
第５ 特有財産と婚姻後に形成した財産の区
別

14 不動産の購入資金が問題となる場合（特有財産が
含まれていると認められた例）

◆POINT◆
不動産の購入資金に特有財産が含まれている場合は、金
銭の流れを丹念に追って、特有財産であることを立証する
必要がある。

事案の概要

原告：妻（専業主婦・40代前半）
被告：夫（会社員・40代後半）

① 原告と被告は、平成10年5月11日に婚姻した。原告が、平成
24年3月に自宅を出て以後、原告と被告は別居している。
② 原告は、被告に対し、平成25年4月に離婚訴訟を提起した。
③ 原告と被告は、3,700万円のマンションを、平成10年11月5
日に手付金370万円、平成11年8月28日に頭金1,030万円、被告
が組んだ住宅ローンによる借入金2,300万円を支払って購入
した。マンションの共有持分は、原告が8分の3、被告が8分の
5の割合で取得した。
④ 原告と被告の間では、マンションの手付金、頭金に双方の
特有財産がいくら含まれているかについて争いとなった。双
方の主張は次のとおりである。
㋐ 平成10年11月5日に支払った手付金370万円の原資が被告
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の特有財産であることに争いはない。
㋑ 平成11年8月28日に支払った頭金1,030万円について
ⓐ 原告は、平成11年8月25日に、Ａ銀行の原告名義口座か
ら出金した620万円のうち、◯ⅰ平成11年8月20日にＡ銀行
の原告名義口座に入金された135万円は原告が婚姻時に
有していた特有財産である、◯ⅱ同日にＡ銀行の原告名義
口座に入金された165万円のうち15万円は原告が婚姻時
に有していた特有財産である、◯ⅲ同165万円のうち、残額
の150万円は、平成10年11月8日にＢ銀行の被告名義の口
座からＢ銀行の原告名義の口座に移したものであるが、
そのうち、100万円は原告が父から贈与を受けた原告の
特有財産であり、46万円は被告が婚姻時に有していた被
告の特有財産であると主張した。これに対し、被告は、
◯ⅰ、◯ⅱは否認し、◯ⅲに関しては、平成10年4月17日に被告
名義のＥ銀行の口座から出金した被告の特有財産200万
円が原資であるから、被告の特有財産であると主張した。
ⓑ 平成11年8月21日に被告名義のＣ銀行の口座から出金
した153万円、平成11年8月22日に被告名義のＤ銀行の口
座から出金した150万円が、被告の特有財産であること
につき、争いはない。

ⓒ 被告は、平成11年8月22日に被告名義のＥ銀行の口座
から出金した135万円は、被告の特有財産であると主張
した。これに対し、原告は、同口座は被告の給与振込口
座であり、同135万円の原資は婚姻後の給与であり、被告
は、平成11年6月28日、同口座から90万円を出金して不貞
相手に対して89万円を支払っており、婚姻時に被告が有
していた預金は残存していないと主張した。
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 和解内容 

裁判所から、不動産を下記①～⑥のとおり評価する和解案が提示さ
れた。
① マンションの購入費用は3,700万円であり、原告と被告は、平成10
年11月5日に370万円、平成11年8月28日に1,030万円をそれぞれ支払
い、住宅ローンとして2,300万円を借り入れた。

② このうち、上記370万円が被告の特有財産から拠出されたことは
当事者間に争いがない。

③ 上記1,030万円については、平成11年8月20日から25日にかけて、
◯ⅰ原告名義のＡ銀行の口座から620万円、◯ⅱ被告名義のＢ銀行の口
座から141万円、◯ⅲ被告名義のＣ銀行の口座から153万円、◯ⅳ被告名
義のＤ銀行の口座から150万円、◯ⅴ被告名義のＥ銀行の口座から135
万円がそれぞれ出金されており（総額1,199万円）、これらが原資と
なっていることが認められる。
㋐ ◯ⅰ、◯ⅱについて
ⓐ 原告は、平成11年8月20日に、2本の定期預金を解約して、135
万円及び165万円を得、同日、この合計300万円を原告名義のＡ
銀行の口座に入金した。
このうち、上記135万円は、原告が婚姻前から預け入れていた

ものであり、原告の特有財産である。
ⓑ また、上記165万円は、平成10年2月2日の定期預金15万円と、
同年11月8日の定期預金150万円が原資であり、このうち15万円
については、婚姻前のものなので、原告の特有財産である。同
年11月8日に預け入れられた150万円については、被告名義のＢ
銀行の口座から同日150万円が出金されているので、これが原
資であると考えられる。

ⓒ 被告名義のＢ銀行の口座については、婚姻時（平成10年5月11
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日）において46万円の残金があり（被告の特有財産）、その後、
同年6月22日に100万円及び30万円、6月30日に20万円、8月2日に
25万円、8月30日に20万円がそれぞれ入金されている（総額195
万円）。
被告は、この195万円の原資について、平成10年4月17日に出

金した200万円が原資である旨主張しているが、4月に出金した
200万円を6月から8月にかけて5回に分けて入金した理由が不明
であり、にわかには措信できない。
これに対し、原告は、平成10年6月9日に原告の父から贈与を

受けた110万円のうちの100万円、原告名義のＡ銀行の口座から
5月29日に出金した35万円のうちの30万円、同年6月26日に出金
した29万円のうちの20万円、7月31日に出金した32万円のうち
の25万円、8月27日に出金した30万円のうちの20万円が原資で
あると主張しているところ、各出金の時期や金額はおおむね整
合しており、相応の信憑性がある。そうすると、平成10年6月22
日から8月30日までに入金された195万円のうち100万円は原告
の父からの贈与金が原資であり、原告の特有財産であると認め
られる。
ⓓ そうすると、平成10年11月8日に出金された150万円と、平成
11年8月20日に出金された141万円（◯ⅱ）のうち、100万円は原告
の特有財産であり、46万円は被告の特有財産である。
ⓔ 以上より、◯ⅰ、◯ⅱの総額761万円のうち、ⓐの135万円、ⓑの
15万円、ⓒの100万円は原告の特有財産であり、ⓒの46万円は被
告の特有財産である。

㋑ ◯ⅲ、◯ⅳについて
◯ⅲの153万円及び◯ⅳの150万円がいずれも被告の特有財産である

ことは当事者間に争いがない。
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産分与対象額は1,847万5,000円（＝2,500万円－167万5,000円－485
万円）となる。
不動産については上記①～⑥を前提とし、預金等の他の財産も踏ま
えて、財産分与として、本件不動産の原告共有持分（持分8分の3）全
部を被告に分与し、被告は原告に対し1,500万円を支払うこととする
和解案が提示された。

 コメント 

1 特有財産と共有財産の区別
基準時に存在する夫婦名義の財産の中には、婚姻前から保有してい
た財産、婚姻中に相続や贈与等で得た財産など、夫婦が協働して形成
したものではない財産（特有財産）が含まれていることがある。特有
財産は、財産分与の対象とならないため、除外する必要があるが、共
有財産と特有財産が一見して明確に区別できる場合ばかりではなく、
共有財産と特有財産が混在している場合も多い。
そのため、ある財産又は金額が特有財産であると主張する者は、そ
れが夫婦協働で得た収入（給与等）とは異なる原資からもたらされた
ことを立証する必要がある。

2 不動産の場合
婚姻前から保有していた預貯金、親族からの贈与などが、不動産の
購入資金に充てられている場合がある。購入資金の原資に、特有財産
が含まれていることが立証できれば、特有部分として財産分与の対象
から除外される。

3 本事例について
本事例では、不動産を購入した際の頭金に、当事者双方の特有財産
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31 不動産のうち建物のみが共有財産であるときに建
物の評価方法が問題となる場合（使用借権を含めた
例）

◆POINT◆
不動産のうち建物のみが夫婦共有財産として財産分与の
対象になる場合、敷地利用権としての使用借権を含めて建
物を評価する場合がある。

事案の概要

申立人：妻（パート・40代後半）

相手方：夫（会社員・50代後半）

① 申立人と相手方は昭和6×年に婚姻し、2人の子をもうけた。

② 相手方は、平成×年、相手方の母が所有していた土地上に

自宅兼アパートを新築し、その後、同土地を相続により取得

した。

③ 申立人と相手方は、平成25年に離婚した。離婚後、申立人

は自宅を出て財産分与調停を申し立てた（不調により審判に

移行）。

④ 審判では、建物の鑑定に際し、敷地利用権価格が建物の評

価に含まれるか否かで当事者の主張が対立した。裁判所は、

使用借権付建物としての価格を求めるよう鑑定命令を出し

た。

⑤ 鑑定の結果、建物は、使用借権付建物として3,5××万円と

評価された（内訳は、建物：2,1××万円、使用借権：1,4××
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万円。）。なお、使用借権の価格は、土地価格1億円弱に使用借
権割合15％を乗じて計算された。

（参考：平成27年7月東京家庭裁判所審判）

 審判内容 

自宅兼アパートは、申立人と相手方の婚姻後に建築されたものであ
り、相手方名義の建物であることなどからすると、夫婦の共有財産と
認めるのが相当であり、財産分与の対象となる。
自宅兼アパートは、鑑定により、平成27年×月時点で3,5××万円と
評価されている。これに対し、相手方は、自宅兼アパートの敷地は平
成×年に相続により相手方が取得したので、使用権は存在しないはず
であるから、使用権を財産分与の対象とすべきではない旨主張する。
しかしながら、財産分与においては、売却した場合の価格を財産分与
の対象とするのが相当であり、本件では敷地を相手方が所有している
ことからすると、使用借権を含めて評価するのが相当である。そして、
使用借権を含めた上記鑑定の評価方法は合理的なものであり、同額を
評価額とするのが相当である。

 コメント 

土地と建物の所有者が同一で敷地利用権が想定されない場合、又は、
親族等所有の土地上に同人の好意で建物が建築されており借地権等の
敷地利用権が特に設定されていない場合（なお、この場合、使用貸借
契約が成立していると考えられる。）等において、建物のみが財産分与
対象となるとき、敷地利用権を含めて建物を評価すべきか否かが問題
となり得る。
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本事例は、夫が相続により取得した土地上に夫名義の夫婦共有財産
である建物が存在しており、財産分与で建物を評価するに当たって敷
地利用権価格を含めるべきか否かが問題となった事案である。
通常、建物は土地とは異なり、年月の経過に伴い価格が下落する。

他方で、敷地利用権は土地価格の一定割合で算出されるため、相当の
価格で評価されることが多い。例えば、本事例の鑑定では、建物は
2,1××万円と評価されたのに対し、敷地利用権としての使用借権価
格は土地価格（1億円弱）の15％、1,4××万円とされた。結果、使用
借権付建物価格に占める使用借権価格の割合は約40％にも上った。
このように、建物の評価に敷地利用権が含まれるか否かは財産分与

額の算定に当たり結論に大きな影響を与え得る。
本事例において、裁判所は、財産分与の対象は売却した場合の価格

であること及び相手方が敷地を所有していることを理由として、建物
を評価する際、使用借権を含めて評価するのが相当と判断した。
しかしながら、下記「参考事例」の東京地判平16・6・23は、夫の母
所有の土地上に立つ建物の敷地利用権について、相続が発生すれば夫
の特有財産になると考えられるから敷地利用権（使用借権）を夫婦共
有財産として考慮に入れることはできないとし、本事例とは逆の判断
過程を示した。
他方、下記「参考事例」の東京地判平15・4・11は夫が借地権を相続

によって得た事案であったが、借地上に夫婦の協力によって得たもの
と認められる建物が建築されたことからすれば、建物が何の敷地利用
権を伴わない存立の基礎を欠くものとみることは相当ではないとし、
建物自体の価格に加え、建物の使用借権に相当する価額を財産分与の
対象とした。
結局のところ、裁判所は個々の事案において、建物が夫婦の協力に

よって取得・維持・管理されたものか否か、財産分与の結果、建物を
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取得するのはどちらか、敷地利用権を含めて建物を評価することが当
事者の公平にかなうか否か等、一切の事情を総合的に考慮し、敷地利
用権価格を建物の評価に加えるか否かを判断しているものと思われ
る。古い裁判例ではあるが、下記「参考事例」の鳥取家審昭39・3・25
は、建物の評価に際し、借地権がある建物とない建物の評価額の平均
値を取り、折衷的な判断を下した。
なお、離婚に伴い敷地所有者等と建物所有者の立場が対立し、そも
そも結果として建物の存立が脅かされる事態が生じる場合には、【事
例32】のとおり、建物は市場流通性がないものとして低い価格で評価
されることがある。

 参考事例 

○妻の父所有の土地上に立つ建物（夫名義）価格について、夫にとっては婚
姻が解消された以上借地権なき建物であるが、妻にとっては借地権（敷
地利用権）のある建物であるとして、相対的に評価した上で当事者間の
公平を考慮して平均値を取った事例（鳥取家審昭39・3・25判タ176・215）

○夫が相続した借地上に立つ建物（夫名義）について、夫婦の協力によって
建物が建築されたことからすれば、建物が何の敷地利用権を伴わない存
立の基礎を欠くものとみることは相当ではないとして、借地権の価額の
うち使用借権に相当する価額を財産分与の対象として考慮した事例（東
京地判平15・4・11（平12(タ)831））

○夫の母所有の土地上に立つ建物（夫持分10分の8）の敷地利用権について、
いずれ土地について相続が発生すれば夫の特有財産になると考えられる
から敷地利用権を夫婦共有財産として考慮に入れることはできないとし
た事例（東京地判平16・6・23（平14(タ)366））
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42 特殊な才能で資産形成した場合（分与割合の修正
が認められた例）

◆POINT◆
夫婦の一方の特別な努力や能力により資産形成がなされ
た場合には、原則2分の1とされている寄与の割合が修正さ
れる。

事案の概要

申立人（抗告審抗告人）：妻（無職・50代後半）

相手方（抗告審相手方）：夫（会社員・60代前半）

① 申立人と相手方は、昭和52年に婚姻し、3人の子をもうけた。

② 相手方は、平成9年に最初の勤務先の執行役員に就任し、平

成15年から平成20年にかけて関連会社の代表取締役社長を務

めた。この間の相手方の平成13年分から平成18年分までの確

定申告書の所得の合計額は約1億8,500万円であり、この他に、

退職金やストックオプションを得ていた。

③ 申立人は、平成10年以降、掃除をほとんどしなくなるなど、

家事が疎かとなり、この頃から、相手方とは寝室も別として、

家庭内別居に類した状況となっていた。

④ 申立人と相手方は、平成19年に相手方が自宅を出るという

形で別居を開始した。

⑤ 別居後、相手方は、離婚調停を申し立て、調停が不調とな

った後に離婚訴訟を提起し、平成22年に、離婚の判決が確定

した。
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⑥ 平成24年に、申立人は、財産分与審判を申し立てた。

⑦ 申立人は、全ての資産の2分の1を申立人が取得するのが相

当であると主張した。

これに対し、相手方は、相手方名義の巨額な財産形成は、

偏に相手方の勤務会社における役員給与等による収入、代表

取締役となった後の経営者としての才覚によるもので、申立

人の貢献によるものではないとして、申立人の寄与の割合は

37.5％程度にとどまると主張した。

⑧ 原審判は、相手方が高収入を得られたのは相手方自身の努

力や能力によるところが大きいことなどを理由に、寄与の割

合を申立人40に対し、相手方60とするのが相当であるとした。

⑨ 原審判に対し、申立人は、資産の2分の1相当額の支払を求

めて、抗告した。

（参考：平成25年10月東京高等裁判所決定）

 決定内容 

当裁判所は、夫婦共同財産を分与すべき割合は抗告人が40、相手方
が60とすべきと判断する。

一件記録によれば、相手方は、平成9年に最初の勤務先の執行役員に

就任し、平成15年から平成20年にかけて関連会社の代表取締役社長を

務めたこと、この間の相手方の平成13年分から平成18年分までの確定

申告書の所得の合計額は1億8,500万円強であったこと、この他に、退

職金、ストックオプションを得ていたことが認められる。

このように、相手方は相当高額の収入があり、それが資産形成に寄

与していたといえる。このような高収入を得られたのは相手方自身の
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努力や能力によるところが大きい。他方、抗告人は、婚姻後昭和61年

までは共稼ぎをして婚姻生活の経済的基盤作りに貢献していたといえ

ること、抗告人は少なくとも平成10年頃までは主婦として3人の子の

世話をしながら大きな支障はなく過ごしていたと認められるものの、

平成10年以降別居に至る平成19年までの間、掃除をほとんどしなくな

るなど、家事が疎かとなり、この頃から、抗告人と相手方は寝室も別

として、いわば家庭内別居に類した状況となっていたものと認められ、

抗告人の資産形成に対する上記10年間の寄与は、それ以前の婚姻期間

における寄与に比して格段に劣るものであったろうと容易に推認する

ことができることなどを考慮すると、寄与の割合を抗告人40に対し、

相手方60とするのが相当である。

 コメント 

1 寄与割合の考え方
寄与割合については、かつては、妻が専業主婦である場合などに、

妻の寄与度を4分の1としたり、3分の1とした時期もあったが、現在の

家庭裁判所では、原則として2分の1ルールが適用されている。

もっとも、夫婦の一方の特別な努力や能力により資産形成がなされ

たと認められる事案では、寄与割合が修正される場合があり、本事例

もこのような場合の一つであるといえる。

しかし、いかなる場合に夫婦の一方の特別な努力や能力により資産

形成がなされたと認められるかは、事案に即して個別具体的に判断せ

ざるを得ず、明確な基準等があるわけではない。

なお、いまだに誤解されている方がまれにいるので、あえて付言し

ておくが、子がいない家庭で、夫が働き、妻が専業主婦のケースでも、

当然、2分の1ルールが適用される。専業主婦である妻が、十分な家事
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