
19 受遺者が推定相続人になる場合

ケース
遺言者には配偶者も子もなく、親も亡くな

っていて相続人は姉の乙山花子だけですが、花子も老齢なの

で、遺産を甥の乙山次郎に託したいと思います。乙山次郎は

相続人ではないので、遺産を遺贈することになりますが、姉

の花子が遺言者より先に亡くなった場合、甥の次郎が相続人

になりますので、そのときに相続人として相続させる工夫は

できるでしょうか。

作成例

第〇条 遺言者は、遺言者の甥乙山次郎（昭和〇〇年〇〇月〇〇

日生、住所：〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号）に遺言者の

財産全部を遺贈する。

第〇条 遺言者の相続開始時において、本遺言の受遺者が相続人

であるときは、前条までの「遺贈する」を「相続させる」と読

み替える。

第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記乙山次郎を

指定する。

視 点

① 遺贈と「相続させる」遺言は効果が違います。効果の違いを認識
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しましょう。ただし、平成30年の民法（相続法）改正により、遺贈

と「相続させる」の違いは小さくなっています。

② 遺贈の場合は、遺言執行者を指定しておくことが重要となります。

③ 遺贈を「相続させる」に読み替える条項を置くことで、相続人と

なっていた場合には相続させることができます。

解 説

１ 遺贈と「相続させる」遺言

遺言では、特定の人に「遺贈する」と記載する場合と「相続させる」

と記載する場合とがあります。遺贈とは、遺言により遺言者の財産（一

部又は全部）を無償で譲与することをいい（民964）、特定の財産を譲与

する特定遺贈と、財産を包括的に譲与する包括遺贈があります。これ

に対し、特定の遺産を特定の人に「相続させる」遺言は、原則として、

遺産分割の方法の指定（特定財産承継遺言）であり、何らの行為を要

せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継

されます（最判平3・4・19民集45・4・477）。

このことから、遺贈と「相続させる」遺言は、次の点が異なります。

① 遺贈は、対抗要件を備えるには、遺言執行者（又は相続人）の行

為が必要であり、例えば不動産については、遺言執行者（遺言執行

者がいない場合は相続人）と受遺者との共同申請で所有権移転登記

をする必要があるのに対し、「相続させる」遺言による場合は、不動

産の相続登記手続等は、当該相続人が単独ですることもできる点

② 取得を第三者に対抗するためには、遺贈の場合は全て対抗要件が

必要であるが、「相続させる」遺言による取得は、法定相続分を超え

る権利の承継についてのみ対抗要件が必要である点（民899の2）
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③ 遺贈は誰に対してもできるが、「相続させる」遺言の対象は相続人

に限る点

④ 借地権や借家権の遺贈には賃貸人の承諾が必要であるが、「相続

させる」遺言なら不要である点

上記①、②の点からすれば、遺贈の場合は、遺言執行者を指定して

おくことが重要となります。そして、遺言執行者がある場合は、相続

人が遺言に反して相続財産を処分しても無効とされますので（ただし、

善意の第三者には対抗できず、相続人・被相続人の債権者からの差押

え等の権利行使も妨げられません（民1013）。）、遺言執行者の指定は、

この点でも意味があります。

なお、公正証書遺言で「相続させる」遺言が多用されるようになっ

たのは、以前は、遺贈の場合と比べて不動産の登録免許税が安かった

ことと、遺贈と異なり対抗要件を備えていなくても取得を第三者に対

抗できた点（最判平14・6・10判時1791・59）が大きな理由でしたが、現在

では、登録免許税は、「相続させる」でも「遺贈する」でも同じですし

（相続人か否かによる違いはあります。）、前述のとおり「相続させる」

遺言でも法定相続分を超える分は対抗要件が必要ですので、違いは少

なくなっています。

２ 「遺贈する」遺言を「相続させる」遺言に読み替えさせるメ

リット

前記１の①②④のとおり、遺贈に比べて「相続させる」遺言の効果

は強力です。そのため、遺言実務では、相続人に対して遺産を承継さ

せたいときは「相続させる」遺言とし、遺産を承継させたい相手が相

続人でない場合に遺贈とするのが普通です。そして、例えば孫、甥姪

等先順位の相続人がいるために遺言時には相続人ではない者に遺産を

承継させたいときには、作成例のような読み替え規定を置き、相続開
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始時に相続人となっていたときは、「相続させる」遺言とする工夫がさ

れるのです。

参考判例

〇特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載

から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき

特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる

遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。特定の遺産を特定

の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言におい

て相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事

情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の

時に直ちに相続により承継される。

（最判平3・4・19民集45・4・477）

〇「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得は、登記なくして第

三者に対抗することができる。

（最判平14・6・10判時1791・59）
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（趣味・愛玩具・ペット）

37 ペットの世話を託したい場合

ケース
遺言者は、遠方に住んでいて多忙な長男甲

野一郎一家と滅多に会えないため、愛犬甲を飼って家族同様

に可愛がっています。長男からは、遺言者の死後も愛犬甲の

引取りや世話はできないと言われているため、遺言者は、自

分の死後は、近所で親しくしており、愛犬甲もなついている

乙山幸子さんに愛犬甲の世話を頼みたいと考えています。ど

のような遺言をしたらよいでしょうか。

作成例

第〇条 遺言者は、遺言者の有する以下の財産を、遺言者の知人

乙山幸子（昭和〇〇年〇〇月〇〇日生、住所：〇〇県〇〇市〇

〇町〇丁目〇番〇号）に遺贈する。

(1) 愛犬甲（犬種〇〇、雄、〇歳）

(2) 〇〇銀行△△支店に対する預金全て

２ 乙山幸子は、前項記載の財産の遺贈を受ける負担として、同

項(1)記載の遺言者の愛犬甲を愛情をもって誠実に飼育しなけ

ればならず、愛犬甲が亡くなったときは、手厚く埋葬し、供養

しなければならない。

第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、以下の者を指定

する。

〔省略〕
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視 点

作成例は、負担付遺贈の例ですが、遺言者の死後、遺言者が飼育し

ていたペットの世話を誰にどのように託すかについては、考えられる

方法とそれぞれのメリット・デメリットを考慮し、適切な方法を選択

する必要があります。

解 説

１ 遺言者の死後、ペットの世話を託する方法

遺言者の死後、遺言者が愛情を注いで飼っていたペットを相続人が

引き取って世話を続けることができればよいですが、それができない

場合に、ペットの世話を第三者に任せる方法として、①負担付遺贈、

②負担付死因贈与、③ペット信託が考えられます。

２ 負担付遺贈

負担付遺贈は、遺言により、遺言者が受遺者に対して遺産の全部又

は一部を無償で譲与する代わりに、受遺者に一定の法律上の義務を負

担させる遺贈ですが（民1002①）、負担の内容は、遺贈の目的と直接関係

のない内容や経済的利益に当たらないものでもよいとされており（日

本公証人連合会編著『新版 証書の作成と文例 遺言編［改訂版］』57頁（立花書

房、2013））、作成例のように「ペットの飼育、その埋葬、供養」も負担

の内容となり得ます。遺言でペットの世話等の負担付遺贈をする場合

は、受遺者において、ペットのためにどのようなことをすればよいの

か分かるように、負担内容を遺言で具体的に定めておくのがよいでし

ょう。

負担付遺贈は、受遺者において自由にこれを放棄することができま
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す（民986）から、受遺者に対し、遺言者の思いに沿うペットの飼育等を

してくれるかどうかを事前に確認しておくのが望ましいでしょう。

また、受遺者において、財産の遺贈を受けながら、遺言に記載され

たペットの飼育等の負担を履行しないおそれもありますから、遺言執

行者を指定しておきましょう。遺言執行者は、遺言の内容を実現する

ため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権

利義務を有していますし（民1012①）、遺言執行者がその権限内で遺言

執行者であることを示して行った行為は、相続人に対して直接効力を

生じます（民1015）。ですから、受遺者が遺贈された財産を取得しなが

ら、負担を履行しない場合には、遺言執行者の権限として、相当の期

間を定めて受遺者にその履行を催告することができ、受遺者がその期

間内に履行しないときは、遺言の負担付遺贈の部分の無効を家庭裁判

所に請求することができる（民1027。その効果は民995）など、負担の執行

状況の監視機能を果たすことが期待できます。

３ 負担付死因贈与

次に死因贈与は、贈与者の死亡によって贈与の効力が生ずるものと

された贈与契約であり、受贈者が対価に当たらない程度の一定の義務

を負担するのが負担付死因贈与です（民553・554）。遺贈が遺言者の単

独行為であるのに対し、死因贈与は契約ですから、贈与者と受贈者の

間で、財産を死因贈与する代わりにペットの飼育等をすることが合意

されており、負担付遺贈に比べ、ペットの飼育等が履行されないおそ

れは低いと考えられます。もちろん、この場合でも、受贈者が、財産

だけ入手してペットの世話等を履行しないおそれはあります。この場

合、相続人は、遺贈の規定を準用して取り消すことができます（民554・

1027）。

また、死因贈与に遺言執行者の規定の準用を認め、その契約におい
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て執行者を指定することができるというのが通説かつ行政先例であり

（日本公証人連合会編著・前掲204頁）、執行者を選任することにより、負担

の執行状況の監視機能を果たすことが期待できます。

以下の作成例は、負担付死因贈与の例です。

〈負担付死因贈与の例〉

第〇条 贈与者甲野花子は、贈与者の死亡によって効力が生じ、

死亡と同時に所有権が受贈者乙山幸子に移転するものと定め、

令和〇〇年〇〇月〇〇日、贈与者の有する以下の財産を、無償

で乙山幸子に贈与することを約し、乙山幸子は、これを承諾し

た。

(1) 愛犬甲（犬種〇〇、雄、〇歳）

(2) 〇〇銀行△△支店に対する預金全て

第〇条 乙山幸子は、本件死因贈与契約による贈与を受ける負担

として、前条(1)記載の遺言者の愛犬甲を愛情をもって誠実に

飼育しなければならず、愛犬甲が亡くなったときは、手厚く埋

葬し、供養しなければならない。

第〇条 贈与者は、以下の者を執行者に指定する。

〔省略〕

４ ペット信託

負担付遺贈や負担付死因贈与の問題点、すなわち、遺言者から財産

を取得しながら、ペットの世話等の負担を履行しないおそれを解消す

る方法としてペットの信託が考えられます。

本ケースでは、愛犬甲には権利能力がないので、受益権の帰属主体

である受益者にはなれません。そこでいわゆる「目的信託」の設定が
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考えられます。目的信託とは、受益者の定め（受益者を定める方法の

定めを含みます。）のない信託（信託258①）であり、この信託では、特

定の受益者を想定せず、信託財産は受益者の利益のためでなく、信託

の目的達成のために管理、処分されることになります。目的信託の類

型には、①権利能力のない者のために設定される信託と、②非公益目

的のために設定される受益者を確定できない信託があり、①の例とし

てペットの飼育のために設定する信託があるといわれています（日本

公証人連合会編著・前掲111頁）。

しかしながら、目的信託は、存続期間が20年を超えることができな

いため（信託259）、長生きするペットに利用するには不向きですし、目

的信託受託者は、信託法附則3項、信託法施行令3条により一定の法人

に限定されており、税務上の問題等もあり、目的信託としての受託を

する信託会社は見受けられない旨の指摘があります（伊庭潔編著『信託

法からみた 民事信託の実務と信託契約書例』215頁（日本加除出版、2017）、堀龍

兒ほか編著『ペットの法律相談』170頁（青林書院、2016））。

そこで、目的信託ではなく、ペットの飼育に関心を持つ者と実際の

飼育者とを受託者、受益者として信託を構成することが考えられます。

後掲の参考書式は、遺言者の長男を受託者と、愛犬甲を飼育する飼

育費用負担者を受益者とし、遺言者の生前から愛犬甲の飼育に関する

信託として構成した例です。
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参考書式

〇ペット信託契約書

信託契約書

第１条（契約の趣旨）

委託者甲野花子は、受託者甲野一郎に対し、次条記載の信託の目的

達成のため、第3条記載の財産を信託財産として管理処分することを

信託し、甲野一郎はこれを引き受けた。

第２条（信託の目的）

この信託は、次条記載の財産を信託財産として管理及び処分を行い、

甲野花子が飼育する子犬甲の飼育費用等を保全するとともに、子犬甲

が終生適切な環境で飼育されるよう、愛情をもって子犬甲の飼育をす

る者に対し、その飼育等の費用として必要な資金を給付することを目

的として信託するものである。

第３条（信託財産）

１ この信託の信託財産は、金〇〇万円とする。

２ 委託者は、受託者に通知して金銭を追加信託することができる。

第４条（信託期間）

この信託の信託期間は、次の各号のいずれかに該当した時までとす

る。

① 子犬甲が死亡した時

② 信託財産が消滅した時

第５条（委託者）

１ 本信託の委託者は、次の者である。

氏名 甲野花子

住所 〔省略〕

生年月日 〔省略〕

２ 委託者が死亡した場合、委託者の権利は消滅し相続人に承継されな

い。

第６条（受託者）

本信託の受託者は、次の者とする。

氏名 甲野一郎
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住所 〔省略〕

生年月日 〔省略〕

第７条（受益者及び受益権等）

１ 本信託の当初受益者は、委託者甲野花子とする。

２ 当初受益者甲野花子が死亡したときは、第二次受益者として、子犬

甲の遺贈を受け飼育する乙山幸子（生年月日〔省略〕、住所〔省略〕）

を指定する。

３ 委託者甲野花子は、いつでも、前項の第二次受益者を変更すること

ができる。

４ 第二次受益者乙山幸子が子犬甲の飼育に適しない状況になったとき

は、受託者甲野一郎が受益者を変更することができる。

５ 受益者は、信託財産から給付を受けることができる。

第８条（信託財産の管理及び給付の内容等）

１ 受託者は、本件信託財産を適切に管理し、子犬甲の飼育費用に充て

るために受益者に交付するほか、信託目的を達成するために必要な行

為を行う。

２ 前項の給付額は、受託者が、子犬甲の年齢、健康状況、飼育状況及

び信託財産の状況を勘案し、適切に定める。

第９条（善管注意義務等）

受託者は、信託事務を処理するに当たっては、本信託の目的に従い、

善良な管理者の注意をもってこれをしなければならない。

第10条（管理に必要な事項）

１ 受託者は、信託財産については、受託者名義の信託専用口座で管理

するなどすることにより、信託財産と受託者の固有財産とを分別して

管理し、混同してはならない。

２ 受託者は、信託事務処理に係る費用について、信託財産から償還を

受けることができる。

３ 〔計算期間、帳簿作成、報告等 省略〕

第11条（信託の終了）

本信託は、次の事由により終了する。

① 子犬甲の死亡

② その他信託法に規定する終了事由が生じたとき

第12条（帰属権利者）

〔省略〕

〔以下省略〕
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74 自分の信仰する宗教・宗派での葬儀を行ってもら

いたい場合

ケース
遺言者は、自分の死後、自分自身が信仰す

る宗教・宗派での葬儀を執り行ってほしいと願っています。

この点、遺言にはどのように記載すればよいでしょうか。

作成例１ 付言としての例

【付言】

遺言者の葬儀は、遺言者の信仰する〇〇宗の儀礼、方式にのっ

とって執り行ってください。

遺言者の遺骨は、〇〇宗が〇〇市において設営する〇〇納骨堂

に納骨してください。

作成例２ 負担付遺贈としての例

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記預金債権を、〇〇〇〇（平

成〇〇年〇〇月〇〇日生）に遺贈する。

記

Ａ銀行Ｂ支店 普通預金 口座番号（〇〇〇〇〇〇〇）

２ 〇〇〇〇は、前項の遺贈の負担として、遺言者の葬儀・埋葬

を以下のとおり実施するものとする。
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(1) 遺言者の葬儀は、遺言者の信仰する〇〇宗〇〇派の儀礼、

方式にのっとって執り行う。

(2) 遺言者の遺骨は、〇〇宗が〇〇市において設営する〇〇

納骨堂に納骨する。

視 点

遺言者自身が信仰する宗教・宗派と、相続人・遺族の信仰する宗教・

宗派が異なる場合、遺言者の希望する宗教・宗派の儀礼・方式とは異

なる宗教の方式等によって葬儀が実施されてしまうおそれがありま

す。特に、相続人・遺族の信仰する宗教・宗派が、既存宗教等と対立

関係にある場合などでは、そのおそれがますます高まるでしょう。

したがって、上記のおそれが高い場合などでは、遺言の内容に一定

の拘束力を持たせる工夫が必要と思われます。負担付遺贈がその一例

です。

また、特定の宗派による葬儀を行うためには、遺言者本人の死後、

速やかに葬儀業者等にその旨を知らせて手配や準備をしてもらう必要

があります。前掲ケース73と同様に、遺産についての遺言とは別に遺

言を作成し、死後これがすぐに見つかり、内容が分かるように、親族

らにそのような遺言の存在と保管場所等を伝えておくなどの工夫も必

要です。エンディングノートの活用も考えられます。

解 説

１ 葬儀の方式等に対する希望と付言事項又は負担付遺贈

通常は、作成例１のように付言事項として記載することで目的を達
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成する場合が多いと思われますが、視点に記載したとおり、遺言者の

希望する宗教・宗派の儀礼・方式とは異なる宗教の方式等によって葬

儀が実施されてしまうおそれが高い場合は、作成例２のように、遺言

者が希望する葬儀の方法等の実施を負担とする負担付遺贈によって、

受遺者に対して一定の拘束力を持たせることができます。この場合、

受遺者が負担の内容を履行しないときは、相続人（遺言執行者がある

場合は、相続人又は遺言執行者）において、受遺者に対して相当の期

間を定めて履行の催告をすることができ、履行がないときは当該遺言

の取消請求権を行使することができます（民1027）。しかしながら、受

遺者側が放棄することによってこうした死後事務処理の負担を免れる

ことは原則として自由と解されますので、その場合は、遺言者の思い

が実現しないことになりかねません。

２ 死後事務委任契約の締結

そこで、葬儀の方式等に対する希望内容を、信頼できる人を受任者

とする死後事務委任契約の委任事項に含ませることが考えられます。

この点、通常は葬儀・埋葬の具体的方法までを盛り込む必要はあり

ませんが、委任者が希望する葬儀の方法等を具体的に記載してこれを

委任事項とすることにより、特定の宗教・宗派による葬儀等の実現を

図ることができます。

その場合の記載例は、後掲参考書式のとおりです。
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参考書式

〇死後事務委任契約書

死後事務委任契約書

委任者甲及び受任者乙は、甲の死後の事務に関し、次のとおり委任契

約を締結する。

第１条（契約の趣旨）

甲は、乙に対し、甲の死亡後における事務を委任し、乙はこれを受

任する。

第２条（委任事務の範囲）

甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務を委任する。

① 葬儀及び埋葬に関する事務

ただし、葬儀は、甲の信仰する〇〇宗〇〇派の儀礼、方式にのっ

とって執り行うものとし、甲の遺骨は、〇〇宗が〇〇市において設

営する〇〇納骨堂に納骨するものとする。

② 医療機関等に対する一切の債務の弁済及び入院保証金、入居一時

金等医療機関等からの弁済の受領

③ 〔省略〕

〔以下省略〕
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