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田村先生

Case８ 遺言者の死後10年以上経過後に検認手続を経た自
筆証書遺言に特定困難な内容がある場合

遺言書

この大阪の家は北区〇〇〇3丁目9―9 次女？子にわたします。

平成十一年十一月
六日
六六 天満一郎 印

指印

※ 縦書き・手書き
※ ？は判読困難

相談者は、上記のとおりの遺言書（平成23年2月18日付検認済証明書
付）を持参し、当該遺言書に記載された遺言者（平成12年12月29日死
亡）の意思を実現してほしいと依頼された。

手続選択等の視点

① 本Case書面は、そもそも遺言として有効か。本Case書面のどの
点が問題となり得るか。仮に『わたします』ではなく、「まかせます」
ならどうか

② 遺言が有効として、どうすれば登記ができるか
㋐ 遺言の趣旨が「相続させる」旨の遺言と解される場合
㋑ 遺言の趣旨が遺贈と解される場合

③ 本Case書面が方式違背により遺言としては無効と判断せざるを
得ない場合、この書面には何の効力もないのか

④ 遺言者の死亡から10年以上も経って検認手続が行われている点で
どのような点が問題となり得るか。また、他の相続人がこの点を争
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うためには、どのような手続をとればよいか

⑤ 遺言が有効として、全相続人で遺産分割協議をすることはできる

か。仮に遺言執行者がいる場合はどうか。また、仮に「相続させる」

旨の遺言ではなく遺贈と判断される場合はどうか

⑥ 本Caseの場合、次女から委任を受けた弁護士としては、どのよう

な手続を選択するべきか

解 説

１ 自筆証書遺言の有効性
(1) 自書性

本Case遺言書は、自筆証書遺言ですので、遺言者が、その全文、日

付及び氏名を自書しなければなりません（改正前民968）。

そこで、遺言者本人の筆跡であることが明らかである資料（例えば、

日記や手紙等）と照らし合わせて、本Case遺言書の全文、日付及び氏

名の記載が遺言者の自筆によるものであるかどうかを検討する必要が

あります。

なお、平成30年法律72号による民法改正により、平成31年1月13日以

後に作成された自筆証書遺言については、自筆証書に一体のものとし

て相続財産目録を添付する場合には、その目録については自書でなく

てもよいとされました（民968②）。

(2) 民法所定の訂正方法を履践していない日付の訂正の可否

自筆証書遺言においては、加除その他の変更は、遺言者が、その場

所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、

その変更の場所に押印しなければ、その効力が生じません（改正前民

968②、民968③）。

本Case遺言書では、日付の「六六」という記載が二重線で抹消され、
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その横に「六日」と記されていますが、上記の変更の方式は履践され
ていません。そこで、この方式違背により遺言が無効とならないかが
問題となります。
この点につき、自筆証書遺言中の証書の記載自体からみて明らかな

誤記の訂正については、たとえ民法968条2項（現民法968条3項）所定
の方式の違背があっても遺言者の意思を確認するについて支障がない
ものであるから、その方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすもので
はないとして、遺言者が書き損じた文字を抹消した上、これと同一又
は同じ趣旨の文字を改めて記載したものであることが、証書の記載自
体からみて明らかであるから、当該遺言は無効となるものではないと
した最高裁判例があります（最判昭56・12・18判時1030・36）。
本Caseでも、「六六」という日付は存在しないので、この記載を二重

線で抹消してその横に「六日」と記載しているのは、明らかな誤記の
訂正といえます。したがって、この訂正によって遺言が無効となるも
のではないでしょう。
(3) 押印と指印の併存の可否
本Case遺言書には、押印と指印の両方がありますが、判例上、自筆

遺言証書における押印は、指印をもって足りるとされています（最判平
元・2・16判時1306・3ほか）ので、遺言の効力に影響を及ぼしません。
(4) 『この大阪の家』で対象物件が特定できるか
ア 対象物件の特定
本Case遺言書では、『この大阪の家』を次女に渡すとされています

が、『この大阪の家』の所在地が記載されておらず、どの物件を指すの
かが明確ではないことから、効力が生じないのではないかという点が
問題となります。
この点については、「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式

的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、
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事由にはなりません。前述のとおり、添付する資料のみで登記申請の
原因たる法律行為を立証し得ることを要しますので、通常の添付書類
に加えて必要十分な資料を提出すべきです。
本Caseでは、登記事項証明書（閉鎖登記簿謄本、土地台帳）、名寄

帳、固定資産課税台帳、戸籍関係書類（戸籍附票・住民票の写しなど
を含みます。）など公的書面に限らず、身分関係図・陳述書・調査報告
書などを添付しても差し支えありません。

〈参考裁判例〉
（上記２(1)関係）
〇被相続人が自己の所有に属する特定の財産を特定の共同相続人に取得さ
せる旨の指示を遺言でした場合に、これを相続分の指定、遺産分割方法
の指定若しくは遺贈のいずれとみるべきかは、被相続人の意思解釈の問
題にほかならないが、被相続人において右の財産を相続財産の範囲から
除外し、右特定の相続人が相続を承認すると否とにかかわりなく（例え
ばその相続人が相続を放棄したとしても）、その相続人に取得させようと
するなど特別な事情がある場合は格別、一般には遺産分割に際し特定の
相続人に特定の財産を取得させるべきことを指示する遺産分割方法の指
定であり、もしその特定の財産が特定の相続人の法定相続分の割合を超
える場合には相続分の指定を伴なう遺産分割方法を定めたものであると
解するのが相当であるとした事例（東京高判昭45・3・30判時595・58）
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とした事例（最判平3・
4・19判時1384・24）

３ 自筆証書遺言としては無効とされる書面に死因贈与契約書
としての効力が認められるか
仮に、本Case書面が方式違背により自筆証書遺言としては無効とさ
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藤井先生

コ ラ ム

〇物件の特定が不十分な場合～遺贈物件の特定が不十分な場合の遺
贈を原因とする登記申請の添付書類～

例えば、遺言書に「パルテノンの土地建物をＡに遺贈する」と記載さ
れていても、登記申請の際に、検認済遺言書のみを提出したのみでは、
登記官の目から見れば「物件が特定されていない」と言わざるを得ず、
受理される可能性は極めて低いと考えますので、申請書の「添付書類」
としてどのようなものを提出すべきかが、遺言書に基づく所有権移転
登記申請の際の大きな課題となります。
土地を特定する場合は、所在、地番、地目及び地積をもって、また建
物の場合は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積をもって特定するの
が一般的ですが、自筆証書遺言においては往々にして特定の不十分な
表現が散見されます。しかし、その不十分な表現であっても相続人ら
関係者の立場からすれば、十分に特定可能である場合もありますので、
「遺言書に記載された土地については、何市何町何番、地目何、地積何
m2の土地に相違ない」旨の、建物についても同様の趣旨の申述書が提
出されれば、物件の特定に関する瑕疵が補完されるものとして受理が
可能とされています（「登記官の目『遺言の解釈と登記』」登記情報495号95
頁、「相続及び遺言の登記手続をめぐる若干の問題点について」『最近の相談
事案から1事例1』民事月報48巻4号35頁Ａ37頁）。
したがって、「相続人全員」（＝「相続人不存在の相続財産管理人」と
理解すれば、相続財産管理人）の名義で「パルテノンの土地建物」＝
「何市何区何町何番の土地建物」に相違ない旨の申述書を添付するこ
とにより、所有権移転登記が受け付けられそうです。
もっとも、相続人資格者がそのような上申書への署名押印を拒否す
る場合には、受遺者から遺言執行者を被告として遺贈を原因とする所
有権移転登記請求訴訟を提起し、遺言執行者から相続人資格者（相続
人不存在の場合には相続財産管理人）に対して訴訟告知をして、勝訴
判決を受け、それが確定すれば、受遺者が当該確定判決に基づき所有
権移転登記手続をすることができます（不登63①）。
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髭野先生

第６章 遺言執行に関する手続選択等

Case21 遺言書（全部包括遺贈）があるが相続預金からの
引出金に使途不明金が存在する場合

第1及び第2順位の相続人不存在の遺言者Ａがその妹（認知症）の子
であるＢに全部包括遺贈した。
Ａの兄の子ら5名（Ｃ～Ｇ）のうちＣがＡの入院中の終末期の世話を

し、Ｃが喪主となって葬儀を執り行った。Ｂは見舞いにも行っていな
い。
Ｃの主張によれば、ほぼ毎日（計150日）入院中に頻繁に見舞いに行

き、洗濯物を持ち帰って洗濯していたので1日5,000円の日当を請求し
ていたそうだが、遺言執行者が調査したところ45日だった。葬儀費用
について58万円と主張していたが、遺言執行者が調査したところ45万
円であった。
また、Ａの預金通帳を確認したところ、Ａの死亡前にＡの預金から

50万円を10回合計500万円、死亡後に50万円3回合計150万円が引き出
されていたが、誰が引き出したか不明であった。

手続選択等の視点

① 遺言執行業務の処理方針について裁判所に質問してもよいか
② 包括遺贈の遺言執行者の職務権限に相続債務の弁済は含まれるか
③ 喪主と包括受遺者が異なる場合、葬儀代は誰が負担するか
㋐ 遺言書に葬儀代の負担について相続財産から支払うことが明記
されている場合
㋑ 遺言書に葬儀代の負担について相続財産から支払うことが明記
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されていない場合

ⓐ 相続財産から支出してよいか

ⓑ 包括受遺者が相続財産からの支出に反対している場合

④ 相続人でない親族が病院に見舞いに行った日当・交通費などを相

続財産から支払うべきか

㋐ 被相続人が亡くなったのが平成30年法律72号による民法改正施

行後であった場合

㋑ 被相続人が亡くなったのが平成30年法律72号による民法改正施

行前であった場合

⑤ 生前の預金引き出しについて、遺言執行者は何らかの権限を行使

し得るか

⑥ 死後の引き出しについて、遺言執行者は何らかの権限を行使し得

るか

⑦ 死後の引き出しについて、遺言執行者は告訴あるいは告発をでき

ないか

⑧ 遺言執行者として入手した取引明細を受遺者に開示あるいは交付

してよいか

解 説

１ 遺言執行業務の処理方針について裁判所に質問してもよい
か
裁判所は、遺言執行者からの質問に対して回答してはいけないと考

えられます。

例えば、大阪地方裁判所で、遺言執行者が書記官に質問した場合、

書記官はどう対応すればよいでしょうか。

地方裁判所は、そもそも判決で、家庭裁判所は審判という形で結論
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を示す機関です。
そういうことを理解しておけば、質問をすべきではないですし、裁

判所も回答できないということが筋でしょう。
しかし、破産管財人・相続人不存在の相続財産管理人・不在者財産

管理人などが裁判所に質問・相談することはあります。これは、裁判
所が破産管財人等を監督することが制度化されているからです。しか
し、遺言執行者については、裁判所が執行業務を監督する制度にはな
っていません。
なお、家庭裁判所が遺言執行者の執行業務の当否を判断するのは、

解任審判申立事件の場合となります。

２ 包括遺贈の遺言執行者の職務権限
相続債務について遺言執行者に弁済権限が存するでしょうか。
遺言執行者は遺産全部について財産目録を作成します。そして、執

行に必要な管理その他一切の行為をなし得ます。
相続債務の弁済は権限の範囲内でしょうか。
遺言執行者の権限については、上記のとおり、「相続財産の管理その

他遺言の執行に必要な一切の行為」を行う権利義務を有すると規定さ
れています（民1012①）。
遺言書に相続債務などの清算権限が明記されていた場合は、遺言執

行者は債務の弁済をする必要があります（大判昭5・6・16民集9・550）。遺
言執行者が選任されている中行われた相続債権者による相続財産に対
する抵当権設定登記を無効と判示しています。これは、清算型の包括
遺贈の事案で、遺言の内容を実現するために遺言執行者に清算権限が
あることを当然の前提としています。
では、仮に清算権限の明記がない場合、遺言執行者は債務の弁済をし

てよいのでしょうか。民法1012条1項からは一義的に明らかではあり
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ません。
この点、相続債務は、相続開始と同時に当然に相続人に分割帰属す

るのが原則です（民899・427）。また、現行相続法は遺言執行者を清算機
関としては捉えていません（中川善之助＝加藤永一編『新版注釈民法(28)〔補
訂版〕』299頁（有斐閣、2002））。
そうすると、清算権限が明記されていないような場合には、相続債

権者への弁済は行うべきではないといえるでしょう。
もっとも、遺言書に清算権限の明記がなくとも、遺産を遺言執行者

が管理している状況で、遺言執行者が相続債務の清算をすれば、後日
の紛争を回避し得る場合もあるでしょう。
そこで、包括受遺者の同意があれば、管理している相続財産から支

出しても構わないと考えます。
本Caseにおいて、仮にＡの入院費用など相続債務が存在した場合、

遺言書に遺言執行者の清算権限がなくとも、包括受遺者であるＢの同
意があれば、遺言執行者が管理している相続財産から債務を弁済する
ことは構わないといえるでしょう。

３ 葬儀代の負担
(1) 遺言書に葬儀代の負担について相続財産から支払うことが明
記されている場合

遺言執行者の清算権限まで明記されていれば、遺言執行者が債務の
弁済をする必要があります。清算権限までは明記されていなくとも、
遺産を遺言執行者が管理している状況で、包括受遺者の同意があれば、
遺言執行者が債務を弁済して構わないといえるでしょう。
(2) 遺言書に葬儀代の負担について相続財産から支払うことが明
記されていない場合
ア 相続財産から支出してもよい場合
包括遺贈されている場合、葬儀費用は誰が出すべきでしょうか。
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