
第４ 遺留分侵害額請求を検討する
＜フローチャート〜遺留分侵害＞

＜遺留分侵害額の算定＞

遺留分侵害額の計算

＝遺留分額−（遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の額）−（遺留分権利

者が相続によって取得すべき財産の額）＋（遺留分権利者が承継する相続債

務の額）

遺留分額の計算

＝（遺留分算定の基礎となる財産の価額）×（個別的遺留分の割合）

※（遺留分算定の基礎となる財産の価額）

＝（被相続人が相続開始時において有した財産の価額）＋（被相続人の贈与財産の価額）

−（被相続人の債務の全額）

（個別的遺留分の割合）

＝（民法1042条1項1号又は2号に規定する遺留分の割合）×（遺留分権利者の法定相続分）
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１ 遺留分侵害額請求権の行使

(1) 遺言による遺留分の侵害

↓

(2) 生前贈与による遺留分の侵害

↓

(3) 遺留分侵害額請求の相手方

↓

(4) 遺留分権利者と遺留分の割合

↓

(5) 遺留分侵害額請求権の行使

(1) 遺言による遺留分の侵害

遺留分とは、一定の相続人のために、遺産に対して法律上必ず留保されなければな

らない一定の割合のことを言います。民法は、一定の相続人に遺留分を認め、被相続

人による自由な処分（贈与・遺贈）に対して、一定の制限を加えています。

被相続人の遺言がある場合、この遺言が相続人の遺留分を侵害していないか検討す

る必要があります。具体的には、相続分の指定、特定財産承継遺言（相続させる遺言）、

包括遺贈、特定遺贈の4つが考えられます。

◆相続分の指定

遺言者は、法定相続分と異なる相続分を指定し、相続人の相続分を変更することが

できます（民902①）。

この相続分の指定によって、相続人の遺留分が侵害されていることがあります。

◆特定財産承継遺言（相続させる遺言）

公正証書遺言では、ある特定の相続人に対し、「相続させる」という文言がよく使わ

れます。平成30年民法改正により、条文上、特定財産承継遺言という用語が使用され

ることになりましたが、この遺言は、「相続させる遺言」を意味し、特定の遺産を対象

にするものもあれば、一切の財産を相続させるというものもあります。
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この特定財産承継遺言（相続させる遺言）の法的意味について、最高裁平成3年4月

19日判決（判時1384・24）は、原則として民法908条の遺産分割方法の指定と解釈すべき

で、何らの行為を要せずして被相続人の死亡時に直ちに特定の遺産が特定の相続人に

相続により承継される旨判示しました。他方、一切の財産を相続させるという文言は、

この最高裁判例の事案の場合と異なりますが、一切の財産は特定の個々の財産の集合

体であることから、原則として前記の最高裁判例と同じ考えをしてよく、何らの行為

を要せずして一切の財産について権利が移転するものと理解されています。

特定財産承継遺言は、遺贈でも生前贈与でもありませんが、遺留分を侵害する行為

として、遺留分侵害額請求をすることができると解釈されています。

◆包括遺贈

遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することが

できます（民964）。

包括遺贈は、遺産の全部または一部を割合を示してするものです。その受遺者は遺

産の全部または一部を割合として取得するので、相続人と同一の権利義務を有します

（民990）。したがって、例えば、4分の1の割合の包括遺贈があった場合、他に共同相続

人が3人いた場合は、共同相続人が4人いるのと同じ結果になります。

この包括遺贈によって、相続人の遺留分が侵害されていることがあります。

◆特定遺贈

遺言者の特定の財産を贈与したり、受遺者の債務を免除したりするのが特定遺贈で

す。この特定遺贈によって、相続人の遺留分が侵害されていることがあります。

アドバイス

〇遺言書が手元にない場合の対処方法

まず、遺言書の所持者に対して、写しの交付を求めます。遺言の内容が分からなけ

れば、遺留分が侵害されているかどうか分かりません。もっとも、自筆証書遺言は、

相続開始地の家庭裁判所に検認の申立てをしなければならず（民1004）、検認を経てい

なければ遺言を執行することができません。家庭裁判所は、検認期日を指定して申立

人や相続人に通知をしますから、相続人には遺言の内容を知る機会が与えられていま

す。また検認後は、家庭裁判所に対して、検認調書の謄写を請求することができます

ので、それによって遺言の内容も分かります。
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公正証書遺言の場合には、公証役場に遺言の原本が保管されており、相続人などの

承継人は、証書の原本の閲覧・謄写を請求できます。平成元年以降に作成された公正

証書遺言であれば、どの公証役場でも検索することができます。ただし、それ以前の

遺言は、実際に作成した公証役場でしか検索できません。ちなみに、公証人は自己が

所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないので、例えば遺言

者が入院中に公証人が出張して遺言を作成したような場合であれば、その病院所在地

を管轄する公証役場の公証人が公正証書遺言を作成したと考えられますので、その公

証役場に問い合わせてみるとよいでしょう。

また、遺言で遺言執行者の選任されていることが分かっている場合には、遺言執行

者に対して、遺言書の写しの交付を求めます（民1011・1012）。遺言執行者がこれを拒否

した場合には、家庭裁判所に遺言執行者解任の申立てを行い（民1019）、新たに遺言執

行者選任の審判を申し立て（民1010）、新任の遺言執行者に遺言書の写しを請求すると

よいでしょう。

(2) 生前贈与による遺留分の侵害

遺言以外にも、生前贈与によって遺留分が侵害されている場合があります。具体的

には、以下のような場合が問題になります。

◆相続人以外の者に対する贈与

相続人以外の者になされた贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限って、その価

額を遺留分算定の基礎財産に算入します（民1044①前段）。

◆相続人に対する贈与

これに対して、相続人に対する贈与は、相続開始前10年間にしたもので、かつ、特

別受益に該当するものが対象になります（民1044③）。

したがって、同じ相続開始前1年間になされた贈与であっても、相続人以外の者に対

する贈与は、その価額がすべて遺留分算定の基礎財産に算入されるのに対して、相続

人に対する贈与は、特別受益に限られることになります。

◆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なされた贈与

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贈与したときは、期間の制
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限はありません。すなわち、このような贈与は、相続人以外の者に対する贈与の場合

は、1年前の日より前にした贈与も算入され（民1044①後段）、相続人に対する贈与の場

合は、10年前の日より前の贈与も算入されます（民1044③）。

「損害を加えることを知って」とは、遺留分権利者に損害を加えるという認識があ

れば足り、加害の意思は必要なく、誰が遺留分権利者であるかを知る必要もありませ

ん（大判昭4・6・22民集8・618）。法律の知、不知は問わず、客観的に損害を加えるべき事

実関係を知れば足ります（大判昭9・9・15民集13・1792）。なお、損害を加えることを知っ

ていたことの立証責任は、遺留分侵害額請求権者が負います（大判大10・11・29新聞1951・

20）。

◆負担付贈与

負担付贈与がなされた場合には、その目的の価額から負担の価額を控除した額を遺

留分を算定するための財産の価額に算入します（民1045①）。

◆不相当な対価でなされた有償行為

不相当な対価でなされた有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えるこ

とを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされてい

ます（民1045②）。

(3) 遺留分侵害額請求の相手方

遺留分侵害額請求は、受遺者または受贈者に対して行います（民1046①）が、実際に

請求を行うには、その前に相続人を確定させる必要があります。

◆相続関係図の作成

入手した戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）等を精査して、相続関係図を作成します。

なお、戦災で、戸籍が消失して除籍謄本（除籍全部事項証明書）等が発行されない場

合があります。そのようなときには、廃棄証明書を取り寄せます。それもできないと

きには、関係者の記憶、お寺の過去帳などで立証することもあります。朝鮮半島出身

者で、日本に帰化して日本法の適用がある場合、大韓民国出身者の場合は除籍謄本（除

籍全部事項証明書）の取寄せが可能ですが、朝鮮民主主義人民共和国出身者の場合は

取寄せが不可能ですので、上申書で代替することが考えられます。
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◆相続欠格、相続放棄、推定相続人廃除の確認

① 相続欠格

故意に被相続人や相続の先順位者を死亡させたり、遺言書を偽造した者等は、相

続人となることができません（民891）。これが相続欠格の制度です。この相続欠格

事由があったことは戸籍に載りません。相続欠格者がいる場合、この者を除外して

不動産の相続登記などをしようとする場合、当該相続欠格者自身が作成した「相続

欠格に該当することを証明する書面」と印鑑証明書が必要です。しかし、このよう

な書面作成を相続欠格者に期待することはできないので、相続欠格に関する相続権

不存在確認請求訴訟などの確定判決の謄本を入手することによって確認します。

② 相続放棄

相続放棄の事実も、戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）には載りません。通常は、

相続放棄をした人が証明することになります。相続放棄は、被相続人の最後の住所

地（相続開始地）を管轄する家庭裁判所が手続を行いますので、その裁判所に相続

放棄申述受理証明書を申請することになります。債権者も利害関係を証明して、相

続放棄申述受理証明書を申請することができます。

③ 推定相続人の廃除

被相続人または遺言執行者は、家庭裁判所に推定相続人廃除の申立てができます

（民892・893）。廃除の審判が確定すると、10日以内に市町村役場に「推定相続人廃除

届」を提出することが必要になります。この届出に基づき、戸籍の身分事項欄に、

（推定）相続人から廃除された旨記載されますので、廃除の事実が分かります。な

お、家事事件手続法では、廃除は調停事項から除外されています。

アドバイス

〇受贈者・受遺者が共同相続人以外の第三者である場合

第三者への遺贈が遺留分を侵害している場合、遺言書によって第三者を特定するこ

とは容易です。これに対して、第三者への生前贈与が遺留分を侵害していると考えら

れる場合は、共同相続人等からの事情聴取により生前贈与の目的物（不動産、預貯金

等）を把握した上で、不動産登記簿謄本（登記事項証明書）、金融機関の取引履歴を取

り寄せ、第三者の特定に努めます。最終的には、住民票によって特定する必要があり

ます。

〇受贈者・受遺者が法人である場合

当該の法人の存否について分からないこともあります。その場合、法務局に対し、法
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人登記情報の調査をします。登記情報は、現に効力を有する情報のほか、請求する日

の3年前の日の属する年の1月1日から、請求の日までの間に抹消された情報などを提

供しています。それより前の情報については、管轄する登記所に請求する必要があり

ます。

(4) 遺留分権利者と遺留分の割合

遺留分権利者となり得るのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子、直

系尊属です（民1042①）。子の代襲相続人も被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。

相続財産全体に占める遺留分権利者に留保される割合を総体的遺留分といいます。

直系尊属のみが相続人である場合の総体的遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1

です（民1042①一）。それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1です（民1042①二）。

遺留分権利者とされる相続人には、被相続人から贈与・遺贈された者に対し、遺留

分侵害額請求権が与えられています（民1046①）。このとき、遺留分権利者個々人に留

保された相続財産上の持分的割合を個別的遺留分といいます。遺留分権利者である相

続人が複数存在する場合、この個別的遺留分は、総体的遺留分の割合に法定相続分を

乗じた割合です（民1042②・900・901）。

ケーススタディ

【ケース１】

Ｑ 被相続人Ａが死亡し、相続人は妻Ｂと子ＣとＡ死亡前に死亡した子Ｄの子Ｅと

Ｆの4人です。この場合、遺留分権利者は誰になりますか。また遺留分の割合は

どうなるのでしょうか。
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Ａ 遺留分権利者は、Ｂ、Ｃ、Ｅ、Ｆです。個別的遺留分の割合は以下のとおりで

す。

妻Ｂ 総体的遺留分1／2×法定相続分1／2＝1／4

子Ｃ 総体的遺留分1／2×法定相続分1／2×1／2＝1／8

孫ＥＦ 総体的遺留分1／2×法定相続分1／2×1／2×1／2＝1／16

【ケース２】

Ｑ 被相続人Ａが死亡しました。相続人は妻ＢとＡの兄弟姉妹Ｃ、Ｄ、Ｅの4人です。

遺留分権利者は誰になりますか。また遺留分の割合はどうなるのでしょうか。

Ａ 遺留分権利者はＢのみです。兄弟姉妹に遺留分はありません（民1042①）。

そこで、妻Ｂの個別的遺留分の割合は総体的遺留分と同じく、1／2です。

(5) 遺留分侵害額請求権の行使

遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相

当する金銭の支払を請求することができ（民1046①）、これを遺留分侵害額請求権とい

います。遺留分侵害額請求権は、平成30年民法改正前の遺留分減殺請求権と同じく形

成権ですので、遺留分権利者がこれを行使することによって遺留分侵害額に相当する

金銭債権が発生します。

遺留分侵害額請求権の行使は、意思表示で足りますので、口頭ですることも可能で

す。しかしながら、遺留分侵害額請求権には1年の消滅時効がありますので、いつ行使

したのか証明できるようにしておく必要があります。したがって、遺留分侵害額請求

権は、配達証明付内容証明郵便を送付する方法によって行使すべきです。請求の内容

としては、具体的な請求金額まで明記する必要はなく、「遺留分侵害額に相当する金銭

の支払いを請求する。」といった記載で足ります。
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【参考書式25】遺留分侵害額請求権行使の通知書

◆遺産分割協議の申入れと遺留分侵害額請求権の行使

遺産分割と遺留分侵害額請求は、その要件や効果を異にしますので、遺産分割協議

の申入れに、当然遺留分侵害額請求の意思表示が含まれているということはできませ

ん。そのため、もし、遺産分割協議がまとまらず、一方で遺留分侵害額請求権が消滅

時効にかかったら、遺留分権利者に不利な結果となります。この問題について、最高

裁は、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は、遺贈を受けなか

った相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないので

あるから、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

意思表示が含まれていると解するのが相当であるとしました（最判平10・6・11判時1644・

116）。もっとも、この最高裁の判例も遺産分割の申入れには必ず遺留分減殺の意思表

示が含まれていると判示しているわけではないことに注意が必要です。したがって、

遺産分割の申入れとは別に、書面をもって遺留分侵害額請求の意思表示をしておくべ

きです。

◆遺産分割調停の申立てと遺留分侵害額請求権の行使

遺産分割調停の申立てには、原則として、遺留分減殺の意思表示を含むものとは認

められないと解されます（東京地判平4・8・31金法1375・116）。東京高裁平成4年7月20日判

決（判時1432・73）も、特定の不動産の生前贈与の効力を否定して同不動産を遺産として

遺産分割調停を申し立てていたところ、別件訴訟で生前贈与の有効性が確定したため、

遺留分減殺請求権を行使したものの、生前贈与の存在を認識してから既に1年の消滅

時効期間が経過していたという事案で、遺産分割協議の申入れ又は遺産分割調停の申

立てが遺留分減殺の意思表示を含むものとは認められないと判示しています。

したがって、遺産分割調停の申立てとは別に、書面をもって遺留分侵害額請求の意

思表示をしておくべきです。

◆一般調停の申立てと遺留分侵害額請求権の行使

遺留分侵害額請求事件の解決方法として、家庭裁判所への家事一般調停（家事244）

を申し立てることも考えられます。遺産分割調停の申立てに比べれば遺留分侵害額請

求をすることが明確であるといえますが、その意思表示が不明確となりかねませんの

で、一般調停の申立てとは別に、前述のように書面をもって遺留分侵害額請求の意思
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表示をすべきです。

◆遺留分侵害額請求訴訟の提起と遺留分侵害額請求権の行使

遺留分侵害額請求を原因とする金銭の支払を求める訴訟の提起は、当然に遺留分侵

害額請求権の行使となります。

アドバイス

〇通知書の到達

遺留分侵害額請求権行使の意思表示は、相手に到達することによってその効力を生

じます。相手が内容証明郵便による通知を受領しないこともありますので、併せて、

別の方法で送付しておくことも考えるべきです。例えば、内容証明と同内容の書面を

特定記録郵便にて送付する、といったことです。なお到達とは相手が了知できる状態

になることですので、相手の郵便受箱への配達や同居人が受け取った場合は到達にな

ります。

なお、内容証明郵便の受取拒否の場合は、意思表示は了知可能であったと考え、意

思表示は到達したと判断されます（大判昭11・2・14民集15・158 内縁の妻が複数回にわたり受

領を拒否した事案）。また、最高裁平成10年6月11日判決（判時1644・116）は、差出人の表示

から意思表示の内容を推認可能であるような事案について、郵便局の留置期間が満了

した時点で到達したと認められる旨判示しました。したがって、留置期間の7日を踏

まえて、通知をすることが安全です。

消滅時効の完成直前まで遺留分侵害額請求の通知ができなかったという場合は、相

手の居所に遺留分侵害額請求書を持参して、直接手渡しして受領印をもらったり、受

領印をもらえない場合に備えて証人となるような者を同伴したり、ポストに投函する

場面を写真（日付入り）に撮るといった方法も考えられます。海外在住者に対しては、

国際郵便には内容証明郵便がないので、国際書留、ＥＭＳ（国際スピード郵便）を利

用することが考えられます。これらは、配達状況の確認ができます。

〇遺言執行者がいる場合

遺留分侵害額請求の相手は、遺留分を侵害する遺贈・贈与の受遺者、受贈者および

その包括承継人です。したがって、通知書も遺言執行者ではなく、その受遺者、受贈

者、包括承継人に出すべきです。
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【参考書式25】遺留分侵害額請求権行使の通知書

通 知 書

当職は、亡甲野太郎（以下「被相続人」といいます。）の法定相続人である甲野一郎

（以下「通知人」といいます。）より委任を受けましたので、通知人の代理人として、

貴殿に対して、以下のとおり通知します。

被相続人は、平成〇年〇月〇日付け東京法務局所属公証人〇〇〇〇作成同年第〇〇

〇号遺言公正証書により、被相続人が有する不動産、預貯金等、全ての財産を貴殿に

相続させる旨の遺言をなし、令和〇年〇月〇日亡くなりました。

しかし、被相続人には、相続人として、妻である貴殿のほか、通知人がいますので、

前記「遺言」によって、通知人の遺留分4分の1が侵害されています。

よって、通知人は、貴殿に対し、本書面をもって、遺留分侵害額の請求をします。

令和〇年〇月〇日

〒〇〇〇―〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

甲 野 花 子 殿

〒〇〇〇―〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

通知人 甲 野 一 郎

〒〇〇〇―〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

〇〇ビル〇〇〇号 丁川法律事務所

ＴＥＬ 03（〇〇〇〇）〇〇〇〇

ＦＡＸ 03（〇〇〇〇）〇〇〇〇

通知人代理人弁護士 丁 川 賢 一 ㊞
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