
するものではないとして、訴えの利益を欠くとしました。

この最高裁の判断により、裁判所の見解が権利性を否定した立場にたったというこ

とができるでしょう。今後、特別縁故者として財産分与請求の審判がなされる前に生

じた問題を検討するに当たり、参考になる判例です。

第２ 特別縁故者の範囲

1 被相続人と生計を同じくしていた者

民法958条の3は、「前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相

続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特

別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全

部又は一部を与えることができる」と規定し、「被相続人と生計を同じくしていた者」、

「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」に対

し相続財産を分与することができると定めています。

「被相続人と生計を同じくしていた者」は、生計同一者といわれ、特別縁故者と認

められる者の例示として記載されたものと考えることができます。

生計を同じくするとは、被相続人と家計を同じにして生活していたことをいいます。

親族が同一の家屋に起居している場合は生計同一者の典型的な事例です。これらの

親族は、親族が明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、

生計を同一にするものとしてよいでしょう。

一方、勤務地、大学などの修学、又は療養上の都合等である親族が、他の親族と日

常生活を共にしていない場合であっても、勤務、修学等の余暇において、他の親族の

下で生活していると認められる場合や親族間において、生活費、学資金、療養費等の

送金が行われている場合は、生計を同一にするものと考えられます。

例えば、両親から子が学費や学生生活の仕送り等をもらっている場合、生計を同一

にしているといえます。また、父母が介護施設等に入所している場合であっても、療

養費等を子が負担している場合、生計を同一にしているといえるものと考えます。

(1) 「被相続人と生計を同じくしていた者」の類型

「被相続人と生計を同じくしていた者」の類型としては、①法律的な親族関係はな

いが、実質的に親族同様の関係にある者、②親族関係にあるが、相続人とされていな

い者、③親族関係にない全くの他人に分けられます。

それぞれ生計を同一にした場合に特別縁故者に当たるかどうかが問題となります。
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前記①の類型は、内縁の配偶者や事実上の養子などで生計を同一にする者の典型例

となります。

前記②の類型は、伯父（叔父）伯母（叔母）のように近親であっても相続人となっ

ていないという関係で、これらの者が生計を同一にしていたような例があります。ま

た、継親子関係では、現行法は姻族1親等の親族となりますが、養子縁組等がなされな

ければ法律上の親子関係になく、また現行法では相続関係が生じないこととなります。

そのため、生計を同一として生活していた場合に、特別縁故者の事例として現れる場

合があり、この場合、継親子関係も同類型に当たることとなります。

生計を同一にしていた親族でかつ唯一の法定相続人であった者が相続放棄を申述し

たところ、清算後相続財産が残ったという例も、相続放棄後は相続人ではなくなりま

すので、この類型に当たるということができます。

前記③の類型では、親族に比べて事例は少ないものの、後記の判例のように親族関

係にない者が生計を同一にしていたという例が見受けられます。

(2) 分類別にみる判例

ア 法律的な親族関係はないが、実質的に親族同様の関係にある者

前記(1)①の類型の代表例は、内縁の配偶者や事実上の養子です。

ａ 内縁の配偶者を特別縁故者と認定した代表例

まず、内縁の配偶者を特別縁故者と認定した代表的な判例は、次のとおりです。

① 30年以上内縁関係を結び生活を共にし、被相続人の唯一の身よりの者として葬儀

を営み菩提を葬う等をしていた内縁の妻に対し、民法958条の3の規定に基づき、相

続財産の分与をした事例（東京家審昭38・10・7判タ165・179）（ 類型1 【3】）

② 被相続人が死亡するまで約22年間事実上の夫婦として共に生活していた内縁の妻

（法律上の婚姻をしなかったのは、当時被相続人が戸主であり、申立人は法定推定

家督相続人であった関係から容易に婚姻届を出すことができなかった。）について

民法958条の3に定める特別縁故者に該当するとして遺産の全部を与えた事例（千葉

家審昭38・12・9家月16・5・175）（ 類型1 【2】）

③ 約24年間被相続人と死亡直前まで夫婦として同棲生活をしてきて、子どもは生ま

れず、婚姻届は出さなかったものの、被相続人と生計を同じくしていた内縁の妻を

特別縁故者と認定し、被相続人の所有していた家屋とともに、家屋の敷地の賃借権

を分与した事例（岡山家審昭46・12・1判タ291・378）（ 類型1 【1】）

以上のとおり、内縁関係においては、婚姻届を提出せず、法律的な婚姻関係はない

ものの、長期間の同棲生活により生計を同一にしていることの認定がされるため、こ

の類型の典型例となっています。
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ｂ 内縁の配偶者の特別縁故者性を否定した代表例

ただし、次の判例のように、内縁関係について愛人関係維持のためであった場合、

又は重婚的内縁関係にあった場合などの事例で公序良俗の観点から特別縁故者性を否

定されたものもあるため、反公序良俗性が強い事例では内縁関係にあっても特別縁故

者に当たらないとされる可能性がある点に注意が必要です。

① 被相続人に対し相当多額の援助をしたとしても、それが妾関係維持のためである

場合は、同出捐者を被相続人の特別縁故者と認めるのは相当でないとして特別縁故

者に対する相続財産分与申立てを却下した事例（東京家審昭46・6・21判タ279・380）

② 妻がありながら被相続人と17年余りにわたって同棲していた者を、生計を同じく

した者に形式的に該当しているものといえないことはないけれども、被相続人の特

別縁故者として相続財産を分与することは、公序良俗に反する法律状態の延長ない

し継続を認容するに等しく、民法90条、家事審判法1条の目的に反し、相当でないと

した事例（水戸家土浦支審昭53・2・13家月30・8・69）

③ 被相続人と重婚的内縁関係にあった者は被相続人と10数年にわたって男女関係を

持ち、その間約4年間同棲し、死亡当時療養看護をなし、葬儀を喪主として行い、そ

の供養もしているので、形式的には民法958条の3の被相続人と生計を同じくしてい

た者に該当するといえなくはないが、同人に対し特別縁故者として相続財産を分与

することが、公序良俗に反する法律状態の延長ないし継続を認容することとなると

して、相続財産分与の申立てが却下された事例（東京高決昭56・4・28東高民報32・4・103）

（ 類型2 【4】）

ｃ 事実上の養子を特別縁故者と認定した代表例

次に、事実上の養子について特別縁故者と認定した代表的な判例は次のとおりです。

① 被相続人死亡前申立人は同人を幼時は実父と信じ、成長後は養父として慕い、被

相続人もまた申立人を事実上の養女として、互いに過去30有余年間共同生活により

苦楽を共にしてきたものであることなどの事実の下、30有余年の間被相続人の事実

上の養女として、その養育看病を受けてきた病弱の姪に対して相続財産の全部を与

えた事例（大阪家審昭40・3・11判タ185・197）

② 被相続人と起居を共にし、その財産の維持管理に当たってきた内縁の夫の養子に

ついて、被相続人とは、事実上の養親子関係として生計を共にしてきたと認定し、

相続財産全部を分与した事例（熊本家天草支審昭43・11・15判タ241・267）

以上のとおり、事実上の養親子関係においては、生活の基盤を同一にしている状況

にある場合が多く、生計を同一にしているとされる事例が多くみられます。
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イ 親族関係にあるが、相続人とされていない者

前記(1)②の類型の代表例は、伯父（叔父）伯母（叔母）の関係、継親子関係です。

ａ 伯父（叔父）伯母（叔母）等を特別縁故者と認定した代表例

まず、伯父（叔父）伯母（叔母）の関係での代表的な判例は次のとおりです。

① 被相続人の生前、生計を共にし、その療養看護に努めたほか、親代りとして一切

の世話をし、死後は祭祀を主宰し、相続財産の管理、保存、納税の支払をなしてき

た叔父に被相続人の特別の縁故者として相続財産を分与した事例（岡山家玉野出審昭

38・11・7判タ166・227）（ 類型6 【1】）

② 被相続人との親密な親族関係、年少のころより同居して被相続人の身の回りの世

話を行っていたなどの生活状況、療養看護の実情からみて、申立人が、被相続人と

生活を同じくしかつ療養看護に努めてきた者として、被相続人の叔母を特別縁故者

と認定し、知事の許可のあることを条件として、農地を与えた事例（大阪家審昭39・3・

28判タ173・229）（ 類型6 【2】）

③ 被相続人宅へ同居し、同家の家事一切の世話をし、被相続人の農地を耕作するこ

とにより生計の一端を担っており、被相続人の療養看護に尽くし、葬儀、年忌、被

相続人の亡夫及び亡母の年忌も営んでいる被相続人の叔母を特別縁故者と認め、農

地法5条による知事の許可を条件として実質上宅地となっている農地を与えた事例

（大阪家審昭41・11・28判タ219・203）（ 類型4 【5】・ 類型6 【3】）

以上の判例のように、伯父（叔父）伯母（叔母）は、相続人とはならないものの、

親族間でも、近しい間柄であるため、同居し、生計を同一にするという事例も多く見

受けられるところです。

ｂ 継親子等を特別縁故者として認定した代表例

次に、継親子関係の代表的な判例は次のとおりです。

① 被相続人の父と婚姻後、費用の半分程を出し土地家屋を購入新築し、名義上は先

妻の子である被相続人の所有物として登記し、被相続人の死後、自己の財産をもっ

て、被相続人の債務、葬儀費用、本件不動産の固定資産税の立替払をなした被相続

人の継母を特別縁故者に該当するとして、遺産である不動産全部を与えた事例（京

都家審昭38・12・7判タ170・270）（ 類型7 【1】）

② 40余年に渡り、父の後妻である被相続人と社会観念上の親子として一家族を構成

し、現住家屋で同居し、世話をして、療養看護に努めた継子を被相続人と生計を同

じくし又は療養看護に努めたものとして特別縁故者に該当するとした事例（大阪家

審昭40・12・18（昭40（家）4905））

以上のとおり、継親子関係においては、生活実態としては社会観念上の親子関係が
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認められる場合が多く、法律上の親子関係が形成されていない場合は、生計を同一に

する者として特別縁故者と認定される場合があります。

ｃ 継子の子等を特別縁故者として認定した代表例

なお、継子の子との関係で、被相続人が、被相続人の継子夫婦と長く同居して生活

し、実親子同然の関係にあった同夫婦の間の長女として生まれた継子の子を実の孫同

様に慈しみ、同夫婦と共に養育に当たった事例で継子の子を特別縁故者と認定した判

例（東京家審昭47・1・19家月25・3・98）（ 類型7 【3】）もあるところです。

ウ 親族関係にない全くの他人

親族関係にはない全くの他人が被相続人と生計を同じくしていた者として特別縁故

者と認められた事例は多くありません。判例集には未登載ですが、失業対策事業の日

雇人夫仲間である被相続人と同人が死亡するまで約12年間生活を共にし、かつ同人の

療養看護に努めた者を特別縁故者と認定した相続財産を付与した判例（東京家審昭47・

6・13判例集未登載）（ 類型11 【1】）があります。なお、親族関係にない全く他人の場合、

生計同一とまではいえないが、精神的・財産的援助を行っていたケースは想定される

ところであり、このケースでは、「その他被相続人と特別の縁故があった者」として特

別縁故者といえるかどうかが問題となります。

2 被相続人の療養看護に努めた者

民法958条の3は、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努

めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」に対し相続財産を分与すること

ができると定めており、「被相続人の療養看護に努めた者」とは、「被相続人と生計を

同じくしていた者」と同様、特別縁故者と認められる者の例示として記載されたもの

と考えることができます。

(1) 「被相続人の療養看護に努めた者」の類型

ア 療養看護として何を行ったかという観点からの検討

ここにいう「療養看護に努める」とは、何らかの疾病に罹患した状態にある者に対

し、療養・看護の全部あるいは一部を行うことということができます。しかし、実際

には、完全看護の病院に入院している、施設入所しているなどの事情から、療養・看

護そのものを行うことはないが、療養看護の周辺部分を行ったという事案が多数みら

れます。

このように、療養看護自体を行っていない場合であっても、直ちに特別縁故者に該

当しないということにはなりません。「療養看護に努めた者」に、あるいは、「療養看

護に努めた者」に準じるとして「その他被相続人と特別の縁故があった者」に該当し、
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第２ 未認知の非嫡出子・事実上の養親子関係

類型

３
未認知の非嫡出子で、認知があれば相続でき

る立場であった例

1 総 論

(1) 未認知の非嫡出子と特別縁故者

婚姻関係にない男女間に生まれた嫡出でない子については、その父又は母がこれを

認知することができる（民779）とされ、認知された子は、出生に遡って親子関係に認め

られる効果が発生します（民784）。

非嫡出母子関係は分娩の事実により当然に効力が生じるため、母の認知は不要です

が（最判昭37・4・27判タ140・67）、父子関係を生じさせるためには、認知が必要となりま

す。そのため、父による認知のない非嫡出子は、生理上親子としての血縁を持ってい

たとしても、法律上は親子ではなく、相続人となりません。

本類型では、認知があれば唯一の被相続人の相続人となっていたが、認知がないた

め相続人とならない者が特別縁故者として財産分与の請求を行う事例を取り扱ってい

ます。この類型では、①被相続人の未認知の非嫡出子である場合と、②被相続人の非

嫡出子ではないが、被相続人の死亡時に既に亡くなった兄弟姉妹の非嫡出子であった

り、被相続人の死亡時に既に亡くなった父の非嫡出子であるなど親子関係について認

知があれば相続人や代襲相続人となっていた場合の2パターンがあります。

特に前記①のパターンでは、このような関係を持つ者が法律上の親子関係を持たな

いまま、現実には、子や事実上の養子として親の下で育てられ、その後、親の療養看

護に努めるなどの日常生活関係を有するようになる場合も有り得るところです。

この場合は、生計の資本が同一の者又は療養看護に努めた者として、特別縁故者の

相続財産分与を求めることとなります。

これらの関係にない場合は、親族間のつながり、特に、認知された場合は、相続人

となっていた者であったという自然的血族関係の濃さを主張し、「その他被相続人と

特別の縁故があった者」として特別縁故者の財産分与を請求することとなります。

もっとも、父の死亡から3年を経過するまでは、子、その直系卑属、これらの者の法

定代理人（民787本文）が父、父の死亡後は検察官を被告として認知の訴えを提起するこ

とができます（なお、嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は認知によって初

めて発生し、非嫡出子は認知によらずに父子関係存在確認の訴えを提起できない（最
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判平2・7・19判時1360・115）とされています。）。

そのため、前記①のパターンで、未認知の父親が亡くなった場合は、認知の訴えに

より、子として相続人の地位を取得する方法が通常の対応ではないかと思われます。

また、財産の承継だけを考えれば、被相続人が生前に遺言書を作成し、遺贈により解

決する事例も多いように思われます。そのため、本類型で特別縁故者が問題となるの

は、非嫡出子が死後の認知請求ができなくなるという特殊な事情がある場合に限定さ

れるところです。

一方、前記②のパターンでは、認知請求できない特殊な事情がある場合だけでなく、

被相続人の死亡時に、代襲相続の前提となる被相続人の父又は被相続人の兄弟姉妹の

死亡から3年以上経過していたため認知請求できなくなった場合も想定されるところ

です。

(2) 「その他被相続人と特別の縁故があった者」として請求する場合の留意点

判例が現れるのは、前記(1)①のパターンで生計同一者又は療養看護に努めた者と

して請求する場合ではなく、生前に面識や交渉のなかった場合で、自然的血族関係の

濃さのみで、「その他被相続人と特別の縁故があった者」と認めてよいかについて積極

的に解する見解と消極的に解する見解に分かれています。

通常の親族の事例の場合、民法958条の3に例示する2つの場合に該当するに準ずる

程度に被相続人との間に具体的かつ現実的に精神的・物理的に密接な交渉があり、相

続財産の全部又は一部をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろう

と認められる程度に特別な関係があった者であることが必要とするのが裁判例の傾向

となっています。

もっとも、後記2【1】の決定では、「自然的血族関係が認められる場合には、そのこと

自体、切り離すことのできない因縁であって、縁故関係は相当濃いものと認めるのが

相当」として、これを積極的に評価し特別縁故者と認定しています。

認知がなされていたら唯一の相続人として相続財産を取得できる立場にあった点は

重要な要素と思料されるところです。非嫡出子のまま認知ができなかった特殊な事情

もある場合が多い類型ですので、これを考慮すれば、面識や交渉がない場合でも、総

合的な事情によれば「その他被相続人と特別の縁故があった者」と認めてよいとする

傾向にあるようです。

なお、後記2【2】の審判例のように、財産の具体的な分与においては、親族関係が被

相続人の財産形成に寄与した程度等を考慮し、相当な額にとどめる判断をしていると

ころですので、額の決定にあっては、被相続人との交渉、親族関係の具体的な影響の

度合いなどが考慮されているところです。
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2 審判例・判例の検討

本類型には、次のような判例や審判例があります。

【1】 認知があれば実妹として被相続人の遺産を相続できる地位にありながら社

会的地位に対する配慮から認知を遮られた者が特別縁故者に当たるとされた

事例 （大阪高決昭44・12・24判タ255・317）

（関係図）

亡母

Ａ

亡父

Ｂ Ｃ

Ｙ Ｘ1

（被相続人） （抗告人）
Ｂの未認知の子

Ｘ2 Ｙの元女中で、25年間身辺の世話

Ｘ3 Ｙと10年間の交際

Ｘ4 ∼ Ｘ9 Ｙの叔父・叔母

（その他特別縁故者に当たるとされた者）

（認定事実）

※被相続人Ｙは、兄が自殺し、これを悲観した母も病死したことから精神的に大きな衝

撃を受け、これに起因し人間嫌い、厭世的、潔癖な性格を作り上げた。

※被相続人Ｙは、親戚知人との付合いを極度に煩わしく思い、転居して以降音信不通の

状態が続き、子どもを作ることは一種の罪悪だとしてこれを嫌い、老後のことは金さ

えあれば困らない、結婚は愛情によって結ばれるもので形式にこだわる必要はないと

考えていた。

※抗告人Ｘ1は、被相続人Ｙの父Ｂから有価証券の贈与を受けたが、これは抗告人Ｘ1の

母Ｃが認知を請求しないとか、相続財産について何らの請求もしないとかいう約束で

いわゆる手切金として授受されたものではなく、母子の生活費、抗告人Ｘ1の養育費と

して支払われたもので、抗告人Ｘ1はＢの世間体もあり被相続人Ｙとは面識、交渉でき

る立場になかった。

（相続財産等）

・利息を含めて4,400万円

（裁判所の判断）

現実に遺産分与を許すべきかどうか、分与を許すとしてその額をいかにするかは、「家

庭裁判所は被相続人の意思を忖度、尊重し、被相続人と当該縁故者の自然的血族関係の

有無、法的血族関係に準ずる内縁関係の有無、生前における交際の程度、被相続人が精
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神的物質的に庇護恩恵を受けた程度、死後における実質的供養の程度その他諸般の事情

をしんしゃくしてこれをなすべきである。」として、特に自然的血族関係が認められる場

合について「そのこと自体、切り離すことのできない因縁であって、縁故関係は相当濃

いものと認めるのが相当であり、具体的実質的な縁故の有無のみにより決すべきではな

いと解される。」と判断し、「特別縁故者が多数存在する場合には、諸般の事情を考慮し

てそれが特別縁故者と認められる限りそれらの者全員に対し分与が許されたとしてもそ

れはやむを得ないとしなければならない。」として、抗告人Ｘ1・Ｘ2、相手方Ｘ3∼Ｘ9に

ついて特別縁故者であることを認めた。

分与額について、抗告人Ｘ1について600万円、抗告人Ｘ2について1,000万円、相手方

Ｘ3について1,000万円、相手方Ｘ4∼Ｘ9について各300万円の分与額を認めた。

（コメント）

原審判において判断された分与額が不服であるとする抗告事件で、分与額の訂正がさ

れたというものです。抗告人Ｘ1が叔父叔母よりも高く評価されたのは、被相続人とは

面識交際がなかったとはいえ、被相続人Ｙの父Ｂの認知があれば実妹として被相続人の

遺産を相続できるという地位にありながらＢの社会的地位に対する配慮から認知を遮ら

れたものであって、実質的には唯一人の異母妹であるとともに、分与の対象となる財産

がＢの遺した財産の変形とみられることを考慮に入れたことによるところです。

【2】 認知があれば異母弟として被相続人の遺産を相続できる地位にありながら

未認知であったため相続権を持たない者が特別縁故者に当たるとされた事例

（神戸家審昭51・4・24判時822・17）

（関係図）

Ａ男の妄

Ｙ

（被相続人）

（その他特別縁故者に当たるとされた者）

Ｃ女 Ａ男 Ｂ女

Ｘ1

Ｘ2 Ｙの5親等の血族

Ｘ3 ∼ Ｘ5 Ｙの執事兼秘書役の承継人

Ｘ6 ∼ Ｘ9 Ｙの5親等の血族

Ｘ10 Ｙが経営者又は代表者となっていた学校法人

Ｘ11 Ｙが賛同していた財団法人

Ｘ12 Ｙの付添看護婦

（申立人）
非嫡出子・未認知
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（認定事実）

〇明治40年3月26日

以後

申立人Ｘ1は、子どもの頃、被相続人Ｙと何回か会ったこと

があるが、Ａ男死亡後、被相続人Ｙと没交渉。

※申立人Ｘ1は、被相続人Ｙの異母弟で、同人と2親等血族の関係にあり、本来ならば配

偶者及び子らの直系卑属がいない被相続人Ｙの相続人であるが、父Ａ男の認知を受け

ていないために、法的には相続権者になれない。

（相続財産等）

・預金43口座（普通預金2口座・定期預金41口座、総額約15億200万円余）

・株式33銘柄、43万株余、帳簿価額（券面額）合計約3,700万円余

・什器備品合計約140万円

・土地63筆、地積合計約7,000坪、帳簿価額合計約9億4,600万円余

・建物16棟、延建坪合計約980坪、帳簿価額合計約1,500万円余

（なお、総額は不動産を帳簿価額どおり評価し、また株式を券面額のみで計算する等し

ても、約26億円余にもなる莫大なものであった。昭和50年5月30日時点で、昭和48年度

の公示価格、最寄地点価格等を参考にして土地の評価額を試算した場合、約50億円）

（裁判所の判断）

申立人Ｘ1、被相続人Ｙには、格別の具体的、実質的な縁故関係は存在せず、形式的（法

的）には相続権を有しないけれども、実質的には相続人に該当する親族の場合には、身

分関係の存在のみによって被相続人との間の特別縁故関係を肯定し、分与額については

以下のように限定的に判断した。

すなわち、申立人Ｘ1は明治40年頃からは被相続人Ｙと全く没交渉で、被相続人Ｙの死

亡時までその消息も知らなかった上、明治40年以後被相続人Ｙの消息を知ろうとしたり、

あるいは同人との面接交際を求めようとした事実はうかがえず、一方、生前相続財産の

処分について申立人Ｘ1の存在を考慮していたような事実は見当らず、また被相続人Ｙ

がこれ程の資産家になるについては、父Ａ男の財産の存在も特に当初においては一原因

になったものとは思われるけれども、それ以上に被相続人Ｙの資質、努力等によるとこ

ろが大であったと考えられ、したがって、分与の対象となる相続財産は必ずしも父Ａ男

の遺産の変形とは見られ難い等の事情が認められるため、「特別縁故関係の内容をもっ

て、申立人への分与額が他の全ての特別縁故者へのそれよりも多く評価されなければな

らないと解するのは相当とは思われず、結局、申立人へ分与すべき額は、相続財産の内

容、他の特別縁故者への分与額等も考慮したうえで、金5,000万円をもって相当と解す

る。」と判断した。

その他の特別縁故者と認定された者の分与額は、次のとおりである。

Ｘ2 8,000万円及び不動産

Ｘ3∼Ｘ5 総額400万円

Ｘ6∼Ｘ9 各自400万円
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Ｘ10 12億円及び不動産、有価証券、動産

Ｘ11 7,000万円

Ｘ12 200万円

（コメント）

前記【1】と同様に認知があれば相続人となっていた点を踏まえて特別縁故者であると

認定しましたが、具体的な分与の額については、特別縁故の内容を吟味し、相当な額に

限定する判断を行いました。その他の特別縁故者と認定された者については、具体的な

交渉状況が分与額に反映されたものとなっています。

3 申立書の記載方法

未認知の非嫡出子に認知があれば、相続できる立場にあった類型の申立書の記載例

は次のとおりです。

異母兄弟の事案としましたが、前記2【2】のように、没交渉となっている事案ではな

く、存在を知ってから唯一の肉親として生活を共にし、療養看護に努めた事例を念頭

に作成しています。

申 立 て の 趣 旨

申立人に対し、被相続人の相続財産を分与するとの審判を求めます。

申 立 て の 理 由

1 申立人は、昭和〇年〇月〇日、被相続人の父であるＡ男とＣ女との間に出生した非嫡

出子ですが、申立人は、Ａ男の認知を受けておらず、Ａ男は昭和〇年〇月〇日に死亡

しています。被相続人は、昭和〇年〇月〇日、Ａ男とＢ女の間に出生した嫡出子です

が、申立人には、異母弟としての濃い自然的血縁関係があります。Ａ男に先立ちＢ女

は昭和〇年〇月〇日に死亡しており、申立人は、認知があれば被相続人の唯一の相続

人となった関係にあります。

申立人は、Ｂ女死後、Ｃ女からＡ男の存在を知らされ、被相続人という異母兄がい

ることも知るに至りました。被相続人は異母兄弟であっても申立人を弟として扱い、

それ以降、毎月のように食事をするなどの交流を行うようになりました。Ａ男の死か
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ら3年余経過した平成〇年〇月〇日、Ｃ女が死亡し、当時学生であり、生活の本拠を

失った申立人は、被相続人に相談しました。

土地建物等、Ａ男の財産を承継していた被相続人からは同人宅に同居するよう提案

があり、申立人は以後被相続人が死亡するまで被相続人と同居するようになりました。

なお、申立人は学生であったため、学費等について被相続人から援助を受けるとと

もに、被相続人の生計の下生活をしていました。

平成〇年〇月頃から被相続人は持病の心臓病を悪化させ、申立人が洗濯や食事の世

話をし、入院の際の手配や身の回りの面倒を見ました。この頃、申立人は、被相続人

から預貯金等の財産を預かってこれを管理していました。

2 被相続人は、平成〇年〇月〇日に死亡しましたが、相続人がおらず、遺言書もないた

め、現在まで申立人が相続財産を管理してきました。また、申立人が主宰者として被

相続人の葬儀、埋葬等の祭祀を執り行いました。

3 申立人は、平成〇年〇月〇日、〇〇家庭裁判所において相続財産管理人選任申立てを

行い、〇〇氏が相続財産管理人として選任され、同裁判所は相続財産管理人の申立て

により相続人捜索の公告をしました。平成〇年〇月〇日、公告期間は満了しましたが、

権利の申出はありませんでした。

4 被相続人には別紙目録記載のとおり、不動産と預貯金債権があり、これらの財産は上

記のとおり縁故の深い申立人に分与されるべきです。

5 よって、相続債務清算後の残余財産は、被相続人と特別縁故関係にある申立人に分与

されたく、この申立てをします。

�申立書作成に関する留意点�

1 特別縁故者の範囲と関係

未認知の非嫡出子の事案では、認知があれば、相続人となっていた関係が重視されていま

す。そのため、親族関係を丁寧に記載しておかれるべきでしょう。また、例えば、父の死亡

時に年少であったことや、母が世間体を気にしていたなどの未認知のままであった理由を記

載しておくのもよいでしょう。
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2 分与の相当性との関係

分与額の認定に当たっては、自然的血縁関係だけでなく被相続人との具体的な交渉に関す

る事情が考慮されます。精神面、経済面それぞれの援助の態様を具体的に記載されるのがよ

いでしょう。相続財産が申立人及び被相続人の父親に由来することは分与の相当性に関連す

るところですので、意識して記載されるとよりよい記載となるところです。

3 申立書に添付すべき立証方法

実子であることが重要な要素となる類型ですので、この点の立証が重要となります。母と

の関係の戸籍謄本を添付することは必須のこととして、申立人の母と父との関係を示す書類

等を証拠として添付することが重要となります。DNA鑑定などを利用できる場合は、父子

の証明になりますので、同鑑定書を添付することが重要となるでしょう。
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