところ、処分⾏政庁である税務署は、本件不動産については、相続財産のうちの⼀部の⼟
地及び建物の価額につき、評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして、
不動産鑑定評価額により更正処分を⾏い、これが訴訟になりました。

 原審である東京地裁令和元年8⽉27⽇判決及び東京⾼裁令和2年6⽉24⽇判決は、「本件不動産価
額については、評価通達に定める⽅法により評価すると実質的な租税負担の公平を著しく害し不当な
結果を招来すると認められるから、他の合理的な⽅法によって評価することが許されると判断した上
で、本件鑑定評価額は本件各不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるからこれを
基礎とする本件各更正処分は適法であり、これを前提とする本件各賦課決定処分も適法である」とし
ています。

 その後上告され、最⾼裁で弁論を再開し、双⽅に意⾒の提出を求めたと思われますが、結果として
は、1審、2審で認定された事実関係を下に、上告⼈である納税者の敗訴となりました。

【事 例】

国税側と相続⼈の評価は約4倍の開きがある
評価⽅法

（購⼊額）
東京都内のマンショ

ン
川崎市内のマンショ

ン
合  計

A
（納税
者）

① 評価通達 約2億円 約1億3千万円
約3億3千万円

（申告）
② 購⼊額 約8億3700万円 約5億5000万円 約13億8700万円

B
（国税
側）

③ 不動産鑑
定

約7億5400万円 約5億1900万円
約12億7300万円

（更正処分）

 



 本件は、相続⼈であるＡらが、本件相続により取得した財産の価額を評価通達の定める評価⽅法
（①）により評価して相続税の申告をしたところ、処分⾏政庁Ｂから、相続財産のうちの⼀部の⼟地
及び建物の価額につき評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められることから、評
価通達6項が要求しているところの特別の事情に該当するとして、不動産鑑定評価額（③）により本
件相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたため、本件各更正処分等の各取
消しを求めた事案です。

※ 最⾼裁で認定されている事実関係のポイント

 ・ 本件購⼊、借⼊れがなかったとすれば、本件相続に係る相続税の課税価格の合計額は6億円を
超えるものであった。

 ・ 申告書は、課税価格の合計額2826万1000円、基礎控除の結果、相続税は０円とされていた。

令和２年（⾏ヒ）第２８３号 相続税更正処分等取消請求事件（令和４年４⽉１９⽇第三⼩法廷
判決）・抜粋

 

〔主⽂〕

 本件上告を棄却する。

 上告費⽤は上告⼈らの負担とする。

〔理由〕

 上告代理⼈増⽥英敏、上告復代理⼈⼤⼭勉、上告補佐⼈⼾井敏夫の上告受理申⽴て理由について

１、2 省略

３ 原審は、上記事実関係等の下において、本件各不動産の価額については、評価通達の定める⽅法
により評価すると実質的な租税負担の公平を著しく害し不当な結果を招来すると認められるから、
他の合理的な⽅法によって評価することが許されると判断した上で、本件各鑑定評価額は本件各不
動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるからこれを基礎とする本件各更正処分は



適法であり、これを前提とする本件各賦課決定処分も適法であるとした。所論は、原審の上記判断
には相続税法２２条等の法令の解釈適⽤を誤った違法があるというものである。

４⑴ 相続税法２２条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によ
るとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。そして、
評価通達は、上記の意味における時価の評価⽅法を定めたものであるが、上級⾏政機関が下級⾏
政機関の職務権限の⾏使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国⺠に対し直接の法的効
⼒を有するというべき根拠は⾒当たらない。そうすると、相続税の課税価格に算⼊される財産の
価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に
違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める⽅法により評価した価額を上
回るか否かによって左右されないというべきである。

 そうであるところ、本件各更正処分に係る課税価格に算⼊された本件各鑑定評価額は、本件各
不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるというのであるから、これが本件各
通達評価額を上回るからといって、相続税法２２条に違反するものということはできない。

⑵ア 他⽅、租税法上の⼀般原則としての平等原則は、租税法の適⽤に関し、同様の状況にあるもの
は同様に取り扱われることを要求するものと解される。そして、評価通達は相続財産の価額の評
価の⼀般的な⽅法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画⼀的に評価を⾏っていることは
公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める⽅
法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価
値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するも
のとして違法というべきである。もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格
に算⼊される財産の価額について、評価通達の定める⽅法による画⼀的な評価を⾏うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められる
から、当該財産の価額を評価通達の定める⽅法により評価した価額を上回る価額によるものとす
ることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。

 イ これを本件各不動産についてみると、

① 本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には⼤きなかい離があるということができる
ものの、このことをもって上記事情があるということはできない。
 もっとも、本件購⼊・借⼊れが⾏われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は６億
円を超えるものであったにもかかわらず、これが⾏われたことにより、本件各不動産の価
額を評価通達の定める⽅法により評価すると、課税価格の合計額は２８２６万１０００円
にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が０円になるというのであるから、上告⼈ら
の相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである。そして、被相続⼈及び
上告⼈らは、本件購⼊・借⼊れが近い将来発⽣することが予想される被相続⼈からの相続
において上告⼈らの相続税の負担を減じ⼜は免れさせるものであることを知り、かつ、こ
れを期待して、あえて本件購⼊・借⼊れを企画して実⾏したというのであるから、租税負
担の軽減をも意図してこれを⾏ったものといえる。そうすると、本件各不動産の価額につ
いて評価通達の定める⽅法による画⼀的な評価を⾏うことは、本件購⼊・借⼊れのような
⾏為をせず、⼜はすることのできない他の納税者と上告⼈らとの間に看過し難い不均衡を
⽣じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるもの
ということができる。

②

③

 ウ したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める⽅法により評価した価額を上回る価額に
よるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできない。



５ 以上によれば、本件各更正処分において、札幌南税務署⻑が本件相続に係る相続税の課税価格に
算⼊される本件各不動産の価額を本件各鑑定評価額に基づき評価したことは、適法というべきであ
る。所論の点に関する原審の判断は、以上の趣旨をいうものとして是認することができる。論旨は
採⽤することができない。

 よって、裁判官全員⼀致の意⾒で、主⽂のとおり判決する（下線等は⼀部は筆者）。

最⾼裁判決と実務への影響について

1 最⾼裁判決の要旨

 最⾼裁判決は、原審の事実認定を踏まえ、⑴相続税法22条の「時価」解釈と評価通達の関係を
整理した上で、⑵租税平等主義の要請から評価通達の定めにより評価しない場合は合理的な理由が
必要であることを述べ、その「合理的な理由」を説明し（注2）、⑶それを本件へ当てはめ適法で
あるとしています。

 この流れに沿って以下、判決要旨を確認します。

⑴ 相続税法22条の「時価」解釈

 相続税法22条にいう時価は、客観的交換価値をいうとして、そして評価通達は、「当該の時
価の評価⽅法を定めたものであるが、上級⾏政機関が下級⾏政機関の職務権限の⾏使を指揮する
ために発した通達にすぎず、これが国⺠に対し直接の法的効⼒を有するというべき根拠は⾒当た
らない。」として、通達は、納税者を拘束する法令（法源）ではないことを明らかにしていま
す。

 その上で、「相続税の課税価格に算⼊される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観
的交換価値（相法22）としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このこ
とは、当該価額が評価通達の定める⽅法により評価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。」（かっこ書は筆者）としています。

⑵ 租税平等主義の要請

 次に評価通達の定めによる価額が時価を下回る場合の時価による更正処分は適法かという点に
ついては、課税庁は納税者の便宜と課税の公平から評価通達を設け、それにより画⼀的に評価を
していることから、特定の者についてそれを適⽤しないとすることは、「合理的な理由がない限
り」租税平等主義に反して違法になるとして、次のとおり判⽰しています。

 「租税法上の⼀般原則としての平等原則は、租税法の適⽤に関し、同様の状況にあるものは同
様に取り扱われることを要求するものと解される。」そして、評価通達は「相続財産の価額の評
価の⼀般的な⽅法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画⼀的に評価を⾏っていることは
公知の事実であるから」課税庁が、「特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める
⽅法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換
価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反する
ものとして違法というべきである。」としています。

 そして、「相続税の課税価格に算⼊される財産の価額について、評価通達の定める⽅法による
画⼀的な評価を⾏うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」がある場合には、
合理的理由があるとし、その場合には、「当該財産の価額を評価通達の定める⽅法により評価し
た価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するの
が相当である。」としています。

⑶ 本件への当てはめ



 それでは、本件について「相続税の課税価格に算⼊される財産の価額について、評価通達の定
める⽅法による画⼀的な評価を⾏うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」が
あるのかということですが、この点については、次の3点を挙げ、本件各不動産の価額について
評価通達の定める⽅法による画⼀的な評価を⾏うことは、この借⼊れのような⾏為をせず、⼜は
することのできない他の納税者との間に看過し難い不均衡を⽣じさせ、実質的な租税負担の公平
に反するというべきであるから、上記事情があるものということができ、そうすると、「本件各
不動産の価額を評価通達の定める⽅法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが
上記の平等原則に違反するということはできない。」として、課税処分を適法としています。

① 評価通達の定めによる価額と時価との間に⼤きなかい離がある。

② 本件購⼊・借⼊れが⾏われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるもの
であるが、本件各不動産の価額を評価通達の定める⽅法により評価すると課税価額は基礎控除
の結果、相続税の総額が0円で、相続税の負担は著しく軽減されることになる。

③ 被相続⼈及び相続⼈は、本件購⼊・借⼊れが近い将来発⽣することが予想さる被相続⼈から
の相続において相続⼈の相続税の負担を減じ⼜は免れさせるものであることを知り、かつ、こ
れを期待して、あえて本件購⼊・借⼊れを企画して実⾏したというのであるから、租税負担の
軽減をも意図してこれを⾏ったものといえる。

 

2 課税実務への影響等

⑴ 「特別の事情」と「合理的な理由」

 評価通達6項は、「この通達（評価通達）の定めによって評価することが著しく不適当と認め
られる財産の価額は、国税庁⻑官の指⽰を受けて評価する」とのみ記載し、著しく不適当につい
ての具体的基準は定められていないことから、同項の適⽤を巡る課税訴訟は度々あり、その適⽤
が適法とされる基準として裁判所はいわゆる「特別の事情」を判⽰していました。

 筆者は、本件の原審である東京地裁判決の解説で、それまでの「特別の事情」を巡る裁判例を
引⽤して（注3）、課税庁は「単なる著しい価額のかい離だけでなく、納税者の節税⽬的のため
の何らかの⾏為、例えば節税スキーム的な⾏為等が認められ、公平性の観点から是認できないよ
うな事情について評価通達6項の適⽤を⾏う」もので、やみくもに⾏うものではないという考え
⽅をお⽰ししました。

 この点について、今回の判決は、特に「特別の事情」の⾔葉は使⽤していませんが租税平等主
義の観点から課税庁の通達によらない評価が適法とされるのは、合理的な理由すなわち「相続税
の課税価格に算⼊される財産の価額について、評価通達の定める⽅法による画⼀的な評価を⾏う
ことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」がある場合とし、その具体的な事情
は、評価通達による価額と時価とに著しいかい離がある事実だけでは⾜りず、（その価額のかい
離等が⽣じるに⾄る）納税者の⾏為の存在や相続税負担の軽減の認識などを加えたところで判断
するものとしています。

 ところで、第1審、第2審の裁判所が「特別の事情」があると判断した前提となる認定事実
は、今回の判決の上記事情の有無を判断した認定事実と同じで、いずれの判決も課税処分を適法
と結論付けており、今後の課税実務でも、第1審の課税庁、納税者、裁判所の主張や判断に係る
「時価」、「特別の事情」に係る主要部分は参考になると考えますので、次に東京地裁令和元年
８⽉27⽇判決のポイントとなる部分を整理します。

⑵ 原審における当事者の主張と裁判所の判断



ア 被告課税庁の主張のポイント

 地裁判決において被告課税庁は、評価通達の定める評価⽅法によらないことが相当と認めら
れる「特別の事情」について、次の点を主張、⽴証しています。

① 鑑定評価額が時価であること

② 評価通達による価額と時価との間に著しいかい離があること

③ 本件不動産に係る被相続⼈及び共同相続⼈による⼀連の⾏為について本件各不動産の取得
及び取得に伴う資⾦借⼊れ等の⼀連の⾏為は、専ら相続対策を⽬的とするものであったと認
められる（借⼊⾦により本来負担していたはずの相続税を免れる利益を享受するという結果
を招来する）こと

④ 本件被相続⼈が相続税の負担の軽減策を採ったことによるものであり、このような事態
は、同様の軽減策を採らなかった他の納税者との間の租税負担の公平を著しく害し、富の再
分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の⽬的に反する著しく不公平なもので
あるといえること

イ 納税者の主張等のポイント

① 評価通達に基づく評価額が時価であること

② 評価通達６項の特別の事情は時価評価に影響を及ぼす特別の事情がある場合に限り、納税
者等の節税⽬的や租税回避⾏為の⽬的といった主観的要素⼜は相続開始後の⼀連の⾏為は、
特別の事情を基礎付けるものではないこと

ウ 地裁判断のポイント

 東京地裁は、課税庁の鑑定評価額を時価と認定した上で、次の①及び②の事実関係を確認
し、納税者の主張を踏まえて③のような判断を⾏っています。

① 各不動産の各種評価額

 本件では、各不動産は、購⼊価額と売却価格が判明していますから、それらを含め不動産
鑑定価額及び評価通達による価額と⽐較検討し、かい離の程度を判定

② 本件各不動産が相続財産に含まれることとなった経緯（⾏為）等について検討

・ 借⼊れによる不動産の購⼊により、本来相続に係る課税価格は6億円を超えるものであ
ったのが、2826万1000円にとどまることとなったこと

・ ⾦融機関の貸出稟議書等によれば、被相続⼈及び原告らは、近い将来発⽣することが予
想される被相続⼈の相続において原告らの相続税の負担を減じ⼜は免れさせるものである
ことを知り、かつそれを期待して、あえてそれらを企画し実⾏したと認められること

③ 特別の事情の判断基準

 （原告が、評価通達6項適⽤について、「飽くまで時価評価に影響を及ぼす特別の事情が
ある場合を指すと解すべきであり、時価評価の影響を及ぼすことのない、納税者等の節税⽬
的や租税回避⾏為の⽬的といった主観的要素⼜は相続開始後の⼀連の⾏為は、特別の事情を
基礎付けるものではない」と主張したのに対し）

 地裁判決は、「評価通達の定める評価⽅法以外の評価⽅法によって特定の納税者あるいは
特定の財産について評価することが許されるか否かは、評価通達の定める評価⽅法を形式的
に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において⽤いるという形式的な平等を貫くこ
とによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである特別の事



情があるか否かという観点から判断されるべきものである」と判⽰しています。（下線は筆
者）

⑶ 今回の判決を踏まえた対応

 ア 評価通達によらない課税処分がされる基本的要件

 今回の判決は、相続税法22条の「時価」と評価通達6項の関係を明快に整理した判決である
と⾔えます。

 先にも述べましたように控訴審までは、これまでの裁判例と同様に評価通達によらない課税
処分が適法であるためには「特別の事情」が必要としていますが、今回の判決では「合理的な
理由」を必要としています。したがって、今回の最⾼裁判決についての解釈は、若⼲意⾒が分
かれるかも知れませんが（注4）、筆者は、課税実務への影響はあまりないと考えています。

 なお、「特別の事情」を⽤いるか、「合理的な理由」で判断するかは別にして、評価通達に
よらない課税処分がされる場合は、路線価による価額と不動産鑑定評価額などに著しいかい離
等があるだけでは⾜りず、実務的には従来と同様に、次の３ないし４要件が揃うことで評価通
達によらない課税処分が適法となると考えられます。

ⅰ 評価通達による評価の合理性の⽋如（著しい価額のかい離等の事実）

ⅱ 他の合理的な評価⽅法の存在

ⅲ （価額のかい離等が⽣じるに⾄る）納税者の⾏為の存在

ⅳ その⾏為によってもたらされる税負担の不公平

 イ 税理⼠等専⾨家の対応

 今回の最⾼裁判決では、従来の課税実務が是認された形ですので、今後新たな基準などが出
されるとは今のところ考えにくいことから、税理⼠等専⾨家の皆様は引き続き慎重な対応と事
案の⾒極めの更なる研鑽が求められることになります。

 改めて次の点に注意し対応する必要があると考えています。

① 相続開始前に取得した財産の経緯を確認する。節税⽬的のためだけに⾏われたものでない
か等。

② 融資等が絡んでいる場合には⽬的等を確認する。稟議書等⾦融機関に聞き取りや確認を⾏
う。

③ 対象物件や対象場所をよく確認する。対象地が時価とのかい離が⽣じやすい商業地や⾼層
マンション等でないかどうか等。

④ 時価と評価額のかい離の程度だけでなく、税額の開差についても確認する。時価について
は、不動産鑑定評価等による確認も考慮。

⑤ 評価通達6項の適⽤のリスクがあると思われる事案は、納税者へのリスクの説明及び不動
産鑑定評価による申告も検討する。

 筆者は、評価通達6項の適⽤の有無について相談を受けた場合は、前述の3ないし4要件につ
いて上記の①〜⑤等の事実関係を基にそれぞれ強弱を3段階に分けて判定した上で総合的に判
断することとしています。もちろんケースによって異なりますが、仮に要件の1つでも⽋けて
いる場合には、適⽤が難しくなりますし、逆に3ないし4要件が揃っている場合でも、それぞ
れの程度とその重さ、更に⽴証の可否によっては適⽤できないものもあると考えています。そ



の⾒極めが難しいところですが、1⼈の⽬だけでなく専⾨家同⼠で意⾒交換を⾏うことも有益
かと思います。

(注１) 筆者は、これまでの最⾼裁の基本的考え⽅からすると国側が全⾯的に敗訴するには、上告⼈
の相当の主張と⽴証が必要であり考えにくいが、上告が受理され、弁論が再開されたことか
ら、東京⾼裁への差戻しの可能性は残っていると思慮していました。なお、本件の担当は、最
⾼裁第三⼩法廷で、同第三⼩法廷の判決には、先の所得税基本通達59－6に関する改正のきっ
かけとなった最⾼裁令和2年3⽉24⽇判決があります。

 また、本件と同様の事件で、東京地裁令和2年11⽉12⽇判決、東京⾼裁令和3年4⽉27⽇判決
があります。これは、第三⼩法廷において、本判決が出された後に「上告不受理」となっていま
す。

(注２) 判決⽂「4⑴」の「時価」の解釈と評価通達の関係を整理している部分については、「宇賀
克也著『⾏政法概説Ⅰ（第7版）』・有斐閣」318⾴以下の「解釈基準」の箇所に判⽰と同様
の「通達」の捉え⽅の記述があり参考になります。また、同319⾴以下の「裁量基準」箇所に
次のような記載があり、判決⽂「4⑴と⑵」の判決の考え⽅に関連して参考になります。

 「最⾼裁がいうように、裁量基準が、そこからの逸脱を⼀切許さないもので、裁量基準に従
わないと、訴訟においても違法として取り消されるとすると、当該裁量基準は法規命令と同じ
効果を有することになり不合理である（最判昭和43・12・24参照）。したがって、すでに設
定した裁量基準から離れることが⼀切認められないとすることは必ずしも妥当ではなく、合理
的理由があるときには、当該裁量基準を適⽤しないことが許されなければならない。また、裁
量基準が硬直的な場合には、その機械的適⽤は不合理な結果を⽣ずることになり違法とされる
こともある（東京地判昭和42・12・20⾏集18巻12号1713⾴、東京地判昭和45・3・9⾏集
21巻3号469⾴）」

 筆者は今後仮に評価通達６項事案が増加し訴訟が多発するような現象が起きたような場合に
は、「租税法律主義」と「平等原則」の関係を含め上記のような考え⽅からこれまでの結論が
⾒直される要素も秘められていると思われるので、課税庁としてもこれまで以上に慎重な対応
が求められていると考えています。

(注３) 詳細は、国税速報令和2年3⽉30⽇・第6602号及び令和2年7⽉6⽇東京税理⼠会研修会（全
国統⼀研修会）資料参照。

(注４) 今回の判決で最⾼裁判所が「特別の事情」を⽤いなかった意図は、通達の予測可能性（評価
通達の評価額が時価であること）、主観的な事情は「時価」とは関係がないとする納税者の主
張を認めなかったことに関連したものと思われますが、原審が「特別の事情」の要件として認
定した事実も、最⾼裁が「合理的な理由」の要件として認定した事実も同じで、これらの事実
は、今後、課税庁が評価通達によらない処分をする場合に必ず⽴証しなければならない事実で
あることに変わりがないと思われますので、今回の判決が実務に及ぼす影響は少ないと考えま
す。

（了）


