
第５編　家族法

第１章　親族法

第１．親族法総説

第２．婚姻

本節に該当する論点は掲載していませんが，体系を意識して学習することは有益で
あるため，節名を残しています。

第３．親子

論 点  虚偽の嫡出子出生届による養子縁組の成否
◇◆論証◆◇

養子縁組は所定の届出（799条１項，739条１項）によって法律
上効力を有する要式行為であり，かつ，強行法規と解すべきであ
るから，嫡出子の出生届をもって養子縁組の届出とみなすことは

許されないと解する。
ただし，事実上の親子関係が長年続いた場合，親子関係不存在

確認の訴えを提起することは権利濫用（１条３項）として許され
ないことがあり得る。

372 頁
第 67 問

l最判昭50.4.8
【百選Ⅲ38】

l最判平18.7.7
【百選Ⅲ28】
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論 点  無効な代諾養子縁組の追認
◇◆論証◆◇
１　15歳未満の子の養子縁組に関する法定代理人の代諾は，法定

代理に基づくものであり，その代理権の欠缺した場合は一種の

無権代理と解される。
そこで，有効な代諾を欠く場合，116条本文の類推適用によ

り，養子は15歳に達した後に追認することができ，養子縁組は
遡って有効になると解する。

２　これに対して，相続人が追認の前から嫡出子たる身分を取得
していたことを理由として，116条ただし書の類推適用を主張す
ることが許されるか。

この点について，養子縁組の追認のような身分行為について
は，同条ただし書は類推適用されないと解すべきである。

事実関係を重視する身分関係の本質に鑑み，取引の安全のた

めの同条ただし書の規定を類推適用することは，このような本

質に反すると考えられるからである。

373 頁
第 67 問

l最判昭27.10.3

l最判昭39.9.8
【百選Ⅲ39】
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論 点  利益相反行為（826条）の判断基準
◇◆論証◆◇

どのような行為が利益相反行為（826条）に当たるのか，条文上
明らかではなく問題となる。

（この点について，親権者のした代理行為の動機・目的・必要性・実
質的効果等のすべての事情を考慮して判断すべきという見解もある。

しかし，この見解によると相手方の知り得ない事情まで考慮するこ
とになるので，取引の安全が害されることとなり妥当でない。）
子の利益と取引の安全との調和の見地から，利益相反行為に当

たるかどうかは，専ら行為自体又は行為の外形のみから判断すべ

きであって，行為の動機や結果などを考慮すべきでないと解する。
※　利益相反行為に当たらない場合には，その後，法定代理権の濫用の問題を論じ

る。

「親権者が子を代理してする法律行為は，親権者と子との利益相反行為に当た

らない限り，それをするか否かは子のために親権を行使する親権者が子をめぐる

諸般の事情を考慮してする広範な裁量にゆだねられているものとみるべきであ

る。そうすると，それが子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることの

みを目的としてされるなど，親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著

しく反すると認められる特段の事情が存しない限り，親権者による代理権の濫用

に当たると解することはできない。」

　　→特段の事情がある場合には， 論 点  代理人の権限濫用（23頁）を論じる。

375 頁
第 59 問

l最判昭37.10.2
最判昭42.4.18
最判昭43.10.8

【百選Ⅲ45】など
最判解民事篇平
成４年度513頁

l最判平4.12.10
【百選Ⅲ48】
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第２章　相続法

第１．相続法総説

本節に該当する論点は掲載していませんが，体系を意識して学習することは有益で
あるため，節名を残しています。

第２．相続法各説

論 点  相続分の指定と相続債権者に対する主張の可否
◇◆論証◆◇

遺言によって相続債務についての相続分の指定（902条）が行わ
れた場合，これを相続債権者に対して主張することができるか。
被相続人の意思だけで相続債務の負担の割合を変更することは

できないこと，法定相続分の形式的画一性こそが相続的承継秩序
と取引の安全とを調和させる唯一の手段であることなどを考慮す
ると，相続分の指定は，共同相続人間の内部関係では効力を生じ
るが，債権者に対してはこれを主張することはできないと解すべ
きである。

したがって，各相続人は，相続債権者から法定相続分に従った
相続債務の履行を求められたときには，これに応じなければなら
ず，指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張すること

はできない。
逆に，相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の

効力を承認し，各相続人に対し，指定相続分に応じた相続債務の
履行を請求することは妨げられないと解すべきである。

378 頁
第 73 問

l最判解民事篇平
成 21年度（上）
237～238頁

l最判平21.3.24
【百選Ⅲ87】
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論 点  相続開始後に遺産から生じた果実の帰属
◇◆論証◆◇

相続開始後（遺産分割前）に生じた果実（賃料など）の帰属に
ついて，いかに解すべきか。

この点について，遺産分割の効力が相続開始の時に遡及する
（909条本文）以上，遺産分割によって特定の財産を取得した者は，
相続開始後に当該財産から生ずる法定果実を取得するから，遺産
たる不動産から生じた賃料債権は，相続開始の時に遡って，遺産
分割により当該不動産を取得した相続人に帰属すると考えること
もできそうである。

しかし，民法の以下のような仕組みに照らせばこのように解す
ることは妥当ではない。

まず，相続人は，相続開始の時から被相続人の財産に属した一
切の権利義務を承継し（896条本文），相続人が数人あるときは，
相続財産は，その共有に属し（898条），各共同相続人は，その相
続分に応じて被相続人の権利義務を承継（899条）するが，その後
遺産分割によって権利の帰属が決定される（907条１項２項）。

したがって，共同相続人は，相続開始の時点から遺産分割がさ

れるまで，遺産をその法定相続分に応じた持分で共有することと
なる。

この共有は，基本的には 249条以下に規定する共有（通常の共
有）と性質を異にするものではないが，その解消の方法は遺産分
割である（以下，この共有のことを「遺産共有」という）。遺産分
割には，上記のように遡及効が認められているから，遺産分割前
の遺産共有の状態は，遺産分割によって最終的にこれが解消され
るまでの暫定的・過渡的状態ということができる。

もっとも，遺産分割の遡及効は，909条ただし書によって制限さ
れて（おり，911条～913条が担保責任を追及できることとしてい
ることからも大きく制限されて）いる。そうだとすれば，遺産分

割の遡及効は，現実に共有状態が存したという事実までも無視す

378 頁

l最判解民事篇平
成 17年度（下）
567頁以下

第２章　相続法　229



るものではないというべきである。
その上で，遺産中に金銭債権その他の可分債権があるときは，

その債権は，相続開始と同時に，当然に，相続分に応じて分割さ
れて，各共同相続人の分割単独債権となる（427条）と解されてい
るから，これらは，遺産分割を経ないで，直ちに，暫定的・過渡
的状態である遺産共有が解消され，各相続人にその相続分に応じ
た分割単独債権として確定的に帰属することとなる。

以上を踏まえ，遺産共有となった財産から生じた果実の帰属に
ついて検討すると，まず，これは当該財産を使用管理して収取され
るものとなることから，遺産とは別個の，共同相続人の共有財産

であると解すべきである。そして，遺産たる賃貸不動産から生じ
た賃料債権等は，可分債権であるから，427条により，当然に分割

されて，共有者である共同相続人がその共有持分である法定相続

分に応じて，分割単独債権として取得する。さらに，遺産共有の
状態にある賃貸不動産から生じた賃料債権等について，遺産とは
別個の財産として，各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権
として取得したものとする以上，その帰属は確定したものであっ

て，遺産分割の効力を受けないものと解すべきである。
【短文】

相続人は，相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権
利義務を承継するとされているから（896条本文），相続開始時に
遺産の範囲が定まるところ，遺産たる賃貸不動産から生じた賃料
債権等は，遺産とは別個の，共同相続人の共有財産であると解すべ
きである。そして，これは，可分債権であるから，427条により，
当然に分割されて，共有者である共同相続人がその共有持分であ
る法定相続分に応じて，単独分割債権として取得する。そして，
遺産とは別個の財産として，各共同相続人が相続分に応じて分割
単独債権として取得したものとする以上，その帰属は確定したも
のであって，遺産分割の効力を受けないものと解すべきである。

l最判平17.9.8
【百選Ⅲ64】
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論 点  相続と金銭債権の帰属
◇◆論証◆◇

相続財産は，相続人全員の共有に属する（898条）とされている
が，この「共有」と249条以下の共有を別異に解する必要はない。
また，909条ただし書は，遺産分割前の相続人による持分処分を認
めることを前提としている。

そのため，金銭債権・債務は準共有状態となり，427条以下の適
用を受ける（264条ただし書）。

そうすると，性質上可分な債権（427条）については，（法定）相

続分に応じて当然に分割されると解すべきである。
実質的にも，このように解さないと，遺産分割まで権利関係が確

定せず，対債務者の関係で法律関係が複雑になり妥当ではない。

論 点  債権債務の相続～連帯債務

事 例

ＸＹが甲に対して 200万円（負担部分平等）の連帯債務を負
担していたところ，Ｘが死亡してＡＢが相続した。

◇◆論証◆◇
（ 論 点  相続と金銭債権の帰属について簡単に論証した上で）
この原則からすれば，連帯債務も可分債務である以上，相続分

に応じて当然に分割されて承継されることになる。逆に，相続人

が全額について連帯債務を負担するとなると，相続という偶然の

事情で債権者が有利な地位を得ることになってしまう。
また，債権者としては，財産分離請求（941条）を活用するなど

して，不利益を回避することができる。
以上から，ＡＢは200万円を分割して，100万円ずつ責任を負う

結果，ＡＢＹが不均等額の連帯債務を負うことになる。なお，負
担部分は，ＡＢが50万円，Ｙが100万円になる。

378 頁
第 68 問

l最判昭30.5.31

l大判大9.12.22
大決昭5.12.4
最判昭29.4.8

【百選Ⅲ65】
連帯債務につい
て最判昭34.6.19

【百選Ⅲ62】

379 頁

l最判昭34.6.19
【百選Ⅲ62】
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論 点  債権債務の相続～預金債権
◇◆論証◆◇

（ 論 点  相続と金銭債権の帰属（231頁）について簡単に論証し
た上で）

預金債権も可分債権として相続分に応じて当然に分割して承継
され，遺産分割の対象となるとも考えられる。

しかし，遺産分割の共同相続人間の実質的公平を確保するとい
う目的に照らして，具体的な遺産分割の方法を定めるに当たって

の調整を容易にする財産を遺産分割の対象とすることに対する要

請が存在する。そして，そのような財産としては現金があるとこ
ろ，預金債権は現金に近い扱いがなされているといえる。遺産分

割の実務において当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対

象とする運用が広く行われているのも，このような事情を背景と
するものである。

そして，普通預金債権についてはその特殊性（普通預金契約は，
一旦契約を締結して口座を開設すると，以後預金者が自由に預入
れ，払戻しをすることができる継続的取引契約であり，口座に入
金が行われた場合，これにより発生した預貯金債権は口座の既存
の預貯金債権と合算され，1 個の預貯金債権として扱われる（１個
の債権として同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るも
のである））ゆえに，定期預金債権については契約上分割払戻しが

制限されており，これが定期貯金契約の要素となっていることか
ら，当然分割の対象ではなく，遺産分割の対象とすべきである。
換言すれば，可分債権に当たらないものとみるべきである。

379 頁

l最大決平28.12.19
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論 点  891条５号と主観的要件の要否（二重の故意の要否）
◇◆論証◆◇

（形式的に891条５号の要件に該当することを認定して）
しかし，かかる行為は不当な利益を得る目的でなされたもので

はない。そのような場合でも891条５号は適用されるのか。
891条５号は，遺言に関する不当な干渉行為に対して相続人とな

る資格を失わせるという民事上の制裁を与える趣旨であるから，
相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄・隠匿行為
は，かかる制裁に値するほどの不当な干渉行為とはいえない。

遺言書の破棄・隠匿行為であっても，不当な利益を目的としな

い場合は，当該相続人は891条５号所定の相続欠格者には当たらな

い。

380 頁
第 68 問

l最判平9.1.28
【百選Ⅲ52】
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論 点  遺産分割協議と法定解除
◇◆論証◆◇

共同相続人の１人が，遺産分割協議によって負担した債務を履
行しなかった場合，他の共同相続人は債務不履行を理由として，
遺産分割協議を解除する（541条）ことができるか。
遺産分割は協議の成立とともに終了し，その後は協議において

債務を負担した相続人と債権を取得した相続人との間の債権債務

関係が残るだけである。また，解除を認めると，遡及効を有する
遺産の再分割（909条）を余儀なくされ，法的安定性が著しく害さ

れる。
したがって，遺産分割協議の法定解除は認められないと解すべ

きである。
ただし，共同相続人の全員が，既に成立した遺産分割協議の全

部又は一部を合意により解除した上，改めて遺産分割協議をする

ことは妨げられないと解する。
合意解除は契約の一種であるから，法定解除のように解除原因

に制限はなく，債権債務が残っていることを前提とするものでは
ないし，全員が合意している場合は，法的安定性の要請よりも法

律行為の自由の原則が優先すべきだからである。

383 頁
第 68 問

l最判平元.2.9
【百選Ⅲ69】

l最判平2.9.27

l最判解民事篇平
成２年度 323～
324頁
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論 点  共同相続人の相続回復請求権行使の可否
◇◆論証◆◇

もともと相続回復請求権（884条）は表見相続人が真正相続人の
相続権を否定し，相続の目的たる権利を侵害している場合に，真
正相続人が自己の相続権を主張して，表見相続人に対し，その侵
害を排除し，相続権の回復を請求する権利であるところ，侵害者
自身相続人であるから，真正相続人相互間で相続人の地位を回復
するという問題は生じず，消滅時効により請求が阻止されるとす
ると，かえって侵害者（共同相続人）を保護することになるとも
思える。

しかし，共同相続人の一人又は数人が相続財産のうち自己の持
分を超える部分について，当該部分の真正相続人の相続権を否定
し，その部分も自己の持分であると主張してこれを占有管理して
いる場合は，持分を超える部分に関する限り，相続人でない者が

相続人であると称して相続財産を占有管理している場合と何ら異

なるところはない。
したがって，共同相続人であることを理由として相続回復請求

権の消滅時効の適用はないと解することはできない。
もっとも，自ら相続人でないことを知りながら相続人であると

称し，又はその者に相続権があると信ずるべき合理的な事由があ
るわけではないにもかかわらず自ら相続人であると称し，相続財
産を占有管理することによりこれを侵害している者は，相続回復
請求制度の適用対象外であると解すべきである。このような者は，

一般の物権侵害者又は不法行為者に他ならず，本制度が対象とし

て考えている者には当たらないからである。
そして，このような理は，共同相続人の一人又は数人が相続財

産のうち自己の持分を超える部分について，当該部分の真正相続
人の相続権を否定し，その部分も自己の持分であると主張してこ
れを占有管理している場合にも当てはまるというべきである。

したがって，共同相続人が相続回復請求権の消滅時効を援用す

385 頁
第 70 問

l最判解民事篇昭
和53年度579頁
以下

l最大判昭53.12.20
【百選Ⅲ59】
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ることができるのは，相続権が存在しないことについて善意であ

り，かつ，相続権があると信ずべき合理的な理由がある場合に限

られる。
【短文】

884条の趣旨である法律関係の早期解決の要請は，共同相続人相
互の争いについても同じく妥当する。そこで，共同相続人間にお
いても884条が適用されると解する。

もっとも，自ら相続人でないことを知っているか，又はその者
に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由なしに自ら相続人
と称している者は，実質において不法行為者等と異ならず，消滅
時効の援用による保護を受けるに値しないから，884条による消滅
時効を援用することができないと解すべきである。
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論 点  「相続させる」旨の遺言
◇◆論証◆◇
１　「相続させる」旨の遺言の法的性格をいかに解すべきか。

遺言は遺言者の意思に沿うよう解釈すべきところ，当該相続
人も他の相続人と共同して指定された財産を当然に相続するに
もかかわらず，あえて「相続させる」旨の遺言がある場合には，
遺産分割方法の指定（908条）と解釈することが遺言者の合理的

意思に合致する。
そこで，「相続させる」旨の遺言は，遺言書の記載から，その

趣旨が遺贈であることが明らかであるか，又は遺贈と解すべき
特段の事情のない限り，遺産分割方法を指定するものであると

解すべきである。
したがって，本問遺言も，遺贈であると解すべき特段の事情

がない限り，遺産分割方法の指定といえる。
２　そして，「相続させる」旨の遺言の場合，遺産分割手続を経る

ことなく遺言の効力発生と同時に特定の相続人に特定の遺産の
権利が移転するとするのが遺言者の合理的意思といえる。また，
かかる遺言は遺産分割方法を定めた遺言であり，処分行為たる
性質を含んでいるといえる。

したがって，当該遺言において相続による承継を当該相続人
の意思表示にかからせたなどの特段の事情がない限り，遺産分

割手続を経ることなく，何らの行為を要せずして被相続人死亡

時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されると解
すべきである。

３　また，「相続させる」旨の遺言の効力を上記のように解する
と，同遺言による権利の移転は，法定相続分・指定相続分の相

続の場合と本質において異ならない。そして，法定相続分・指
定相続分の相続による権利の取得については，登記なくして第
三者に権利を対抗できる。

よって，かかる遺言の場合も相続人は登記なくして権利取得

第 69 問
387 頁

l最判解民事篇平
成３年度 224頁
以下

l最判平3.4.19
【百選Ⅲ86】

l最判平3.4.19
【百選Ⅲ86】

387 頁
第 69 問

l最判平14.6.10
【百選Ⅲ74】
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を第三者に対抗できると解すべきである。
４　「相続させる」旨の遺言の受遺者が遺言者より先に死亡した場

合，代襲相続（887条２項）が生じるか。
確かに，上記のように，同遺言による権利の移転は，法定相

続分・指定相続分の相続の場合と本質において異ならないこと
からすると，代襲相続が生じるようにも思える。

しかし，そもそも上記のような理解は，遺言書に表れた遺言
者の意思を尊重して，これに忠実な解釈をすべきことを出発点
とする。

そうだとすれば，「相続させる」旨の遺言の性質如何はさてお
き，遺言者の意思によって遺言の効力を決すべきである。

そして，遺言者は通常，遺言時における特定の推定相続人に
当該財産を相続させる意思を有するにとどまり，当該推定相続

人の代襲者に対して当該財産を相続させる意思までは有しない。
したがって，遺産を相続させるとした推定相続人が遺言者よ

り先に死亡した場合，遺言書の記載，遺言がなされた目的等か
ら，代襲者に当該遺産を相続させるとの遺言者の意思がうかが
われるような特段の事情がない限り，当該遺言の効力は失われ

るものと解する。

第 69 問
387 頁

l最判平23.2.22
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論 点  特別受益と遺留分減殺請求
◇◆論証◆◇
１　（特別受益（903条１項）にあたる旨を認定して）

そして，1044条は，この903条を準用しているから，特別受
益たる贈与については，1030条の要件に関係なく，遺留分算定
の基礎に参入されると解すべきである。

したがって，特別受益たる贈与も遺留分算定の基礎に算入さ
れる。

２　そうだとしても，特別受益たる贈与は，全部が遺留分減殺請
求の対象となるのか，それとも1030条の限度において遺留分減
殺請求の対象となるのか。

遺留分制度の趣旨は，相続財産の一定限度を遺留分権利者に

留保することで，相続人の生活を保障し，共同相続人間の不公

平を是正することにある。そして，特別受益も算定の基礎とな
るとしながら，減殺請求の対象とならないとするのでは，遺留
分を侵害された相続人は減殺の対象となる贈与がないため遺留
分相当額を確保できず，かかる遺留分制度の趣旨を没却するこ
とになる。

したがって，特別受益たる贈与は，その全部が遺留分減殺請

求の対象となると解する。
ただし，減殺の対象とすることでかえって共同相続人間の不

公平をもたらす場合もあり得るから，その後の時の経過に伴う
社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮
し，減殺請求を求めることが上記相続人に酷であるなどの特段

の事情があれば，減殺の対象とはならないと解すべきである。

389 頁

l最判平10.3.24
【百選Ⅲ93】
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論 点  遺留分減殺請求に対する時効取得援用の可否
◇◆論証◆◇

民法は遺留分減殺によって法的安定が害されることに対し一定
の配慮をしながら（1030条前段，1033条，1035条，1042条参
照），遺留分減殺請求の対象としての要件を満たす贈与について

は，それが減殺請求の何年前にされたものであるかを問わず，減

殺の対象となるものとしている（1030条後段，1031条）。また，
遺留分を侵害する贈与がされてから被相続人が死亡するまでに時
効期間が経過した場合には，遺留分権利者は時効を中断する法的

手段を有しない。
したがって，遺留分減殺請求に対して時効取得を主張すること

はできないと解すべきである。

390 頁
第 70 問

l最判平11.6.24
【百選Ⅲ100】
最判解民事篇平
成 11年度（上）
497～499頁
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論 点  遺留分減殺請求権の代位行使の可否
◇◆論証◆◇

遺留分減殺請求権は，「債務者の一身に専属する権利」（423条１
項ただし書）であって，債権者代位権の対象とならないのではな
いか。

（「債務者の一身に専属する権利」とは，権利を行使するか否か
が権利者の個人的意思に委ねられるべき権利をいうと解される。
同条項ただし書の趣旨は，債権者代位権が債務者の意思と無関係
に権利の行使を認める制度であることに鑑み，債務者の人格に対
する不当な干渉を排除する点にあるからである。

したがって，「債務者の一身に専属する権利」に該当するか否か
は，原則として債務者の意思に委ねられるべき権利か否かという
権利の性質を中心として決すべきである。もっとも，債権者代位
制度は，債務者の責任財産保全のための制度であることから，当
該権利を債権者の共同担保とすることが相当か否かという観点も
加味して，個別的に判定すべきである。）

そして，遺留分制度は，被相続人の財産処分の自由と相続人の

諸利益との調整を図るものである。すなわち，被相続人の財産処
分の自由を尊重して，遺留分を侵害する遺言もその通りの効果を
生じさせた上で，侵害された遺留分を回復するかどうかを，遺留
分権利者の自律的決定に委ねているのである（1031条，1043条参
照）。また，債務者たる相続人が将来遺産を相続するか否かは，相
続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不
確実な事柄であり，相続人の債権者は，これを共同担保として期

待すべきではない。
そうだとすれば，遺留分減殺請求権は，権利を行使するか否か

が権利者の個人的意思に委ねられるべき権利として「債務者の一

身に専属する権利」に当たり，遺留分権利者がこれを第三者に譲
渡する等，権利行使の確定的意思を有することを外部に表明した
と認められる特段の事情がない限り，債権者代位権の目的とする

390 頁
第 70 問

l最判解民事篇平
成 13年度（下）
642頁以下

l最判平13.11.22
【百選Ⅲ92】
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ことはできないと解する。
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