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第１　相続法総論
相続法は、死亡を原因とする私法関係を規律するものである。相
続とは、自然人の死亡によりその者の有した財産上の一切の権利義
務（一身専属的なものを除く）を特定の者に承継させることである
（896条）。法律の規定に従い、一定の相続人や相続分をあらかじめ
定めておいて、これによって相続させる建前を、法定相続主義とい
う。同主義における相続人を法定相続人とよぶ。
相続は、被相続人の死亡によって（882条）、被相続人の住所にお
いて開始する（883条）。

第２　相続人

［相続人］

Ａ
②死亡

Ｄ Ｃ
①死亡

Ｂ

Ｆ

Ｅ

１　意義
相続人とは、被相続人が有した財産上の権利義務を承継すべき法
的資格をもつ者をいう。

２　相続人の範囲
相続人は、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹および配偶者が相
続人となる（900条）。また、胎児も、死体で生まれたときを除
き、相続人となる（886条）。
配偶者は、相続人の中でも特別扱いされており、常に相続人とな

Ｂ
CHECK

「相続分」とは

共同相続人が相続財産の上
にもつ権利義務承継の割合を
いいます。

CHECK

相続財産に関する費用

相続財産に関する費用は、
その財産の中から支弁します
（885条１項本文）。

Ａ
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る（890条前段）。配偶者以外の相続人については、①子が第１順位
の相続人であり、②第１順位の相続人である子がいないときは直系
尊属が第２順位の相続人となり、③それもいないときは兄弟姉妹が
第３順位の相続人となる（887条１項、889条１項）。

３　相続人の欠格・廃除

⑴　相続人の欠格（相続欠格）
相続に関して不正の利益を得るために不法な行為をし、またはし
ようとした者に対しては、相続欠格者として相続権を剥奪するとい
う制裁が加えられる（相続欠格／891条）。

⑵　（推定相続人の）廃除

ア　意義
相続権を当然に否定するほどの重大な事由はないが、遺留分を
有する推定相続人の被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい
非行等により、被相続人がその者に相続させたくないと考えた場
合、被相続人の請求により家庭裁判所が審判または調停によって
相続権を剥奪するのが（推定相続人の）廃除の制度である（892
条）。

イ　対象
廃除の対象は、「遺留分を有する推定相続人」である（892
条）。遺留分を有しない兄弟姉妹（1028条）に相続させたくない
と考えた場合には、全財産を他人に贈与ないし遺贈すれば、目的
を達成することができる。したがって、兄弟姉妹は、廃除の対象
とはされていない。

４　代襲相続

⑴　意義
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄
弟姉妹が死亡し、または廃除・欠格によって相続権を失った場合
に、その者の直系卑属（兄弟姉妹の場合はその者の子に限る）が、
その者に代わってその者の受けるはずであった相続分を相続する制
度である。

CHECK

「推定相続人」とは

相続が開始した場合に相続
人となるべき者のことをいい
ます。

CHECK

被相続人は、生前に廃除請
求をするほか、遺言によって
廃除請求をすることも可能で
す（893条）。
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［代襲相続］

Ａ
②死亡

Ｄ Ｃ
①死亡

Ｂ

Ｆ

Ｅ

⑵　代襲相続の要点

代襲原因（887
条２項、889条

２項）

① 相続開始以前の相続人の死亡

② 欠格（891条）

③ 廃除（892条、893条）

被代襲者の範囲
・-被相続人の子
・-被相続人の兄弟姉妹

代襲者の範囲 ・-被代襲者の子

代襲の効果
代襲者は、本来被代襲者が受けるはずの相続分
を相続する

ア　同時死亡の場合
数人が死亡したが、その先後が不明な場合、同時に死亡したも
のと推定される（32条の２）。
同時に死亡した者の間では相続・遺贈は起こらないが、代襲原
因となる（887条２項、３項、994条参照）。

イ　再代襲相続
「再代襲相続」とは、代襲者が相続開始以前に死亡した等の事
情により代襲相続権を失った場合に、代襲者の子がさらに代襲し
て相続することをいう（887条３項）。
再代襲相続の範囲は、被代襲者の子である代襲者の子である。

CHECK

「代襲原因」について

相続の放棄は、代襲原因と
なりません。

CHECK

胎児について

886条１項により、胎児
は、相続については、すでに
生まれたものとみなされま
す。
もっとも、胎児が死体で生
まれたときは、この規定は適
用されません（ 8 8 6条２
項）。
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もっとも、兄弟姉妹の子の子は再代襲相続ができない（889条２項
は887条３項を準用していない）。

第３　相続の効力

１　意義
相続人は、相続開始の時から、帰属上の一身専属権を除き、被相
続人の財産に属した一切の権利義務を承継する（896条）。
相続人が数人いるときは、相続財産はその共有となる（898
条）。各相続人は、相続分に応じて被相続人の権利・義務を承継す
る（899条）。被相続人が所持していた財産のすべてが、原則とし
て、相続の対象となる。

２　権利義務の承継の割合

⑴　債権の共同相続

可分債権

判例は、共同相続人にその相続分の割合に応じて当然に分
割されて承継されるとする（最判昭29.4.8）
ただし、預金債権（普通預金・定期預金いずれも）につい
ては、分割されず、準共有（264）状態が存続する（最大
決平28.12.19）

不可分債権

共同相続人全員に不可分に債権が帰属し、共同相続人全員
が共同して、または、各相続人（各債権者）が共同相続人
全員（総債権者）のために、履行を請求することができる
（428条、429条）

⑵　債務の共同相続

可分債務
判例は、当然に各相続人の相続分に応じて分割されるとし
ている（大決昭5.12.4）

不可分債務
各人に不可分的に債務が帰属し、各相続人が全部について
履行の責任を負う

連帯債務
判例は、原債務は当然分割され、各共同相続人は相続分に
応じて承継した債務の範囲を負担部分とし、本来の連帯債
務者と連帯して債務を負うとしている（最判昭34.6.19）

⑶　金銭の扱い
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相
続財産として保管している他の相続人に対し、自己の相続分に相当
する金銭の支払を求めることができない（最判平4.4.10）。これは、
金銭が当然に分割帰属するのでは、遺産分割で金銭を調整に使うこ
とができなくなり不便だからである。

Ａ

CHECK

相続財産の範囲

①被相続人の一身に専属し
たもの、②生命保険金請求権
（保険金受取人として予め相
続人を指定している場合、保
険金請求権は相続人の固有財
産となる）、③生活保護受給
権、④香典・弔慰金、⑤祭祀
財産・遺骨（897条１項）
は、相続の対象となりませ
ん。

CHECK

「単独相続」・「共同相続」
とは

相続人が１人しかいない場
合を単独相続といいます。他
方、相続人が数人ある場合を
共同相続といいます。
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３　相続分

⑴　相続分の決定
各共同相続人の相続分は、まず被相続人の意思によって決められ
る（指定相続分／902条１項本文）。被相続人の指定がないとき
は、法律の規定によって定まる（法定相続分／900条、901条）。

⑵　法定相続分

相続人 法定相続分

子と配偶者
（900条１号）

子＝２分の１　配偶者＝２分の１
※-　子が数人いる場合、平等に頭割り（900条４
号本文）

直系尊属と配偶者
（900条２号）

直系尊属＝３分の１　配偶者＝３分の２

兄弟姉妹と配偶者
（900条３号）

兄弟姉妹＝４分の１　配偶者＝４分の３
※-　兄弟姉妹が数人いる場合、平等に頭割り
（900条４号本文）
※-　父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
２分の１（900条４号ただし書）

⑶　特別受益者の相続分
共同相続人のうちで、被相続人から生前に贈与を受け、または遺
贈を受けた者を特別受益者という。
特別受益者がいる場合、公平の見地から、全体の相続財産に贈与
分を加算して、ここから各自の相続分を計算し、特別受益者につい
ては、すでに受けている額を差し引いて相続分を算出する（903条１
項）。

⑷　寄与分
特別受益者とは逆に、共同相続人中に被相続人の財産形成に特別
の寄与をした者がいるときは、公平の見地から遺産の分割に際し
て、本来の相続分を超える額の財産を取得させることがある。これ
を、相続人の寄与分という（904条の２）｡

４　遺産分割（共同相続の場合）

⑴　意義
遺産分割とは、共同相続の場合において、遺産を構成する相続財
産を分割して、各相続人の単独所有とすることをいう。
相続人が数人ある場合、遺産は共同相続人の共有に属する（898
条）。しかし、それは過渡的な状態であって、相続の開始とともに
共同相続人の共有となった相続財産は、最終的には、遺産分割手続
を通して各相続人に分配されることになる。このように、分割は財

CHECK

特別受益者の相続分の算出に
ついて

民法は、特別受益者の相続
分の算出に関し、みなし相続
財産に加算すべき贈与を「婚
姻若しくは養子縁組のため若
しくは生計の資本として」の
贈与に限っています（903条
１項）。比較的少額の贈与ま
でいちいち加算していたので
は煩雑にすぎ、かえって被相
続人の意思に反することにな
るため、資本として与えられ
たものに限るという趣旨で
す。

CHECK

相続開始後の遺産の共有
は、遺産分割が行われるまで
の一時的な措置であり、原則
として、共同相続人はいつで
も自由に遺産分割をすること
ができます（907条１項）。
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産法からみると、財産の移転である。したがって、不動産では対抗
要件が必要になる。
もっとも、遺産分割は、①被相続人が遺言で相続開始時から５年
を超えない期間、遺産の分割を禁じた場合（908条）、②家庭裁判所
が特別の事由があると考え、一定の期間分割を禁じた場合（907条３
項）は、遺産分割をすることができない。

⑵　種類
遺産分割には、①遺言による指定分割（908条）、②協議分割
（相続人全員の協議による分割／907条１項）、③審判分割（相続人
の請求に基づく家庭裁判所の審判による分割／907条２項）が存在す
る。
遺言による指定分割（①）によれば、被相続人は、遺言で、遺産
分割の方法を定め（遺産分割方法の指定）、もしくはこれを定める
ことを第三者に委託すること（遺産分割方法の指定の委託）ができ
る（908条）。
もっとも、分割方法の指定があっても、遺言執行者が存在せず、
共同相続人全員の合意（協議分割）が存在する場合には、私的自治
の原則から、指定と異なる分割をすることも可能であり、この種の
分割も無効とはいえないと解されている。

⑶　効力
遺産の分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生ずる（909条本
文）。すなわち、各相続人は、遺産分割によって取得した財産を、
相続開始の時に被相続人から直接承継したものとして取り扱われる
のである。
もっとも、遺産分割は、第三者の権利を害することができない
（909条ただし書）。その趣旨は、遺産分割の遡及効を制限して、取
引の安全を図る点にある。
なお、共同相続人の１人が遺産分割前にその相続分を第三者に譲
り渡した場合、１か月以内であれば、他の共同相続人は、その価格
および費用を償還して、その相続分を取り戻すことができる（相続
分の取戻権／905条）。

５　相続回復請求権
欠格者や廃除者、まったくの他人が相続人であると称して、相続
財産を占有している場合、真の相続人は相続権を侵害されているこ
とになる。そこで、真の相続人はそのような表見相続人に対して、
侵害された相続権の回復を請求することができる。これを相続回復
請求権という。
相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害
された事実を知った時から５年間で時効消滅する。相続開始の時か
ら20年が経過したときも同様である（884条）。

CHECK

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、①現
物分割、②換価分割（代金分
割）、③代償分割（価格賠
償）と、④これらを組み合わ
せる方法の４つがあります。

CHECK

不動産に関する遺産分割前
の第三者（譲受人）は、909
条ただし書の規定により保護
され、登記があれば、譲渡人
の持分（法定相続分）を取得
したことを他の相続人に対抗
することができます（最判昭
38.2.22）。
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第４　相続の承認・放棄

１　熟慮期間
相続は財産の取得とともに債務の承継を伴うため、これを承認す
るか放棄するかは、相続人の自由であるとされる。相続人には、相
続財産を調査して、①単純承認をするか、②限定承認をするか、ま
たは③相続放棄をするかを考慮するために、自己のために相続の開
始があったことを知った時から３か月の熟慮期間を与えられる
（915条１項本文）。もっとも、いったん承認・放棄がなされる
と、熟慮期間中でも撤回することはできない（919条１項）。

２　単純承認・限定承認・相続放棄

単純承認 限定承認 相続放棄

意義
被相続人の権利
義務を無限に承
継する（920条）

相続財産の限度
で債務を弁済す
ることを留保し
て相続を承認す
る（922条）

相続人が相続の
効果を全面的に
拒否する（93 8
条）

方式

・-単純承認の意
思表示
・-法定単純承認
事由（相続人
が相続財産の
全部または一
部を処分した
とき、限定承
認も放棄もせ
ず熟慮期間を
徒過したとき
等 ） の 発 生
（921条）

①-財産目録の作
成
②-財産目録の家
庭裁判所への
提出（924条）
③-限定承認の申
述（924条）
⇒-共同相続人の
全員が共同し
てのみするこ
と が で き る
（923条）

家庭裁判所への
申述（938条）
⇒-相続放棄は、
相続開始後で
なければでき
ない

効果
遺産は相続人の
固有財産と一体
となる

遺産と相続人の
財産の独立性は
維持される

放棄者は相続開
始当初から相続
人ではなかった
ものとみなされ
る（939条）

第５　相続人の不存在

１　意義
相続人の存否不明の場合、相続財産を法人とした上で、家庭裁判
所が相続財産管理人を選出する（951条、952条）。一定の手続を経

Ｂ

CHECK

承認・放棄の取消し

承認・放棄を総則編（制限
行為能力・詐欺・強迫）・親
族編（後見）の規定によって
取り消すことはできます
（919条２項）。

CHECK

共同相続人の一部が「単純
承認」をした場合には、残り
の共同相続人は「限定承認」
をすることができません。も
はや、共同相続人全員が共同
して限定承認をすることがで
きないからです（923条）。
しかし、共同相続人の一部
が「相続放棄」をした場合に
は、その者は初めから相続人
とならなかったものとみなさ
れるため（939条）、残りの
共同相続人の全員が共同して
「限定承認」をすることがで
きます。

Ｂ
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てもなお相続人が出現しないときは、①相続人ならびに相続財産管
理人に知れなかった相続債権者および受遺者の権利は消滅し（958条
の２）、②被相続人の療養看護に努めた者等特別縁故者に対して、
その者の請求により相続財産を承継させることができる（958条の
３）。

２　民法255条との関係
255条は「共有者の一人が……死亡して相続人がないときは、その
持分は、他の共有者に帰属する」と定めている。すると、共有持分
権は958条の３の財産分与請求の対象にはならないとも考えられ
る。
共有者の１人が相続を開始し相続人がいない場合において、判例
は、共有持分は特別縁故者（958条の３）に対する分与の対象にな
り、特別縁故者もいないことが確定したときに初めて、255条により
他の共有者に帰属するとしている（最判平元.11.24）。

第６　遺言

１　意義
遺言とは、一定の方式で示された個人の意思に、この者の死後、
それに即した法的効果を与えようとする相手方のない単独行為をい
う。相続人や受遺者がいるからといって、相手方のある単独行為で
はなく、相手方のない単独行為である。
相続とは、被相続人の財産を承継することであるから、被相続人
自身がみずからの財産についての最終意思を表示した場合には、こ
れを尊重すべきである。それゆえ、遺言は相続の法定原則を被相続
人の意思によって修正したものといえる。

２　遺言の能力

未成年者 15歳で遺言することができる（961条）

成年被後見人
事理を弁識する能力の回復時において遺言する
には、医師２人以上の立会いがなければならな
い（973条１項）

被保佐人・被補助人 単独で遺言することができる（962条）

３　遺言の方式
遺言は、遺言者の死後に効力を生ずるものであるため、遺言者の
真意を明確にし、また他人の偽造、変造を防止する必要があること
から、民法で定められた方式に従わなければ無効であるとされてい

CHECK

特別縁故者に対する相続財
産の分与により処分されな
かった相続財産（残余財産）
があるときは、国庫に帰属し
ます（959条前段）。

Ａ

CHECK

例えば、自筆証書遺言は、
遺言者が、その全文、日付、
氏名を自書し、これに押印す
ることで成立します（968条
１項）。この自筆証書遺言の
日付として、「昭和41年７月
吉日」と記載された証書は、
968条１項にいう日付の記載
を欠くものとして無効とされ
ます（最判昭54.5.31）。
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る（960条）。
また、共同遺言は禁止されている（975条）。その理由は、共同遺
言が２人以上の者が同一の証書で遺言をすることであることから、
共同遺言は各遺言者の意思表示の自由を妨げること、そのうちの１
人の撤回の自由を制限すること、一部に無効原因があった場合の処
理等に複雑な法律関係が発生し解決が困難となるおそれがあること
にある。

⑴　普通方式

自筆証書遺言
（968条）

内容
遺言者が遺言書をみずから作成する（全文・日
付・氏名を自書し、これに押印する）

特徴
・-費用がかからず、証人も不要である
・-内容が不明確となりやすく、方式違反も生じ
やすい。また、紛失や変造のおそれもある

公正証書遺言
（969条）

内容
証人２人以上の立会いの下、公証人に遺言の趣
旨を原則として口授する

特徴

・-自書できない者も利用できるうえ、専門家の
関与により遺言内容の不明確や方式違反が生
じにくく、紛失、変造の心配もない
・-費用がかかるほか、証人が遺言内容を見聞き
するため遺言の内容を完全に秘密にしておく
ことができない

秘密証書遺言
（970条）

内容
公証人１人および証人２人以上の前に封書を提
出して、自己の遺言書である旨等を申述する

特徴

・-署名以外自書する必要がない。遺言の内容を
秘密にしつつ、紛失、変造の心配をなくすこ
ともできる
・-内容の不明確や方式違反が生じやすい点で自
筆証書遺言と同じである

CHECK

秘密証書によって遺言をす
るには、970条所定の方式に
従わなければなりません。
もっとも、同条の方式を欠い
たものであっても、968条所
定の方式を満たせば、自筆証
書遺言としての効力は認めら
れます（971条）。
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⑵　特別方式

危
急
時
遺
言

死亡危急者遺言
（976条）

・-疾病等により死亡の危急に迫った者が作成す
る
・-証人３人以上の立会いの下、その１人に遺言
の趣旨を原則として口授する

船舶遭難者遺言
（979条）

・-船舶遭難の場合に、当該船舶の中で死亡の危
急に迫った者が作成する
・-証人２人以上の立会いの下、原則として口頭
による

隔
絶
地
遺
言

伝染病隔離者遺言
（977条）

その所在が一
般の交通から
隔絶されてい
るため、普通
方式により遺
言をなしえな
い者のための
制度である

伝染病のため行政処分によ
り交通を断たれた場所にあ
る者が、警察官１人および
証人１人以上の立会いを
もって作成する

在船者遺言
（978条）

船舶中に在る者が、船長ま
たは事務員１人および証人
２人以上の立会いをもって
作成する

４　遺言の効力
遺言は、原則として遺言者の死亡の時から効力を生ずる（985条１
項）。①遺言能力のない者の遺言は無効であり（963条）、②所定の
方式（967条）に従わない遺言も無効となる。

５　遺言の撤回
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従ってその遺言の全部または
一部を撤回することができる（1022条）。
前の遺言と後の遺言とが抵触するときは、その抵触する部分につ
いては、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる（1023条
１項）。遺言者は、その遺言の撤回権を放棄することができない
（1026条）。

CHECK

遺言書（公正証書によるも
のを除く／1004条２項）は、
相続開始後遅滞なく、家庭裁
判所に提出して検認を受けな
ければなりません（1004条1
項）。これを怠った者は過料
に処されます（1005条）。
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６　遺贈

⑴　遺贈の意義
遺贈とは、遺言により無償で財産を与えることをいう。遺贈を受
ける者を受遺者という。
遺贈には、以下の区別がある。

特定遺贈 受遺者に特定の財産を与える遺贈

包括遺贈
遺産の全部または一部の分数的割合を与える遺贈
※-　包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する
（990条）

単純遺贈 受遺者に何らの負担を課さない遺贈

負担付遺贈 受遺者に負担として一定の義務を課す遺贈

⑵　遺贈の放棄
特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄を
することができる（986条１項）。また、遺贈の放棄は、遺言者の死
亡の時に遡ってその効力を生ずる（986条２項）。
もっとも、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するので
（990条）、自己のために相続の開始があったことを知った時から原
則として３か月以内に、単純もしくは限定の承認または放棄をしな
ければならない（915条１項）。

⑶　死因贈与との比較
死因贈与（554条）とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与
をいう。例えば、「自分が死んだら、この土地をあなたにあげる」
というような約束をする場合である。死亡を原因として相手方に財
産が移転するという点では遺贈と同様であることから、遺贈に関す
る規定が幅広く準用される（554条）。死因贈与と遺贈とでは以下の
ような違いが存在する。

CHECK

「一部の分数的割合」とは

一部の分数的割合を与える
包括遺贈とは、例えば、被相
続人の財産の３分の１を与え
るという遺贈のことをいいま
す。

CHECK

遺贈義務者その他の利害関
係人は、受遺者に対し、相当
の期間を定めて、その期間内
に承認または放棄すべき旨の
催告をすることができます
（987条前段）。
なお、受遺者が期間内に意
思を表示しなかった場合は、
承認したものとみなされます
（987条後段）。遺贈の承
認・放棄を撤回することはで
きませんが（989条１項）、
総則編・親族編の規定によっ
て取り消すことはできます
（9 8 9条２項・9 1 9条２
項）。

CHECK

包括受遺者と相続人の違い

包括受遺者は相続人そのも
のではないため、遺留分
（1028条）、代襲相続（887
条以下）の規定は適用されま
せん。
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［遺贈と死因贈与の相違点］

遺贈 死因贈与

法的性質
単独行為

受遺者の承諾不要
契約

受贈者の承諾必要

能力
15歳

（961条）
20歳（５条、４条）

代理 不可 可

方式 厳格に法定（967条以下）
遺贈の方式に関する規定は準

用されない
（最判昭32.5.21）

遺留分減
殺請求

対象となる（1031条） 対象となる（554条・1031条）

撤回 いつでも可（1022条）
書面による贈与であっても、

いつでも可
（554条・1022条）

⑷　「相続させる」旨の遺言
例えば、「甲不動産は長男Ａに相続させ、乙不動産は次男Ｂに
相続させる」というように、遺言によって、個々の相続財産の帰
属までも指定することが実際上多い。
このような「相続させる」旨の遺言の性質については、遺贈と
解する説と遺産分割の方法の指定と解する説の対立がある。判例
は、「特定の遺産を特定の相続人に『相続させる』旨の遺言は、
遺贈と解すべき特段の事情がない限り、原則として、当該財産を
当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法を指定（908条
参照）するものである」としている（最判平3.4.19）。
もっとも、遺産分割の方法の指定と解したとしても、その結
果、当該遺産は、当該相続人に遺産分割手続を通して帰属するの
か、それとも分割手続を経ることなく相続開始と同時に帰属する
のかが問題となるが、判例は、後者の立場を採用している（最判
平3.4.19）。

第７　遺留分

１　意義
遺留分とは、一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合で
あり、被相続人の生前処分または死因処分によって奪うことのでき
ないものをいう。
本来、被相続人にはみずからの財産を自由に処分する権利があ

CHECK

「遺贈」と解するか、「遺産
分割方法の指定」と解するか
の違い

まず、遺贈の場合は、相手
が相続人である必要はありま
せんが、遺産分割方法の指定
の場合は、相手が相続人でな
ければなりません。
また、遺贈の場合は、986
条１項によって放棄すること
ができますが、遺産分割方法
の指定の場合は、相続そのも
のを放棄しなければなりませ
ん。

Ａ
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る。しかし、相続制度は遺族の生活保障および潜在的持分の清算と
いう機能を有している。そこで、被相続人の財産処分の自由を保障
すると同時に、相続人の遺産に対する一定の期待を保護することと
の調和を図るため、遺留分制度（1028条以下）が置かれた。

２　遺留分権利者
遺留分を有する者（遺留分権利者）は、兄弟姉妹以外の相続人、
すなわち、①子（代襲相続人を含む）、②直系尊属、③配偶者であ
る。

３　遺留分の割合

⑴　総体的遺留分・個別的遺留分

総体的
遺留分

・-総体的遺留分とは、遺留分権利者全体に遺されるべき遺産全
体に対する割合をいう
・-遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相
続人の財産の３分の１であり（1028条１号）、その他の場合
には、被相続人の財産の２分の１である（1028条２号）

個別的
遺留分

・-個別的遺留分とは、遺留分権利者が２人以上いる場合におけ
る各人の遺留分をいう
・-その算定は1044条が準用する900条の法定相続分による

⑵　計算例
例えば、相続人が配偶者Ａ、子Ｂ、Ｃ、Ｄであれば、総体的遺留
分は、1028条２号より、被相続人の財産の２分の１となる。そし
て、Ａの個別的遺留分は、Ａの法定相続分が被相続人の財産の２分
の１（900条１号）であることから、２分の１（総体的遺留分）×２
分の１（法定相続分）＝４分の１となる。また、Ｂの個別的遺留分
は、Ｂの法定相続分が２分の１（900条１号）×３分の１（900条４
号）＝６分の１であることから、２分の１（総体的遺留分）×６分
の１（法定相続分）＝12分の１となる。

４　遺留分の放棄
遺留分は、相続の放棄と異なり、相続開始後はもちろん、相続開
始前にも放棄することができる。ただし、無制約に放棄を許すと、
被相続人の威力により相続人に放棄を強要するおそれがある。そこ
で、相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要とされて
いる（1043条１項）。
また、共同相続人の１人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺
留分には影響を及ぼさない（1043条２項）。

CHECK

兄弟姉妹には、遺留分は認
められません（1028条）。そ
のため、兄弟姉妹は廃除の対
象となりません（892条参
照）。

CHECK

相続の放棄

相続の放棄は、相続の開始
後にしなければならず（915
条１項）、相続開始前にその
意思を表示しても無効です。
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５　遺留分減殺請求権

⑴　意義
遺留分を有する相続人が実際に得た相続財産（積極財産）の額が
遺留分に達しない状態を遺留分の侵害という。遺留分を侵害された
相続人は、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈および
贈与（原則として相続開始前１年間にしたもの／1030条）を失効さ
せ、財産の返還を請求することができる（1031条）。これが遺留分
減殺請求権である。

⑵　行使の方法・順序
遺留分減殺請求は、遺留分権利者から相手方に対する意思表示に
よって行う。この意思表示は、裁判上でも裁判外でもかまわない
（最判昭41.7.14）。
減殺対象となりうる遺贈・贈与が数個あるときは、次の順序によ
る。

遺贈と贈与が
あるとき

贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺す
ることができない（1033条）

遺贈が
数個あるとき

遺贈は、遺言者が別段の意思を表示しない限り、その
目的の価額の割合に応じてこれを減殺する（1034条）

贈与が
数個あるとき

贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に
及ぶ（1035条）

⑶　遺留分減殺請求権の行使の効果
いったん減殺の意思表示がなされれば、法律上当然に目的財産の
所有権が権利者に復帰するので（形成権・物権的効力説／最判昭
41.7.14等）、すでに受遺者、受贈者に引渡しがなされているとき
は、所有権に基づいて返還を請求することができる。

⑷　遺留分減殺請求権の消滅時効
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺す
べき贈与または遺贈があったことを知った時から１年間行使しない
ときは時効によって消滅する（1042条前段）。相続開始の時から10
年を経過したときも同様である（1042条後段）。

CHECK

債権者代位権との関係

遺留分減殺請求権は、遺留
分権利者が権利行使の確定的
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（例えば、遺留分減殺請求
権を第三者に譲渡したなど）
がある場合を除き、債権者代
位権の目的とすることができ
ません（最判平13.11.22）。

CHECK

遺産分割協議の申入れ

判例は、被相続人の全財産が
相続人の一部の者に遺贈された
場合において、遺留分減殺請求
権を有する相続人が、遺贈の効
力を争うことなく、遺産分割協
議の申入れをしたときは、特段
の事情のない限り、その申入れ
には遺留分減殺の意思表示が含
まれるとしています（最判平
10.6.11）。

CHECK

判例は、遺言者の財産全部
についての包括遺贈に対して
遺留分権利者が減殺請求権を
行使した場合、遺留分権利者
に帰属する権利は、遺産分割
の対象となる相続財産として
の性質を有しないとしていま
す（最判平8.1.26）。
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１ Ａには子Ｂ及びＣがおり、Ｂには子Ｄがいる。Ｂを廃除する旨の審判が確定し

た後にＡが死亡した。この場合、Ｄは、Ｂを代襲せず、Ａの相続人とはならな

い。 

× 被相続人の子が相続開始以前に廃除によって相続権を失った場合、その者の子 

について代襲相続が開始する（民法 887 条２項本文）。したがって、本肢の場 

合、Ｂの子Ｄは、Ｂを代襲するため、Ａの相続人となる。 

 ［司法書士平成 23 年］ 

 

２ Ａには子Ｂ及びＣがおり、Ｂには子Ｄがいる。Ａが死亡し、Ｂは、相続を放棄

した。この場合、Ｄは、Ｂを代襲してＡの相続人となる。 

× 相続放棄による相続権の喪失は、代襲原因ではない（民法 887 条２項本文参照）。

したがって、本肢の場合、Ｄは、Ｂを代襲してＡの相続人とはならない。 

 ［司法書士平成 23 年］ 

 

３ Ａには子Ｂ及びＣがおり、Ｂには子Ｄがおり、Ｄには子Ｅがいるが、Ｃには配

偶者も子もおらず、また、Ａを除き生存している直系尊属もいない。Ａ、Ｂ及

びＤが死亡した後に、Ｃが死亡した。この場合、Ｅは、Ｂ及びＤを代襲せず、

Ｃの相続人とはならない。 

〇 本肢のとおりである。被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合、再代襲相続 

はできない。兄弟姉妹の代襲相続について定める民法 889 条２項は、民法 887 

条３項を準用していないからである。そのため、被代襲者が被相続人の兄弟姉 

妹である場合の代襲者は、被代襲者の兄弟姉妹の子に限られる。したがって、 

本肢の場合、Ｅは、Ｃにとって兄弟姉妹であるＢの孫に当たるので、Ｂおよび 

Ｄを代襲せず、Ｃの相続人とはならない。 

 ［司法書士平成 23 年］ 

 

４ 使用貸借の借主が死亡すると、その相続人は使用借主となる。 

× 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う（民法 599 条）。したがって、

使用貸借の借主の相続人は、使用借主の地位を相続しない。 

 ［司法試験平成 21 年］ 
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５ 被相続人が買主の詐欺により不動産を売り渡したが、その売買契約を取り消さ

ずに死亡したときは、相続人は、これを取り消すことができない。 

× 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（民法 896 条本文）。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限り

でない（民法 896 条ただし書）。ここにいう「権利義務」には、所有権などの物

権、債権・債務のほか、取消権などの形成権なども含まれる。この場合、その

相続人は、詐欺を理由に当該売買契約を取り消すことができる。 

 ［司法試験平成 21 年］ 

 

６ 遺産である貸金債権は相続人全員が共同してのみ行使することができる。 

× 相続財産中の可分債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に

応じて権利を承継する（最判昭 29.4.8）。 

 ［司法試験平成 19 年］ 

 

７ 不動産の引渡義務を相続した場合、いずれの相続人も当該不動産の引渡義務を

負う。 

〇 本肢のとおりである。相続された債務が「不動産の引渡義務」のように不可分 

債務である場合には、各相続人が全部について履行の責任を負う（大判昭 

10.11.22）。 

 ［司法試験平成 19 年］ 

 

８ 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理

を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、そ

の財産の管理を継続しなければならない。 

〇 本肢のとおりである。相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となっ

た者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同

一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない（民法 940 条１

項）。 

 ［司法試験平成 23 年］ 
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９ 被相続人に対する傷害致死により刑に処せられた者は相続人となることはでき

ないが、被相続人に対する殺人予備により刑に処せられた者は相続人となるこ

とができる。 

× 「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡する

に至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」は、相続人とな

ることができない（民法 891 条１号）。891 条１号により相続欠格者とされるた

めには、殺人の既遂・未遂・予備により刑に処せられたことを要する。被相続

人等を死亡させても、傷害致死や過失致死の場合はこれに当たらない（大判大

11.9.25）。 

 ［司法書士平成 14 年］ 

 

10 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴又は告発をしなかった者であって

も、自己の兄が殺害者であるために告訴又は告発をしなかったときは、相続人

となることができる。 

× 「被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴をしなかっ

た者」は、相続人となることはできない（民法 891 条２号本文）。ただし、その

者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族で

あったときは、この限りでない（民法 891 条２号ただし書）。自己の兄は傍系血

族であるから、その者は、相続人となることができない。 

 ［司法書士平成 14 年］ 

 

11 熟慮期間中の相続人は、固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産

を管理しなければならない。 

〇 本肢のとおりである。相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもっ

て、相続財産を管理しなければならない（民法 918 条１項本文）。ただし、相続

の承認または放棄をしたときは、この限りでない（民法 918 条１項ただし書）。

したがって、熟慮期間中の相続人は、固有財産におけるのと同一の注意をもっ

て、相続財産を管理しなければならない。 

 ［司法試験平成 19 年］ 
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12 相続人Ａが相続放棄をしたことにより相続人となったＢが相続の承認をした場

合であっても、Ｂの承認後にＡが相続財産を費消した場合には、Ａは単純承認

をしたものとみなされる。 

× 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部も

しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録

中に記載しなかったときには、相続人は、単純承認したものとみなされる（民

法 921 条３号本文）。ただし、その相続人が相続放棄をしたことによって相続人

となった者が相続の承認をした後は、この限りでない（民法 921 条３号ただし

書）。したがって、本肢の場合、Ａは、単純承認をしたものとみなされない。 

 ［司法試験平成 19 年］ 

 

13 相続人が数人あるときは、限定承認は、相続人全員が共同してしなくてはなら

ない。 

〇 本肢のとおりである。相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同して

のみ、限定承認はすることができる（民法 923 条）。 

 ［司法試験平成 19 年］ 

 

14 遺贈は、その目的物が遺言書作成の時において遺言者の財産に属しなかったと

きは、その効力を有しない。 

× 遺贈は、その目的物である権利が遺贈者の死亡の時において相続財産に属しな

かったときは、その効力を生じない（民法 996 条本文）。ただし、その権利が相

続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認めら

れるときは、この限りでない（民法 996 条ただし書）。 

 ［司法書士平成 24 年］ 

 

15 公正証書によって遺言をするには、少なくとも一人の証人の立会いがなければ

ならない。 

× 公証証書によって遺言をするには、「証人２人以上の立会いがあること」が必要

である（民法 969 条１号）。 

 ［司法試験平成 20 年］ 
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16 推定相続人Ａの配偶者と子は遺言の証人になることができないが、Ａの兄弟姉

妹は遺言の証人となることができる。 

〇 本肢のとおりである。自筆証書遺言の場合を除き、遺言をするには、それぞれ

の遺言の方式に応じて一定数の証人または立会人の存在を要する。①未成年者、

②推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、③公証人

の配偶者、４親等内の親族、書記および使用人は、遺言の証人または立会人と

なることができない（民法 974 条）。したがって、本肢の場合、推定相続人Ａの

配偶者と子（直系血族）は遺言の証人にあることができないが、Ａの兄弟姉妹

（傍系血族）は遺言の証人となることができる。 

 ［司法試験平成 20 年］ 

 

17 公正証書による遺言を除き、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞

なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 

〇 本肢のとおりである。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、

これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない（民法 1004

条１項前段）。この規定は、公正証書による遺言については、適用しない（民法

1004 条２項）。 

 ［司法試験平成 20 年］ 

 

18 不相当な対価をもってした建物の売買契約で、当事者双方が遺留分権利者に損

害を加えることを知ってしたものについて遺留分権利者がその減殺を請求する

ときは、遺留分権利者は、相手方に対し、その対価を償還する必要はない。 

× 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加

えることを知ってしたものに限り、贈与とみなされ（民法 1039 条前段）、遺留

分減殺請求権の対象となる（民法 1031 条）。この場合において、遺留分権利者

がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない（民法 1039

条後段）。 

 ［司法試験平成 25 年］ 
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19 相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければ効力を

生じない。 

× 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、

その効力を生ずる（民法 1043 条１項）。これに対し、相続開始後における遺留

分の放棄は、家庭裁判所の許可なくして可能である。 

 ［司法試験平成 25 年］ 

 

20 遺贈は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その目的の価

額の割合に応じて減殺し、贈与は、後の贈与から順次前の贈与に対して減殺す

る。 

〇 本肢のとおりである。遺贈は、その目的の価格の割合に応じて減殺する（民法

1034 条本文）。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その

意思に従う（民法 1034 条ただし書）。また、贈与の減殺は、後の贈与から順次

前の贈与に対してする（民法 1035 条）。 

 ［司法試験平成 25 年］ 

 

21 共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分に影響を及

ぼさない。 

〇 本肢のとおりである。共同相続人の１人がした遺留分の放棄は、他の各共同相

続人の遺留分に影響を及ぼさない（民法 1043 条２項）。すなわち、ある遺留分

権利者が放棄をしたからといって、他の共同相続人の遺留分が増加するわけで

はなく、被相続人の自由に処分できる財産が増加するだけである。 

 ［司法試験平成 25 年］ 
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