
事例� 遺言の執行

【登場人物】 乙川太郎（依頼者・受遺者）、甲野太郎（遺言者・故人）、山

田弁護士（遺言執行者）、井上弁護士、木下司法書士

山田弁護士は、遺言者甲野太郎さんの遺言の受遺者である乙川太郎さんの遺言執行

者選任申立てにより、当該遺言の遺言執行者に選任されました。

甲野太郎さんの遺言の内容は、相続人以外の第三者に全ての財産を遺贈するという

ものです。

相続財産調査によると、相続財産は不動産・貴金属等動産・銀行預貯金債権・上場

会社株式があることが判明しました。

山田弁護士は、これから個別財産ごとに各執行行為を行っていこうとしています。

� 執行を要する事項と要しない事項

◆弁護士間での執行を要する事項の打合せ

井上弁護士「山田先生、遺言事項の実現には執行行為が必要なものとそうでない

ものがあるようですが、執行行為が必要とされているものにはどの

ようなものがあるのでしょうか。」

山田弁護士「遺言事項の中で執行行為が必要なものは、推定相続人の廃除や取消

し、遺贈、認知などがそれに該当します。」

井上弁護士「では、対して執行行為が必要でないものにはどのようなものがある

のでしょうか。」

山田弁護士「相続分の指定、遺産分割の方法の指定、未成年後見人の指定、遺言

執行者の指定などが該当します。」

【ＰＯＩＮＴ】

被相続人の死亡による遺言の効力発生と同時に実現する遺言事項については、特に

遺言内容を実現する別段の行為は必要ではなく、執行行為は不要になります。

⑴ 執行行為を必要としない遺言事項

執行行為を必要としない遺言事項は、次のとおりになります。

① 未成年後見人・未成年後見監督人の指定（民839①・848）
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② 相続分の指定・指定の委託（民902）

③ 特別受益の持戻し免除（民903③）

④ 遺産分割の方法の指定・指定の委託（民908）

⑤ 遺産分割の禁止（民908）

⑥ 相続人担保責任の指定（民914）

⑦ 遺留分減殺方法の指定（民1034）

⑧ 遺言執行者の指定・指定の委託（民1006①）

⑨ 遺言の撤回（民1022）

⑵ 執行行為を必要とする遺言事項

対して、執行行為を必要とする遺言事項は次のとおりになります。

① 認知（民781②）

② 推定相続人の廃除又は取消し（民893・894）

③ 祭祀承継者の指定（民897①）

④ 遺贈（民964）

⑤ 一般財団法人の設立（一般法人158②）

⑥ 信託の設定（信託�）

⑦ 生命保険金の受取人の指定・変更（保険法44）

� 相続させる遺言

◆弁護士間での遺言執行者としての対応の検討

井上弁護士「山田先生、今回のケースでは遺贈でしたが、相続人に相続させる、

という内容の遺言も多くありますよね。その場合に遺言執行者とし

ての対応は同じなんでしょうか。」

山田弁護士「相続させる遺言について執行行為の余地があるかどうかの問題です

ね。判例によると、相続させる遺言の場合、遺言書に記載された遺

産は何らの行為を要せずして直ちに相続人が確定的に取得するとさ

れてます。その意味では執行の余地はなく、遺言執行者としてする

ことがないようにも思えます。ただ、事案の内容や遺産の性質によ

っては遺言執行者の執行行為が必要になる場合や関与したほうがい

い場合もあり得るので、法的性質に捉われず、対応を考えるべきと

私は考えています。」

Ｂモデル 事例� 遺言の執行 157



【ＰＯＩＮＴ】

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言の法的性質については、遺言

者の記載から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がな

い限り、遺産分割の方法の指定であるとされ、遺言書に記載された遺産は、何らの行

為を要せず被相続人死亡の時点で直ちに指定された相続人が確定的に取得することに

なります（最判平�・�・19判時1384・24）。

したがって、相続人が被相続人死亡の時点で直ちに遺産を確定的に取得するという

ことは、名義変更手続についても指定を受けた相続人が単独で行うことができますの

で、遺言執行者としての執行行為を行う余地がないように思われます。

しかし、上記判例とは別の判例において、相続させる旨の遺言が即時の権利移転の

効力を有するからといって当該遺言の内容を具体的に実現するための執行行為が当然

に不要になるというものではない（最判平11・12・16判時1702・61）、と判断されており、

遺産の性質、事案の内容によっては遺言執行者が執行行為を行う必要がある場合もあ

ります。

遺言書に記載された遺産について、遺言書で指定された相続人以外の相続人が自己

のために名義移転手続をしているといったような遺言の実現を妨害される事態が生じ

たときは、遺言執行者は当該妨害を排除し、遺言の内容を実現するために必要な行為

を行うことができ、また、行うべきであると解されます。

「相続させる」旨の遺言であったとしても、執行行為の余地はないと即断すること

は避け、事案ごとに慎重に考慮し、関与の要否についても相続人と協議して行うこと

が望ましいといえます。

一方、「相続させる」旨の遺言は、指定された相続人が遺言者よりも先に死亡した場

合は、その代襲相続人に相続させる意思があったと解される場合を除いて当然に失効

するとされています（東京地判平�・�・13金判983・44）。

したがって、この場合には遺言の効力自体が失効している以上、何らの執行行為も

できないことになりますので注意が必要です。

� 遺 贈

◆弁護士間での受遺者特定方法の相談

井上弁護士「山田先生、今回のケースでは受遺者からの依頼でしたので、受遺者

の調査という作業は要しませんでしたが、例えば遺言を発見した相
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続人からの依頼等の場合は、受遺者に関する調査も必要になってき

ますよね。」

山田弁護士「そうです。受遺者が存在するかどうかまず調査しなければなりませ

ん。そもそも、受遺者が先に死亡している場合は遺贈の効力は発生

せず、相続人が通常どおり相続することになります。その場合に

は、遺言執行者としては、相続人に対して受遺者不存在の通知を行う

必要があるでしょう。また、受遺者は存在するけれども所在不明で

あるときは、不在者財産管理人の選任申立てをしなければなりませ

ん。したがって、遺言執行者として受遺者以外の者から依頼を受け

た場合は、速やかに受遺者に関する調査をしなければなりません。」

【ＰＯＩＮＴ】

受遺者の存在・不存在は遺言執行に大きく影響を及ぼしますので、遺贈に関する遺

言の遺言執行者に就任した場合は速やかに受遺者に関する調査を行う必要がありま

す。

遺言の効力発生時において既に受遺者が死亡している場合は、遺贈の効力は発生し

ないことになります（民994）。したがってその場合は、相続人が通常どおり相続するこ

とになります（民995）ので、その旨相続人に通知し、当該遺言に関する遺言の執行は終

了することになります。

また、通常、受遺者は遺言書において住所、氏名、生年月日等で特定されているこ

とが多いですが、記載不備等で受遺者が特定できない場合もあり得ます。

記載不備があっても、遺言執行者として遺族や近親者からの事情聴取等で受遺者の

特定に努めるべきではありますが、どうしても受遺者の特定ができない場合は、受遺

者不存在として取り扱わざるを得ません。

こうした受遺者不存在の場合は、受遺者不存在として取り扱い、そのため遺言執行

不能であることを相続人に通知し、当該遺贈に関する遺言の執行を終了させることに

なります。

対して、受遺者の存在は判明したものの、その所在が不明であるにすぎない場合は、

受遺者不存在には該当しません。

この場合は、受遺者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に不在者財産管理人の選

任申立てを行い、選任された不在者財産管理人に対して遺贈の手続を行うことが必要

になります。

Ｂモデル 事例� 遺言の執行 159



山田弁護士「負担付遺贈の受遺者が負担義務を履行しない場合は、相当の期間を

定めて履行を催告することができ、それでも履行しない場合は家庭

裁判所に対して遺言の取消しを請求することができます。遺言執行

者として負担義務の履行がない場合は、催告、取消請求を行うべき

でしょう。」

【ＰＯＩＮＴ】

負担付遺贈の受遺者が負担義務を履行しない場合、相続人は相当の期間を定めて履

行を催告することができます（民1027）。

当該催告をなしたにもかかわらず、期間内に履行がない場合、相続人は家庭裁判所

に対して遺言の取消しを請求することができます（民1027）。

遺言執行者は、相続人全員の代理人として、負担付遺贈の受遺者が負担を履行しな

いときは、上記履行の催告・遺言の取消審判申立てを行うべきといえます。

� 不動産の執行

◆不動産の執行における弁護士と司法書士との連携

井上弁護士「山田先生、いよいよ具体的に各財産について遺言執行していく段階

になりましたね。まずは不動産について名義変更が必要ですね。登

記手続が必要ですが、いかがいたしましょう。」

山田弁護士「いつもお世話になっている司法書士の木下先生にお願いしようと考

えています。木下先生に連絡して、木下先生の事務所に資料を送っ

ておいてもらえますか。費用と必要書類の確認も忘れずにしておい

てくださいね。」

井上弁護士「了解いたしました。」

＊ ＊ ＊

井上弁護士「もしもし、木下先生ですか。弁護士の井上です。いつもお世話にな

っております。実は当方が遺言執行者となって遺言執行を進めてい

る案件がありまして、その中で不動産の名義変更が発生しますので

登記手続をお願いしたくてご連絡させていただきました。資料をＦ

ＡＸさせていただきますので、また費用と必要書類等お聞かせいた
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参考書式

〇遺贈による所有権移転登記の申請書

登 記 申 請 書

登記の目的 所有権移転

原 因 平成○年○月○日 遺贈

権 利 者 大阪市城東区○○町四丁目�番�号

乙川太郎

義 務 者 大阪市北区○○町四丁目�番�号

亡甲野太郎

添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報又は登記済証 印鑑証明書

住所証明情報 代理権限証明情報

平成○年○月○日申請 ○○法務局 ○○出張所

代理人 大阪市西区○○町一丁目�番�号

司法書士 木 下 栄 作

電話番号 ��−○○○○−○○○○

課税価格 金○○○○円

登録免許税 金○○○○円

不動産の表示

所 在 大阪市北区○○町四丁目

地 番 �番�号

地 目 宅地

地 積 ○○．○○㎡

不動産価格 金○○○○円

所 在 大阪市北区○○町四丁目

家 屋 番 号 �番�号

種 類 居宅

構 造 木造スレート葺�階建

床 面 積 �階 ○○．○○㎡

�階 ○○．○○㎡

不動産価格 金○○○○円
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� 遺贈と登記

◆司法書士から依頼者（受遺者）への登記の必要性の説明

乙 川 太 郎「初めまして、弁護士の山田先生、井上先生にご紹介していただいて、

こちらに来させていただきました。本日は登記に必要な書類と、検

認済の遺言書も持ってきました。」

木下司法書士「初めまして、この度はよろしくお願いいたします。」

乙 川 太 郎「ところで先生、遺言は遺言者の死亡時に効力発生すると聞きました

が、登記はやはりするべきなのですか。」

木下司法書士「ええ、登記は第三者に対する対抗要件を具備するためにも、必ずし

ておくべきです。遺贈の登記をする前提として、他に登記が必要に

なってくる場合もありますが、遺言執行者が選任されている場合

は、それらも遺言執行者の職務権限内としてできるので、ご心配は

いりませんよ。」

【ＰＯＩＮＴ】

� 登記と対抗要件

特定遺贈の目的物が不動産である場合、受遺者がその権利の取得を登記なくして第

三者に対抗できるか否かについて、判例は、遺贈は意思表示によって物権変動の効果

を生ずる点で贈与と異なることはないから、遺贈が効力を生じた場合においても、遺

贈を原因とする所有権移転登記がされない間は完全に排他的権利変動を生ぜず、不動

産の二重譲渡などの場合と同様、登記なくして第三者に対抗することはできないとさ

れています（最判昭39・�・�判時369・20）。

これに対し、包括遺贈の場合は相続人と同一の権利義務を有するとされていること

（民990）、相続による権利取得自体には民法177条の適用がないと解されていること等

から、包括遺贈については相続登記の場合と同様、対抗問題は生じないのではないか

と考えられます。しかし包括遺贈に関しては、戦前には登記不要説を採用したものも

ありますが（大判昭�・�・29評論全集24・150（民法））、最高裁判所の判例はなく、近年の

高裁判例には登記必要説をとったものが現れており（大阪高判平18・�・29判時1963・77）、

これが判例の傾向と考えられます。

なお、遺言執行者がある場合には、相続人の処分権は制限され（民1013）、これに反し

て相続人が勝手に処分したときは、当該処分行為は絶対的に無効と解されていますの
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で、受遺者は登記なくして第三者に対抗できます。よって遺言執行者がある場合に登

記が問題となるのは、例えば、被相続人ＡがＢに遺贈する旨の遺言を残して死亡した

場合、その遺贈の登記未了の間にＡの相続人の�人であるＣの債権者Ｄが、Ｃに代位

して、相続人全員のために相続登記を経由した上で、Ｃ持分について差押えの登記を

したような場合です。この場合、Ｂは登記なくして遺贈による所有権取得を第三者Ｄ

に対抗できなくなります。

� 遺贈の前提としての登記

⑴ 表題登記のみで所有権の登記のない不動産がある場合

この場合は、直接受遺者名義で所有権の保存登記をすることができず、被相続人

（遺贈者）名義の所有権保存登記を経由した上で、遺贈を登記原因とする受遺者への

所有権移転の登記を申請することになります。

⑵ 遺贈の前提としての登記名義人住所変更（更正）登記

遺贈者の最後の住所と登記記録上の住所が異なる場合には、遺贈による移転登記の

前提として、別途登記名義人住所変更（更正）登記が必要です。

この場合、申請人は遺言執行者からでも、遺贈者の相続人（相続人全員又は保存行

為としてその�人から）のいずれからでも差し支えなく、また、受遺者も債権者代位

により所有権登記名義人変更登記を申請することができます（登研145号）。

⑶ 遺贈の目的不動産につき相続登記がされてしまった場合

遺贈の対象となった不動産につき誤って相続登記がされてしまった場合に、遺言執

行者と受遺者が共同して、相続人から直接受遺者へ遺贈による所有権移転登記はでき

ない（昭44・10・31民事甲2337）ため、相続登記を抹消した上で、改めて遺言執行者が遺

贈義務者として、受遺者との共同申請により遺贈を登記原因とする受遺者への所有権

移転の登記を申請しなければなりません。

� 清算型遺贈にかかる登記手続

遺言の内容が、遺言者の財産を直接受遺者に帰属させるのではなく、これを売却し

た上でその代金を受遺者に分配するいわゆる清算型遺贈の場合、遺言執行者が遺言者

名義の不動産を売却して買主のために所有権移転登記をするには、その前提として相

続による所有権移転登記をする必要があります（昭45・10・
民事甲4160）。これは、遺言

者が死亡してから当該財産を処分するまでの間、不動産は相続人に帰属するという考

えに基づくものです。

この相続登記及び売買による所有権移転登記の申請は、いずれも遺言執行者の職務

権限に含まれます。さらに、相続人が不存在の場合において清算型遺贈の遺言がある
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場合は、遺言執行者は相続財産管理人を選任するまでもなく、単独で相続財産法人名

義とする登記をした上で、売買による所有権移転登記を申請することができます（登

研619号219頁）。

� 動産の執行

◆弁護士間での動産執行の打合せ

井上弁護士「山田先生、今回のケースでは動産としては貴金属があるようです

が、他に高価な絵画や自動車等の動産がある場合はどのように遺言

執行を進めていくことになるのでしょうか。」

山田弁護士「遺言執行者の役割として、遺贈を受けた人が遺贈対象物について対

抗要件を備えるよう手配していくことになります。動産の対抗要件

は引渡しですので、受遺者に対して引渡しを行うことになります。

自動車等登録制度があるものについては移転登録手続もしなければ

なりません。」

【ＰＯＩＮＴ】

動産が遺贈された場合、遺言者の死亡により受遺者はその権利を取得しますが、権

利取得を第三者に対抗するためには対抗要件を備える必要があります。

動産については、引渡しが対抗要件になりますので、遺言執行者の引渡義務の履行

により引渡しを受ければ対抗要件を備えたことになります（民178）。

留意すべきは、立木や自動車等登記や登録制度が存在する動産があり、この場合に

は登記や登録を備えなければ対抗要件を備えたことにはなりません。

動産については登記、登録制度の有無について調査を怠らないようにしましょう。

また、自動車の場合には、自動車が盗難されその上で交通事故等が発生したときは、

運行供用者責任があり、第三者に対して損害賠償等の問題が発生する可能性がありま

すので、その保管には十分留意しなければなりません。

� 債権の執行

◆弁護士間での債権執行の打合せ

井上弁護士「山田先生、今回の相続財産には預金債権があります。この執行につ
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いてはどのように進めていくことになりますでしょうか。」

山田弁護士「預金の名義を変更する方法と、遺言執行者が受遺者に代わって自ら

払戻しを受け、受遺者に対して引き渡す方法があります。どちらの

方法で行うかは受遺者と協議の上で行う必要があります。」

【ＰＯＩＮＴ】

預金の遺贈は、預金の金額に着目した遺贈と考えることができますので、遺言執行

者において預金を解約し、払戻しを受けた上で受遺者に引渡しを行うことが可能で

す。

ただし、定期預金の場合に中途解約を行うと適用金利が変わることがありますの

で、払戻しをするか名義変更をするかについては受遺者と十分協議して行うことが肝

要です。

預金の解約・払戻しの手続については各金融機関によって取扱いが異なる場合があ

りますので、事前に各金融機関の窓口に確認しておくことが肝要です。

一般的に金融機関から求められる書類としては、次のものがあります。

① 遺言書の原本・写し

② 遺言者の除籍謄本（除籍全部事項証明書）

③ 預金証書

④ 遺言執行者の資格を証する書面

家庭裁判所による選任の場合は選任審判書謄本

⑤ 遺言執行者の印鑑証明書

預金の払戻しについては、金融機関によっては遺言執行者が存在する場合でも相続

人全員の同意や戸籍を求めてくることもあります。しかし、遺言執行者に対して銀行

が預金を払い戻した行為が債権の準占有者への弁済として有効とした判例もあります

（東京高判平11・
・18金判1068・37）ので、遺言執行者としては相続人全員の同意がなく

ても払戻しに応じるよう交渉すべきです。

また、東京地裁平成24年�月25日判決（判時2147・66）では、不動産の場合と異なり、

特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があった場合でも、遺言執行者は単独で銀行

に対して払戻しをすることができると判示しました。

当該判例において、その理由として、不動産について単独で登記手続を認めている

法務局の場合と異なり、特定の預金を「相続させる」旨の遺言があっても銀行の取扱

いとして全ての相続人に相続届を記載させ、全員の印鑑証明書の添付を求めることが
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あり、「相続させる」旨の遺言があっても相続人全員の手続協力がなければ預金の払戻

し等を行うことができない場合があるので、遺言執行者に預金の払戻し請求を認めて

遺言執行を行わせる実益があり、当該行為は民法1012条に定める「遺言の執行に必要

な一切の行為」に含まれるとしました。

特定の相続人に相続させる遺言については遺言執行の余地の問題で、銀行から遺言

執行者に権限があるのかという問題提起をされたときに、上記判例は大きな根拠とな

るといえます。

10 株式の執行

◆弁護士間での株式執行の打合せ

井上弁護士「山田先生、株式についての遺言執行はどのように進めて行くのでし

ょうか。」

山田弁護士「今回のケースでは上場株式なので、証券会社に対して名義書換手続

をして、口座振替の申請をすることになります。」

【ＰＯＩＮＴ】

平成21年�月
日の株券電子化の実施によって、上場株式の譲渡・移転は、株式振

替制度に基づき証券会社等に開設された口座間の振替えによって行われることにな

り、名義書換えについては振替機関から発行会社への通知に基づいて行われることに

なります（社債振替152）。

したがって、上場株式の名義書換手続は、証券会社等に対して口座振替の申請を行

うことによってすることになります。

非上場株式の場合は、株券が発行されているかいないかによって若干異なってきま

す。

株券発行会社の場合は、株式名義書換請求書に株券を添えて、受遺者の住所氏名が

わかる書類（住民票等）と印鑑証明書を添付して会社に名義書換えの請求を行います。

株券不発行会社の場合は、株券の代わりに遺言書の写しを添付して名義書換えの請

求を行うことになります。
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事例� 遺留分減殺請求権の行使

【登場人物】 甲野二郎（依頼者・相続人）、山田弁護士、井上弁護士

本モデル「事例�」において、調査では、不動産が3,000万円、（弁護士法）23条照

会の結果、預金が1,000万円と判明し、これに基づき井上弁護士が通知書案を作成して

います。甲野二郎さんは、再び事務所を訪問し、内容を確認しているところです。

◆弁護士から依頼者（相続人）への行使方法の説明

井上弁護士「遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺するべき贈与又は遺贈があ

ることを知った時から�年で時効にかかりますので、本通知書で、

遺留分の減殺の意思表示を行っています。�年以内に到達時期を明

らかにするために、配達証明付内容証明郵便にて相手方に請求いた

します。内容証明案を作成いたしましたので、ご確認ください。」

甲 野 二 郎「ありがとうございます。」

山田弁護士「今回は、相続させるという遺言になっていますので、相手方は、遺

言執行者を介さずに権利を移すことができます。目的物も他の方に

譲渡された形跡がありませんので、一郎さんを相手方として請求す

ることとなります。（弁護士法）23条照会で、相続開始時の財産を調

査いたしましたが、請求書には、被相続人の全財産を明らかにする

ように、付け加えております。ご確認ください。」

甲 野 二 郎「はい。確認いたしました。こちらの書面で交渉いただきますようよ

ろしくお願いいたします。」

【ＰＯＩＮＴ】

� 行使の時期、相手方

遺留分減殺の意思表示は、相続開始及び減殺するべき贈与又は遺贈があったことを

知った時から�年以内で時効消滅し、かつ相続開始から10年以内で除斥期間にかかり

ます（民1042）。

請求は、遺留分権利者及び遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人、

特定承継人などの承継人から（民1031）、原則として、遺留分を侵害している受遺者、受

贈者、その包括承継人に対して行います。例外的に行為当時、遺留分権利者に損害を
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与えることを知っていた受贈者の特定承継人や権利設定者にも行うことが可能です

（民1040①ただし書・②）。

遺留分減殺請求後に受贈者が目的物を第三者に譲渡した場合、行使後の第三者にさ

らに減殺請求することはできません。遺留分の限度で復帰する共有関係について対抗

問題になるため、持分権の登記がない場合、目的物の譲受人に対してこれを対抗する

ことができなくなります。

遺留分減殺請求権は行使上の一身専属性を有することから、代位行使は認められて

いません（最判平13・11・22判時1775・41）。

遺留分減殺の意思表示の方法について定めはなく、裁判外での行使も可能です。到

達したこと及び到達時期を立証するため、通常は内容証明郵便を利用します。

調停の申立書に遺留分減殺の意思表示を記載する場合は、申立書の写しが相手方に

送付されるのみ（家事手続256①）で、送達されるわけではありません。意思表示の到達

及びその時期を明確にする点でも、訴訟外で内容証明郵便による方法が確実でしょ

う。

� 減殺の順序・対象

減殺の対象となる被相続人の処分行為が複数ある場合、まず、遺贈から減殺し、そ

の後遺留分が満たされない場合は、贈与を減殺することとなります（民1033）。

遺贈が複数ある場合、遺言者が別段の意思を示していない限り、その遺贈も目的の

価額の割合に応じて減殺することとなります（民1034）。なお、いわゆる相続させると

する遺言は、遺贈と同様に解されているため、遺贈と同順位で減殺することとなりま

す。

贈与が複数あるときは、減殺額に達するまで、新しい贈与から古い贈与へと遡って

減殺の対象とします（民1035）。同時期の贈与が複数ある時は価額の割合に応じて減殺

となります。不動産の贈与の先後については、契約時基準で判断します。

死因贈与の順位に関しては、遺贈に準じて扱うとした東京家裁昭和47年�月28日審

判（判時676・55）と、遺贈の次に最も新しい贈与として減殺するとした東京高裁平成12

年�月�日判決（判時1753・57）とがあります。事案により、依頼者に有利な見解で主張

することとなる場合が多いと思いますが、依頼者に対するリスク説明は怠らないよう

注意が必要です。

受贈者が無資力の場合の損失は遺留分権利者の負担となります。無資力の場合で

も、他の贈与に対して減殺請求することはできません（民1037）。

遺留分権利者は、減殺するべき対象物件を選択して減殺請求することはできません
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（東京地判昭61・・26判時1214・116）。

また、減殺の対象となるのは、その遺贈や贈与が受遺者又は受贈者の遺留分額を超

えている部分だけになります（最判平10・�・26判時1635・55）。

� 行使の効果と請求の方法

遺留分減殺請求権の行使により、遺留分を侵害する贈与や遺贈は、侵害の限度で失

効します。その結果、贈与や遺贈が未履行のときは履行義務を免れて、既に履行して

いるときは、返還を請求することができます。行使の結果、贈与や遺贈の目的物は、

受遺者又は受贈者との共有となります。

減殺請求を受けた者は、現物返還することが原則となりますが、減殺を受けるべき

限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還義務を免れ

る価額弁償を選択することも可能です（民1041）。

価額弁償については、受遺者が単に価額の弁償をなすべき旨の意思表示をしただけ

では足りず、価額の弁償を現実に履行するか、価額の弁償のための履行を提供して、

初めて現物返還義務を免れることになります（最判昭54・�・10判時942・46）。

一方、遺留分権利者は、受遺者が価額弁償の意思表示を示した場合に、依然現物返

還を請求することができますが、それに代わる価額弁償請求を行使することも可能と

なります（最判平20・�・24判時1999・73）。価額弁償がなされるときの目的物の価額の算

定は、現実に弁償がなされる時を基準とし、訴訟ではこれに最も接着した時点として

事実審の口頭弁論終結時とされています（最判昭51・�・30判時826・37）。

遺留分減殺請求前に、受贈者が贈与の目的物を第三者に譲渡した場合や第三者のた

めに権利を設定した場合には、受贈者は遺留分権利者に対してその価額を弁償しなけ

ればならないと規定され（民1040）、受遺者の場合にも類推適用されています。この場

合の価額弁償の評価時は、目的物の譲渡時の評価額としています（最判平10・�・10判時

1636・49）。
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参考書式

〇遺留分減殺請求に関する通知書

通 知 書

前略 当職は、甲野二郎氏（以下「通知人」といいます。）の代理人として、以下のご通

知をいたします。

父亡甲野太郎氏（以下「太郎氏」といいます。）は、平成○年○月○日に死亡したとこ

ろ、遺言をもって貴殿に対し、全財産を相続させました。その結果、相続人である通知

人の遺留分は侵害されました。通知人は、�分の�の遺留分を有する者であります。

よって、通知人は、本書をもって、貴殿に対し上記遺留分につき減殺請求をいたしま

す。なお、遺留分減殺請求の協議においては、取得された財産を明らかにされるようよ

ろしくお願いいたします。

平成○年○月○日

大阪市北区○○町�−�−�

山田法律事務所

甲野二郎代理人弁護士 山田太郎

電話 ��−○○○○−○○○○

ＦＡＸ ��−○○○○−○○○○

大阪市西区○○町�−�−�

甲野一郎 殿

草々
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事例� 遺留分減殺請求と税務

【登場人物】 井上弁護士、田中税理士

本モデル「事例�」において、調停が行われ、調停委員の説得もあって、次回期日

において、藤田不動産鑑定士事務所の不動産評価額に近い金額で合意ができそうです。

調停条項案の作成を行う際に、山田弁護士の指示で、井上弁護士が田中税理士に税務

上の注意点を確認しているところです。

◆税務問題についての弁護士と税理士との連携

井上弁護士「田中先生、いつもお世話になっております。山田の方からお話があ

ったかと思いますが、今回遺留分減殺の調停がまとまりそうでして、

税務上の注意点をお教え願えればと思います。」

田中税理士「遺留分の減殺請求が行われた場合の注意点として挙げられる税務上

の問題は、相続税の申告によって相続税額が確定した後に遺留分の

減殺請求が行われたときです。」

井上弁護士「どうして相続税額が確定した後に遺留分の減殺請求が行われたとき

は税務上の問題が発生するのですか。」

田中税理士「有効な遺言に基づいて財産を取得し、相続税の申告を行った者に対

し、他の遺留分権利者が減殺請求を行いその履行を受ければ、申告

した内容の相続財産と相続税額に異動が生じるからです。」

井上弁護士「確かにそうですね。そうなると、税務手続が必要となるのでしょう

か。」

田中税理士「そうです。遺留分の減殺請求を受けた者は、既に確定した相続税額

が過大となるため、相続税の還付手続である更正の請求をすること

ができます。反対に、遺留分の減殺請求により財産を取得したこと

で新たに相続税の申告義務が生じた者は、相続税の期限後申告書を

提出することができます。また、既に相続財産を取得していたこと

で相続税の申告書を提出していた者が、遺留分の減殺請求により更

に財産を取得すれば、既に確定していた相続税額に不足が生じるの

で、修正申告書を提出することができます。」
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井上弁護士「先生、できる、ということはどういうことでしょうか？義務ではな

いのですか？」

田中税理士「相続税法上では、先ほど申しました手続規定を設けています。しか

し、遺留分の減殺請求によって当初申告の額と異なることとなって

も、相続人相互間で合意をし、相続人の間で移動した税額分の金銭

等を授受すれば、実務上、これらの事後的な手続をとらなくても一

向にかまいません。」

井上弁護士「そうなんですか。では、相続人相互間で移動した税額分の金銭をや

りとりすれば、特に申告する必要がないのですね。」

田中税理士「そのとおりです。ポイントは相続人の全員の同意が得られるか、そ

れと、税額分の金銭等の授受ですね。」

井上弁護士「わかりました。」

田中税理士「ただし、もし、今回のケースですと一郎さんが更正の請求をした場

合は、二郎さんは、期限後申告をしなければならず、その申告がな

ければ、税務署長において決定処分がなされますので、ご注意くだ

さい。」

【ＰＯＩＮＴ】

� 申告後に遺留分減殺請求があった場合の税務手続

遺留分の減殺請求があった場合の税務上の問題は、相続税の申告によって相続税額

が確定した後に、他の遺留分権利者から遺留分の減殺請求が行われたときに生じます。

これは、被相続人が遺した適法な遺言に基づいて、相続人や受遺者が相続財産を取

得し、相続税の申告を既に行っていますから、この後に、他の遺留分権利者から減殺

請求があり、その履行により、相続財産と相続税額に異動が生じれば、既に申告した

相続税額に過不足が生じるからです。

この場合のとるべき税務手続は次のとおりです。

① 遺留分の減殺請求を受けた者

既に確定した相続税額が過大となるため、更正の請求をすることができます（相

税32①三）。手続期限は、遺留分の減殺請求に基づき返還又は弁償すべき額が確定し

たことを知った日の翌日から�か月以内です。

② 遺留分の減殺請求をしたことで財産を取得し、新たに相続税の申告義務が生じた

者
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納付すべき税額が生じるため、期限後申告をすることができます（相税30①）。手

続期限の定めはありませんが、申告が無い場合、税務署長による決定が行われます。

③ 既に相続財産を取得していたことで相続税の申告書を提出していた者が、遺留分

の減殺請求により更に財産を取得した場合

既に確定した相続税額に不足が生じるため、修正申告をすることができます（相

税31①）。手続期限の定めはありませんが、申告が無い場合、税務署長による更正が

行われます。

� 実務上の対応

相続税法上は前記のような手続規定を設けていますが、遺留分の減殺請求があって

相続税額に異動が生じても、相続人相互間で合意し、異動した税額分を金銭等で授受

すれば、更正の請求と期限後申告・修正申告をする必要はありません。

ただし、遺留分の減殺請求を受けた者が相続税の還付を受けるために更正の請求を

した場合は、その減殺請求をした者に相続税額の納付義務が生じるため、期限後申告

又は修正申告をしなければなりません。この申告が無い場合、税務署長による決定又

は更正が行われます（相税35③）。
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