
Ｑ７

配偶者居住権は、どのようにすれば第三者に対抗で

きるか

Ａ
配偶者居住権は、登記をすることで第三者に対抗す

ることができます。建物所有者には、配偶者に対し、

配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務が課せら

れています。

解 説

１ 登記の対抗力

配偶者居住権は、登記をすることで第三者に対抗することができる

ようになります。この点、賃借権のように引渡し（借地借家31）による

ことはできません。また、建物所有者には、配偶者に対し、配偶者居

住権の設定登記を備えさせる義務が課せられています（民1031①）。

配偶者は、建物について配偶者居住権の登記を備えた場合、これを

第三者に対抗することができます（民1031②・605）。第三者によって配

偶者居住権の使用を妨げられているときには配偶者居住権に基づいて

妨害排除請求権を行使することができるようになります（民1031②・605

の4）。

なお、配偶者居住権の対抗力は建物の使用収益に関する部分に限ら

れ、敷地の権利関係には及びません。したがって、敷地の所有権を相

続人等から譲り受けた者はここでいう第三者には当たらず、配偶者居

住権をもって対抗することはできません（家裁実務115頁、日弁連Ｑ＆Ａ

181頁）。
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２ 設定登記

設定登記は、原則として登記権利者と登記義務者との共同申請によ

ります。判決による場合は登記権利者の単独申請（不登63）によります。

配偶者居住権の取得原因が遺贈である場合、配偶者が登記権利者、

建物所有者が登記義務者となって共同申請により配偶者居住権の設定

登記の申請を行うか、判決に基づいて配偶者が単独で設定登記の申請

を行うことになります。遺言執行者がいるときは、遺贈の履行は遺言

執行者のみが行うことができる（民1012②）とされていることから、遺

言執行者が登記義務者の立場として、登記権利者である配偶者と共に

共同申請によって設定登記の申請を行うこととなります。なお、遺言

執行者の行為は相続人に対して効力を生ずるもの（民1031）とされてい

ることから、登記義務者となるべき建物所有者が相続人以外の第三者

である場合に、遺言執行者が登記義務者となることができるか疑問が

ありますが、遺言執行者は遺言の内容を実現するために、遺言執行に

必要な一切の行為をする権利義務を有し（民1012①）、遺贈の履行は遺

言執行者のみが行うことができる（民1012②）とされていることから、

この場合も登記義務者となることができると考えられます。

(1) 建物が相続人名義になっている場合

配偶者が登記権利者、建物所有者が登記義務者となって共同申請に

より配偶者居住権の設定登記の申請を行います。遺産分割の調停や審

判によって配偶者居住権を取得した場合は、調停調書や審判書をもっ

て、配偶者が単独で設定登記の申請をすることができます（不登63①）。

また、建物所有者が登記手続に協力しない場合は、配偶者居住権の設

定登記手続請求訴訟によって判決を得て、配偶者が単独で登記申請を

することになります（民1031①）。

(2) 建物が未登記の場合

建物の登記がない場合は、先に建物所有者が建物表題登記と所有権

保存登記の申請を行う必要があります。建物所有者が登記手続に協力
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しない場合は、前記(1)同様、配偶者居住権の設定登記手続請求訴訟に

よって判決を得て、配偶者が単独で登記申請をすることになり、その

前提として建物表題登記と所有権保存登記について、得られた判決を

代位原因証明情報として、配偶者が建物所有者に代位して登記申請を

行うことができます（民423の7）。

(3) 建物が被相続人の所有名義のままである場合

ア 建物所有権を配偶者以外の相続人等に遺贈し、配偶者居住権

を配偶者に遺贈している場合

建物所有権について遺贈を原因とする所有権移転登記の申請を行

い、続けて配偶者居住権について遺贈を原因とする設定登記の申請を

行います。遺贈による建物の所有権移転登記手続は、建物所有権の受

遺者を登記権利者とし、被相続人の相続人全員が登記義務者となりま

す。なお、受遺者が相続人の1人である場合は、受遺者以外の相続人が

登記義務者となります（清水勲「遺贈の登記をめぐる若干の問題点」田中康久

編著『不動産登記制度と実務上の諸問題下巻』441頁（テイハン、1988）、令2・3・

30民二324）。

建物所有者となる者が登記手続に協力しない場合は、前記(2)同様

に判決を得て配偶者が代位して所有権移転登記の申請を行うことがで

きると考えられます（日弁連Ｑ＆Ａ177頁）。

イ 建物所有権を配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言（特

定財産承継遺言）によって取得させ、配偶者居住権を配偶者に

遺贈している場合

特定財産承継遺言については、遺産分割方法の指定であるとしてこ

れに負担を付すことはできないと考えられており、配偶者居住権は取

得できないことになるところ、遺言者の合理的意思の解釈によって建

物所有権については負担付遺贈と解するとされています（Ｑ５の１(2)

ウ参照）。したがって、建物について遺贈を原因とする所有権移転登

記の申請を行い、続けて配偶者居住権について遺贈を原因とする設定
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登記の申請を行います。

ウ 建物所有権を配偶者以外の相続人に取得させ、配偶者居住権

を配偶者に相続させる旨の遺言（特定財産承継遺言）によって

取得させる遺言がある場合

配偶者居住権を特定財産承継遺言によって取得させることはできな

いとされますが、これを遺贈の趣旨と解することが合理的意思に合致

するときは、遺贈として成立させることができると考えられます（Ｑ

５の２(2)参照）。したがって、建物について遺贈を原因とする所有権

移転登記の申請を行い、続けて配偶者居住権について遺贈を原因とす

る設定登記の申請を行います（令2・3・30民二324）。

エ 建物所有権の帰属について指定はなく、配偶者居住権を配偶

者に取得させる旨の遺言がある場合

建物の所有権の帰属が定まっていない場合は、まず相続人間で遺産

分割協議を行い、配偶者以外の相続人に建物所有権が帰属したときは、

建物について相続を原因とする所有権移転登記の申請を行い、続けて

配偶者居住権について遺贈を原因とする設定登記の申請を行います。

建物について相続人間で遺産分割協議が調わないときは、遺産分割

調停や審判によることになりますが、対抗要件は速やかに備えるべき

であり、長期間にわたって登記手続をしないでおくことは望ましくあ

りません。したがって、法定相続分による遺産共有状態として、建物

について法定相続分での相続を原因とする所有権移転登記の申請を行

い、続いて配偶者居住権について遺贈を原因とする設定登記の申請を

行うことができます。この場合の相続による所有権移転登記の申請

は、保存行為として共同相続人の1人である配偶者が単独で行うこと

ができます（部会資料22-2・5頁）。また、配偶者居住権の設定登記の申請

は、配偶者以外の共同相続人全員が建物所有者として登記義務者とな

り、配偶者が登記権利者となります。
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オ 建物所有権の帰属について指定はなく、配偶者居住権を配偶

者に遺産分割によって取得させた場合

建物の所有権の帰属が定まっていない場合は、まず相続人間で遺産

分割協議を行い、配偶者以外の相続人に建物所有権が帰属したときは、

建物について相続を原因とする所有権移転登記の申請を行い、続けて

配偶者居住権について遺産分割を原因とする設定登記の申請を行いま

す。建物について相続人間で遺産分割協議が調わないときについて

は、前記エと同様です。

(4) 死因贈与による場合

配偶者居住権の取得原因が死因贈与である場合は、遺贈である場合

と同様に取り扱われます（民554）。なお、配偶者居住権を死因贈与によ

って取得させる場合に、被相続人の死亡を始期とする始期付配偶者居

住権設定仮登記をしておくことができます。この場合は、相続発生後

に本登記の申請を行うことになります。

３ 変更登記

配偶者居住権の設定の際に定められた存続期間の満了時に、配偶者

居住権の期間を更新したり、伸長したりすることはできないとされて

います（Ｑ６の３参照）。したがって、存続期間の定め（不登81の2一）を

伸長する変更登記の申請はできません（令2・3・30民二324）。他方で、存

続期間の途中で、権利を放棄することや合意で消滅させることは可能

とされています（Ｑ６の３参照）。この場合は、存続期間の一部放棄を

証する情報の提供をすることで、終身とされている存続期間の定めを

10年として設定登記の申請をしたり、20年とされている存続期間の定

めを10年に短縮する変更登記の申請をすることができます。なお、贈

与税の対象となり得ることに注意が必要です（Ｑ11の５参照）。

第三者に建物の使用収益をさせることを許す旨の定めがあるとき

は、これを登記することができます（不登81の2二）。配偶者は、建物所
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有者の承諾を得て第三者に使用収益させることができる（民1032③）と

されていることから、配偶者居住権の設定時に、建物所有者から承諾

を得られれば、設定登記の申請時にこの旨の特約を登記することがで

きます。設定登記後に、建物所有者が承諾をした場合は、特約事項の

追加として変更登記の申請ができると考えられます。

４ 抹消登記

配偶者居住権が消滅したときは、抹消登記の申請を行います。配偶

者の死亡によって消滅した場合、権利消滅の登記手続（不登69）として

建物所有者が単独で抹消登記の申請をすることができます。死亡以外

の事由によって消滅した場合は、配偶者が登記義務者、建物所有者が

登記権利者として共同申請によって抹消登記手続を行います。

配偶者が成年後見制度における成年被後見人（被保佐人、被補助人）

である場合に、成年後見人（保佐人、補助人）が配偶者に代わって、

配偶者居住権の合意消滅や放棄をするときは、賃貸借の解除と同様の

処分行為として、家庭裁判所の居住用不動産の処分についての許可が

必要となると考えられます（民859の3）。また、配偶者が被保佐人であ

る場合に、配偶者が配偶者居住権の合意消滅や放棄をすることは、不

動産に関する権利の得喪を目的とする行為となることから、保佐人の

同意を要すると考えられます（民13①三）。

アドバイス

配偶者居住権の設定登記の申請の依頼を受けた際には、資格者

代理人として、居住要件や配偶者要件などの配偶者居住権の成立

要件をすべて満たしていることを住民票などで確認した上で手続

を進めていくことが必要であると思われます。
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参考書式１ 遺産分割協議による配偶者居住権設定の登記申

請書

登記申請書

登記の目的 配偶者居住権設定

原 因 令和何年何月何日遺産分割 ※1

存 続 期 間 配偶者居住権者の死亡時まで ※2

特 約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる

※3

権 利 者 東京都新宿区四谷○丁目○番○号

甲 野 花 子 ※4

義 務 者 東京都港区南青山○丁目○番○号

甲 野 誠 一 ※5

添 付 情 報 登記原因証明情報 ※6 登記識別情報 印鑑証明書

令和何年何月何日申請 東京法務局新宿出張所

課 税 価 格 金3,000万円

登録免許税 金6万円 ※7

不動産の表示

所 在 東京都新宿区四谷○丁目 123番地45

家屋番号 123番45

種 類 居宅

構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

第２章 配偶者の居住権を保護するための方策34



床 面 積 1階 59.45m2

2階 59.45m2

※1 原因年月日は遺産分割協議の成立日。

※2 存続期間に別段の定めがない場合に、始期を相続開始日とするときは

「令和何年何月何日から配偶者居住権者の死亡時まで」と記載し、始

期を遺産分割協議の成立日とするときは単に「配偶者居住権者の死亡

時まで」と記載することで足りる。存続期間に別段の定めがある場合

は、「令和何年何月何日から何年又は配偶者居住権者の死亡時までの

うち、いずれか短い期間」「令和何年何月何日から令和何年何月何日

まで又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」と

記載する。

※3 民法1032条3項で定める所有者の承諾がある場合は特約を記載する。

※4 配偶者を配偶者居住権者として記載する。住所は必ずしも建物の所

在地と一致する住所ではなくともよいが、住民票など公的な資料に基

づいて正確に記載することが望ましい。

※5 建物所有者が登記義務者となる。

※6 登記原因証明情報としては、遺産分割協議書を添付する。遺産分割協

議書は、公正証書により作成されたものでない限り、配偶者を除く相

続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付を要する（昭30・4・23

民甲742、登研429・121、514・193）。また、被相続人の出生から死亡まで

の戸籍全部事項証明書等及び相続人全員の戸籍個人事項証明書等を

添付する。これらの書面で、配偶者が相続開始時に被相続人と婚姻し

ていたこと及び建物に居住していたことが明らかでない場合は、それ

らを明らかにする情報を別途提供する（令2・3・30民二324）。具体的に

は、婚姻していたことを明らかにする情報として被相続人の住民票の

除票の写しや戸籍全部事項証明書等、居住していたことを明らかにす

る情報として配偶者の住民票の写し等を提供するが、報告形式の登記

原因証明情報を作成して提供することでも足りる（参考書式５参照）。

※7 課税価格は建物の固定資産評価額を記載する。登録免許税は課税価

格の1000分の2に相当する金額を記載する（登税別表第1一（三の二））。
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Ｑ31

緩和された方式により自筆証書遺言を作成する際

には、どのような点に注意しなければならないか

Ａ
定められた方式の要件を満たすよう十分に注意す

るとともに、第三者による偽造等の防止にも配慮をす

る必要があります。

解 説

１ 自筆証書遺言の方式の緩和

今般の改正により、自筆証書遺言の本文に添付する相続財産の目録

については、自書によることを要しないものとされました（民968②前

段）（Ｑ29参照）。これに対して、遺言書の本文、日付、氏名について

は、なお遺言者が自書する必要があります（民968①）。

相続財産の目録を「添付する場合」とあることから、遺言書本文と

財産目録とが一体となっている場合には、自書によらない目録による

ことが認められません。例えば、自書された遺言書本文の用紙に第三

者が相続財産を代筆して作成したものや、預貯金通帳等のコピーの余

白部分に遺言者が「当該財産を何某に相続させる」と自書して作成し

たものは、形式的な要件を満たさないことになります。

２ 財産目録への署名押印

自書によらない方法により財産目録を作成した場合には、その毎葉

（自書によらない部分が両面にある場合には、その両面）に、遺言者

が署名押印しなければなりません（民968②）。したがって、目録が複数
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枚にわたる場合には、それら全ての用紙に署名押印をすることになり

ます。

財産目録の「毎葉」とされていることから、相続財産の記載が用紙

の片面のみである場合には、その裏面に署名押印がなされていても、

形式上は有効であると判断されます。しかし、そのようにして作成さ

れた遺言書が後日発見された場合に、署名押印がされている裏面に第

三者が加筆してしまうと、あたかも裏面こそが代筆等により作成され

た目録であって、本来の目録である表面については署名押印のない無

効な頁であるかのように偽造がされてしまうといったおそれがありま

す。遺言書を作成する際には、第三者による偽造を防ぐ観点から、目

録の記載のある頁に署名押印を残すべきでしょう。

３ 押印に用いる印鑑

財産目録に押印する印鑑については、作成者の印であること以外に

特段の要件はありません。したがって、遺言者の実印を押印すること

も、本文が記載された自筆証書に押された印鑑と同一の印を用いるこ

とも必要とはされていません。中間試案では、後日の偽造等の防止の

ために同一の印鑑を用いることを要件とすることも検討されました

が、財産目録に押捺した印鑑を後で紛失した場合には、その後に追加

した財産目録に別の印を押捺しても当該追加部分が無効となってしま

うなど、方式としてやや厳格に過ぎることから要件とはされませんで

した（部会資料17・2頁）。もっとも、後日の偽造等を防止するという観

点からは、遺言者の実印を押印するか、若しくは全て同一の印を用い

ることが望ましいでしょう。

４ 遺言書の一体性の確保

財産目録を添付する場合であっても、遺言書本文と財産目録とを編

綴し、契印することまで必要とはされていません。改正前でも、遺言
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書が複数枚にわたる場合に編綴することは要件とされておらず、これ

を新たに要件とすると、かえって方式違背の遺言が増えるおそれがあ

るからです。

もっとも、自筆証書遺言の本文に添付する財産目録については自書

が不要とされたことから、第三者が財産目録を偽造し、本来の目録と

差し替えてしまうような方法による改ざんのリスクは以前よりも高ま

りました。そのため、遺言書の一体性を確保するための配慮が求めら

れます。

具体的な対応としては、後述する遺言書保管制度（第８章参照）を

利用することが、今後は最も望ましいであろうと考えられます。遺言

書保管制度を利用しない場合には、遺言書本文と財産目録の用紙を同

一の封筒に入れて封緘をしたり、遺言書の用紙を編綴して契印するな

どして、一体性を確保するよう工夫する必要があります。

アドバイス

自筆証書遺言の方式が緩和されたことで、遺言者が遺言書を作

成する上での負担はある程度軽減されましたが、それでもなお厳

格な形式要件が定められており、その要件を満たさなければ遺言

者の最終意思が遺言書に反映されないことのリスクが存在しま

す。また、必ずしも遺言書の内容について第三者のチェックを受

けることが想定されていないことから、遺言書の記載内容が曖昧

であると、その解釈をめぐって相続人間の争いにつながるおそれ

もあります。自筆証書遺言は、遺言者が手軽に作成できるという

点では優れた方式ですが、内容・形式ともに不備のない遺言書を

残すには、依然としてハードルの高い手続であるともいえます。

司法書士が遺言書作成の相談を受けた際には、遺言者の意思を
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確認した上で、いかなる方式の遺言によることが適切かをまずは

検討し、その形式・内容共に瑕疵のない遺言書が作成されるよう

アドバイスしなければなりません。もし自筆証書遺言の作成を相

談された場合には、遺言書の形式・内容のチェックはもちろん、

遺言書の保管方法や、後日、遺言書を訂正する場合の方法につい

ても助言するなど、総合的にサポートする役割を担う必要があり

ます。

第４章 遺言制度に関する見直し 147



Ｑ45

相続による権利の承継に関して、遺言執行者はどの

ような点に注意すべきか

Ａ
改正により、法定相続分を超える部分については、

「登記、登録、その他の対抗要件を備えなければ、第

三者に対抗することができない」とされたこと、特定

財産承継遺言については遺言執行者に対抗要件を備

えるために必要な行為をする権限が付与されたこと

から、速やかに登記申請その他の対抗要件を具備する

ための行為をする必要があります。

解 説

１ 遺言執行者の権限の改正

(1) 登記申請権限

相続法の改正により、特定財産承継遺言により選任された遺言執行

者は、「対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる」と定

められました（民1014②）。改正前においても、遺贈については、遺言執

行者が登記義務者として所有権移転登記の申請を行ってきましたが、

いわゆる相続させる旨の遺言（特定財産承継遺言）については、受益

相続人による単独申請が可能であり、遺言執行者は遺言の執行として

登記手続をする義務を負うものではないとされていました（最判平7・

1・24判時1523・81）。しかし、今般の改正により、特定財産承継遺言がな

された場合に対抗要件を具備する行為についても、遺言執行者の職務

権限であるとされました。また、遺贈についても、遺言執行者が選任

されている場合は、遺言執行者のみが遺贈の履行をすることができる

ことも明記されました（民1012②）。以上の改正により、遺言に基づく
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登記申請における遺言執行者の役割は、従来以上にその重要性を増し

ているといえるでしょう。

(2) 通知義務

遺言執行者の権限に関するもう一つの重要な改正は、遺言内容の通

知義務が課されたことです（民1007②）。遺言執行者は、「その任務を開

始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなら

ない」とされ、遺言執行者が遺言内容の通知を怠れば、善管注意義務

違反を問われるおそれがあります。遺言の内容については、従来も、

実務上は財産目録の交付と同時に遺言書の写しを送付するなどして通

知することが一般的でしたが、遺留分のない相続人に対しては紛争防

止の観点から具体的な内容までは開示しない場合もあったのではない

かと思われます。しかし、今後は、推定相続人の遺留分の有無を問わ

ず、確実に通知義務を果たす必要があります。

(3) 通知のタイミング

(2)の通知義務との関係で問題になるのが、(1)の遺言執行者による

登記申請と(2)の通知義務の履行のタイミングの問題です。(2)の通知

義務は、任務の開始後、遅滞なく履行する必要がありますが、特定財

産承継遺言の遺言執行者が、もし通知義務を先に履行し、登記申請手

続を留保している間に、受益相続人以外の相続人が法定相続分で登記

を入れ、持分を第三者に譲渡して第三者が登記を備えてしまうと、遺

言の内容を実現できなくなります。このような場合には、遺言執行者

の任務懈怠として捉えられかねません。よって、遺言執行者としては、

このような事態が生じないように細心の注意を払う必要があります。

具体的には、相続が発生したら直ちに登記申請ができるように、事前

の準備を十分にしておき、登記を申請するのと同時に、あるいは登記

を先に申請してから受益相続人以外の相続人に遺言の内容を遅滞なく
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通知するなどの工夫も必要になるでしょう。なお、預貯金債権につい

ては、金融機関に遺言執行者の就任通知と合わせて債権の承継通知を

送付することにより対抗要件を具備することになります。

２ 民法1013条2項、3項との関係

相続による権利の承継に関して、遺言執行者が注意を払う必要があ

るもう1つの改正は、後述する遺言の執行の妨害行為の禁止に関する

民法1013条の改正です。従前は相続人が遺言に反する処分行為を行っ

た場合の効果については絶対的無効であるとされていたものが、無効

ではあるが善意の第三者には対抗することができないと改められる

（民1013②）とともに、相続人の債権者（相続債権者を含みます。）の権

利行使を妨げない（民1013③）とされたことから、相続が早い者勝ちに

なったと評価する声もあります。もし遺言執行者に就任した場合に

は、スピード感を持ってその業務を遂行することが求められます。

アドバイス

遺言執行者がその業務を行うに当たっては、相続による権利の

承継に関して新たなルールが定められたことにより、特に対抗要

件の具備について迅速に行うことが重要です。とはいっても、特

定財産承継遺言の受益相続人は相続放棄をすることができます

し、遺贈について受遺者は遺贈の放棄をすることもできますので、

受益相続人や受遺者の意思確認は十分行う必要があるでしょう。
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参考書式 遺言執行事務通知及び債権承継通知書

被通知人

○○市○○町○丁目○番○号

Ａ銀行 Ｂ支店 御中

遺言執行事務通知及び債権承継通知書

令和○年○月○日

通知人

○○市○○町○丁目○番○号

亡山田一郎 遺言執行者

司法書士甲野太郎 印

当職は、後記遺言者山田一郎氏より、令和○年○月○日付け遺言公正

証書（令和○年○月○日○○地方法務局所属公証人○○○○作成同年第

○○○号、以下「本件遺言」という。）に遺言執行者としての指定を受け

ました。遺言者は、令和○年○月○日死亡し、本件遺言の効力が生じま

したので、当職は令和○年○月○日をもって遺言執行者に就任し、任務

を開始しましたので、民法第1007条第2項の定めにより、その旨通知いた

します。

遺言者は、本件遺言により、貴行に有する下記預金債権を遺言者の相

続人である山田花子氏に承継させております。よって被相続人の死亡に

より下記債権は相続開始日をもって債権譲渡の効力が生じましたので、

民法第467条の定めにより、その旨通知いたします。

記

債権の特定： 貴銀行○○支店に対する預金債権

種 別： 普通預金

口 座 番 号： ○○○○○○○

口 座 名 義： 山田一郎

および、利息

以上

【遺言者の表示】

氏 名 山田一郎

生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日

本 籍 ○○市○○町○丁目○番

最後の住所 ○○市○○町○丁目○番○号
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