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Ｑ２ 令和3年改正民法では、共有物の変更・管理について、
どう定められたか

Ｑ 改正民法では、共有物の変更及び管理について、どの
ように定められたのでしょうか。それぞれ、現行民法と
比べて、どこが異なっているのでしょうか。

Ａ 改正民法も、「変更には全員の同意を要する」、「管理に
は共有者の持分の価格に従いその過半数で決する」、と
いう従前の原則を維持しています。しかし、変更につい
ては、形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除外
し、管理については、一部の共有者に特別の影響を及ぼ
すべきときは、その承諾を得なければならないと改めま
した。加えて、存在や所在が不明の共有者がいるときに
は、不明共有者以外の共有者によって変更・管理を決め
ることを認める裁判の制度を創設しています。

解 説

１ 基本的なスタンス
改正民法は、共有物の変更と管理に関し、現行民法の枠組みを維持

しつつ、共有者間の利害調整を図るとともに、社会的な必要性を考慮
して、新たな仕組みを取り入れました。

２ 変 更
まず、共有物の変更には全員の同意を要するという原則は従前のと

おりです（改正民251①）。
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しかし、全ての変更に全員同意を求めるのは不便であり、現実の必

要性に応じられないことにもなってしまいます。そこで改正民法では

「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」（改正民251①

括弧書）として全員同意を要する変更から除外すべき場面を設け、形状

又は効用の著しい変更を伴わない変更は、全員同意でなくてもなし得

るものとしました。全員同意がなくてもなし得る変更は、持分の価格

の過半数をもって決めることができます（改正民252①前段）。

また、新たに、「共有者が他の共有者を知ることができず、又はその

所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、

当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加える

ことができる旨の裁判をすることができる」（改正民251②）という定め

を設けました。所有者不明土地の社会問題の解決のために、一部共有

者の存在・所在が不明のときには、一部共有者を除外して変更を行う

ことができるという仕組みを創設したわけです。

３ 管 理
管理に関する事項についてみると、共有者の持分の価格に従いその

過半数で決するという原則は従前のとおりです（改正民252①）。

しかし、改正によって、次の定めが設けられました。

① 変更と管理の概念の整理

管理の概念から、「変更を加えるものを除く」（改正民252①括弧書）と

定め、変更の概念と管理の概念の関係を整理しました。

② 共有物の管理者の制度の創設

次に、共有者が共有物の管理者を定める制度を明文化しました。共

有物の管理者の選任すること、及び解任することは、いずれも管理に

関する事項に含まれます（改正民252①括弧書）。
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③ 共有物を使用する共有者に対する特別の影響
ところで、管理に関する事項を、共有者の持分の価格に従いその過

半数で決することができるとしても、既に共有者間の決定によって共
有物を使用する共有者に対しては、その利益に対して配慮する必要が
あります。そのために、新たに、共有物の管理に関する決定が、「共有
者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼす
べきときは、その承諾を得なければならない」という定めが設けられ
ました（改正民252③）。
④ 一部共有者を除外して管理に関する事項を決することができる旨
の裁判
共有物の管理についても、一部共有者の存在・所在が不明のときに

は、一部共有者を除外し、他の共有者の持分の価格に従い、その過半
数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をする
ことができるものとしました（改正民252②）。さらに、共有物の管理に
関する事項に関しては、一部共有者の存在・所在が不明のとき（改正民
252②一）に加え、「共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有
物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨
を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明ら
かにしないとき」（改正民252②二）も、裁判をすることができるものと
されました。共有物の変更における裁判と比べて、認められる範囲が
広くなっています。

４ 賃借権等の設定
改正民法では、共有物の賃借権その他の使用及び収益を目的とする

権利（賃借権等）について、管理行為として行うことができる範囲に
ついて、以下の期間を超えないものを設定できることが条文として明
記されました（改正民252④）。
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一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 5年
三 建物の賃借権等 3年
四 動産の賃借権等 6箇月
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Ｑ15 共有土地の分割協議の進め方は

Ｑ 共有土地の分割協議はどのようにして進めればよいで
しょうか。

Ａ 共有土地の利用状況を踏まえた上、将来の利用方法に
関する共有者の希望を確認します。その上で、現物分割、
賠償分割（代償分割）、換価分割のうち、どの方法を望む
のかを話し合って調整し合意を導きます。合意に至らな
い場合には訴えを提起することになります。また、合意
を要しない共有解消の手段としては、共有持分の売却と
共有持分の放棄があり、この二つの方法であれば、他の
共有者の同意を得ることなく、共有関係から離脱するこ
とができます。

解 説

１ 協議による分割
民法には、共有物の分割について、「各共有者は、いつでも共有物の

分割を請求することができる」と定められています（民256①）。共有者
は共有物を分割する権利を有しており、いつでも共有関係を終了させ
ることができます。この権利は形成権であり、権利行使によって共有
者間で分割を実現するべき法律関係を生じさせます（川島武宜＝川井健
編『新版注釈民法(7)物権(2)』468頁（有斐閣、2007））。もっとも、共有物の
分割をどのようにして具体化するのかは、法律上明らかにされていま
せん。
そこで、共有物分割を実現させるための具体的な方法を検討すると、
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まず、共有者の協議によって決めることが原則です。協議によって分
割を行う場合には、協議が調えば、どのような方法によっても共有物
を分割することができます。共有持分割合と異なる割合による分割も
可能です（大決昭10・9・14民集14・1617）。協議が調わない場合には、訴訟
によるか、又は他の共有者の同意を要しない方法を採ることになりま
す。

２ 考慮するべき要因
ところで、共有解消のための方法には、①現物分割、②賠償分割（代

償分割）、③換価分割、④共有持分を第三者に売却（又は贈与）する方
法、⑤共有持分を放棄する方法という5種類が考えられるところ（Ｑ14
参照）、これらのどれを選択するかを考える際には、(1)共有物を使用
する必要性、(2)他の共有者の同意の要否、(3)資金の要否、(4)価値の
維持、(5)税務上の考慮、(6)手続の難易度等が考慮すべき事項となり
ます。
(1) 共有物を使用する必要性
共有土地の分割を検討するに当たって最初に考慮するべきなのは、

現実の使用状態の確認と分割後の使用状態の想定です。土地の一部又
は全部が単独所有となれば、所有者が使用の方法を決められるので、
分割前の使用者が従前のとおり土地の使用を続けるには、自ら分割後
の所有者になるか、又は分割後の所有者による使用承諾（利用権の設
定）を得るかのどちらかが必要です。分割後に使用状態の継続を望む
のであれば使用状態を継続するための権利関係を創設しなければなり
ません。また、分割を契機に、分割前の使用者が使用を取りやめると
いう選択肢もあります。これに対して、従前土地を使用していなかっ
た共有者にとっては、共有持分を手放してこれを換金しても、使用の
観点からは痛痒を感じないということになります。
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(2) 他の共有者の同意の要否
次に、共有解消のための方法選択には、他の共有者の同意の要否が

問題になります。①現物分割、②賠償分割（代償分割）、③換価分割の
三つの方法につき、裁判によらずに行うには、他の共有者の同意が必
要です。他の共有者の同意がなければ、これらのうちのいずれを実施
するには、訴訟をしなければなりません。
これに対して、④共有持分を第三者に売却（又は贈与）する方法、

⑤共有持分を放棄する方法によって共有を解消するには、他の共有者
の同意は不要です。
(3) 資金の要否
②賠償分割（代償分割）のうち土地全部を自らの単独所有にする方

法については、自由に土地の管理処分を行うことが可能になりますが、
共有持分を買い取るための資金が必要になります。①現物分割の方法
を採る場合であっても、持分割合を超えて分割後の土地を所有するた
めには、権利関係の調整のために支払が発生するので、資金の準備を
要します。これに対して、②賠償分割（代償分割）のうち他の共有者
の単独所有にする方法、及び③換価分割の方法によるときは、共有持
分を手放すことでその対価を受けるので資金調達の必要はありませ
ん。④共有持分を第三者に売却（又は贈与）する方法、⑤共有持分を
放棄する方法についても、資金の準備は不要です。
(4) 価値の維持
土地の価値は使用の可能性によって左右されます。使用の可能性

は、土地の広さ、形状、接道などの使用者のニーズや法規制の観点な
どから判定されるところ、共有解消の方法のうち、①現物分割は、従
前の全体土地の中に線を引いてこれを小分けするので、土地の使用に
実際上の制約が大きくなり、いきおい土地の価値が減少する可能性が
あります。また、④共有持分を第三者に売却（又は贈与）する方法を
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採る場合の処分価格をみたときには、②賠償分割（代償分割）や③換
価分割の方法を採る場合に比較し、価格（売却代金）が低下すること
は避けられません。土地の価値や共有持分の価値を維持できるかどう
かも、共有解消のための方法を選択するに当たって、参酌するべき事
項です。
(5) 税務上の考慮
共有解消のための方法を検討するには、課税についても検討を加え

なければなりません（Ｑ21～23参照）。
まず、個人が不動産の共有持分を譲渡して利益が出たときには、譲

渡益に対し、所得税と住民税が課税されます。法人の共有持分の譲渡
については、他の益金・損金と合わせて、事業年度における所得とし
ての課税がなされます。建物の売却代金については、売主が消費税の
課税業者であれば、これに加え、消費税が課されます。
次に、共有不動産について、共有持分に応じた現物分割（又はおお

むね共有持分に応じた現物分割）がなされたときには、譲渡はなかっ
たものとして取り扱われて譲渡所得税は課税されませんが、分割後に
取得する土地が共有持分に応じていない場合（又はおおむね共有持分
に応じているといえない場合）には、譲渡所得としての課税がなされ
ることになります。
さらに、共有持分の放棄によって共有を解消する場合には、これに

よって共有持分を取得する他の共有者についてみなし贈与とされ、相
続税法によって贈与と扱われ（みなし贈与）（相税9）、贈与がなされた
場合の課税がなされることにも留意をしておく必要があります。
(6) 手続の難易度
①現物分割の方法によって土地を分割するには、まず土地の中に線

を引かなければなりません。どこに線を引くかは、土地の利用や権利
に重要な影響を及ぼすため、難易度の高い作業です。また、線を引く
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位置を決めた後は分筆が必要です。分筆とは、表題登記のある土地の
区画を変更し、1筆の土地を2筆以上の土地に変更することをいいます。
共有物の分筆は、共有物の処分となるので、共有者全員の同意を要す
るほか、隣地の所有者の承諾が必要になります。また、土地の表示登
記を変更する手続であって、測量や表題登記の変更など、時間と費用
が必要です。

３ 共有物に関する証書の取扱い
共有物の分割が完了した後にも、共有者相互にはかつて1個の物を

共有していた経緯などから法律的な関係が生じることがあります。ま
た、対外的にも、共有であったことが法律的な意味を持つことも考え
られるところです。そのために、分割が完了したときは、各分割者は、
その取得した物に関する証書を保存しなければならないものとして、
共有物に関する証書の保存が義務付けられています（民262①）。共有
者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の
最大の部分を取得した者が保存しなければなりません（民262②）。最
大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者
を定めることになります。協議が調わないときは、裁判所がこれを指
定します（民262③）。証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、そ
の証書を使用させなければなりません（民262④）。
なお、証書の保存者を定めるための裁判所による指定について、従

前はその手続に関する規定がありませんでしたが、今般の所有者不明
土地に関する法令の整備で、非訟事件手続法が改正され、共有物分割
の証書の保存者の指定に関する条文が設けられています（改正非訟86①
～④）。
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参考書式
〇他の共有者への通知

通 知 書

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
書中にて失礼させていただきますが、次に表示する土地（本件土地）
の共有者〇〇〇〇の代理人として、通知をいたします。

（土地の表示）
所在 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇．〇〇平方メートル

さて、本件土地は、それぞれ共有持分を2分の1ずつとして、貴殿及び
〇〇〇〇の共有となっておりますところ、現在空き地となっており、有
効に利用されていません。つきましては、本書面をもって、本件土地に
ついて、共有物の分割を請求いたします。
共有物分割の方法としては、本件土地の中ほどに東西方向に直線を引
いて北側土地と南側土地に等分し、北側土地を〇〇〇〇の単独所有、南
側土地を貴殿の単独所有とする方法を希望いたします。（※）
つきましては、上記の方法によって共有物を分割し、共有関係を解消
することについて協議をしたいので、本書面が到達してから14日以内に
当職宛てに、貴殿のお考えをお聞かせいただきたく、よろしくお願いい
たします。
なお、協議をすることができず、また、協議が調わない場合には、法
的手続を取らざるを得ないこととなりますので、併せて、申し述べさせ
ていただきます。

敬具
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令和〇年〇月〇日
本件土地共有者〇〇〇〇代理人
〒〇〇〇―〇〇〇〇
東京都千代田区丸の内〇丁目〇〇ビル〇〇区
〇〇法律事務所
弁護士 〇〇〇〇

tel 03―〇〇〇〇―〇〇〇〇
fax 03―〇〇〇〇―〇〇〇〇
E-mail 〇〇＠〇〇〇〇

〒〇〇〇―〇〇〇〇
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 殿

（※）現物分割のほか、希望の共有物分割の方法により下記のようなパタ
ーンが考えられます。

【賠償分割（代償分割）の場合（買取り）】
共有物分割の方法としては、本件土地の貴殿の共有持分を〇〇〇〇が
時価で買い取る方法を希望いたします。
【賠償分割（代償分割）の場合（売却）】
共有物分割の方法としては、本件土地の〇〇〇〇の共有部分を貴殿に
時価で売り渡す方法を希望いたします。
【換価分割の場合】
共有物分割の方法としては、本件土地を貴殿と〇〇〇〇が共同で売却
し、売却代金を共有持分割合で分配する方法を希望いたします。
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〇合意書（現物分割）

合 意 書

〇〇〇〇（以下、「甲」という。）と〇〇〇〇（以下、「乙」という。）
は、甲と乙がそれぞれ2分の1ずつの共有持分を有する後記土地（以下、
「本件土地」という。）について、共有物分割の協議を行い、以下の条項
のとおり分割すること（以下、「本件分割」という。）を合意した。

第１条 甲と乙は、本件土地を、(1)の土地と(2)の土地に分筆をする手
続を行う。
(1)の土地 本件土地のうち、別紙図面のイ、ホ、ヘ、ニ、イの各点
を順次直線で結んだ範囲の土地〇〇．〇〇平方メートル
(2)の土地 本件土地のうち、別紙図面のホ、ロ、ニ、ヘ、ホの各点
を順次直線で結んだ範囲の土地〇〇．〇〇平方メートル

第２条 甲と乙は、(1)の土地を甲の単独所有にし、(2)の土地を乙の単
独所有にする方法によって、本件土地を分割する。

第３条 甲と乙は、(1)の土地を令和〇年〇月〇日共有物分割を原因と
する単独所有に、(2)の土地を令和〇年〇月〇日共有物分割を原因と
する単独所有にするための所有権移転登記手続をする。
２ 前項の所有権移転登記のときに、(1)の土地と(2)の土地のそれぞれ
の共有持分権はそれぞれ相手方に移転する。
３ 第1条による分筆手続及び本条第1項の移転登記に要する費用は、甲
と乙が折半して負担する。

第４条 甲は、令和〇年〇月〇日までに、(2)の土地を乙に引き渡す。
２ 乙は、令和〇年〇月〇日までに、(1)の土地を甲に引き渡す。

第５条 本件土地の公租公課は、第3条第1項の所有権移転登記より前の
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ものについては、甲と乙が折半し、同項の所有権移転より後のものに
ついては、(1)の土地については甲が、(2)の土地については乙が、そ
れぞれ負担する。

第６条 甲と乙は、本件分割によって、本件土地に関する甲と乙の共有
関係は解消し、本件土地に関して、本合意書に定めるもののほか、甲
乙間には何らの債権債務がないことを相互に確認する。

記
（土地の表示）
所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇．〇〇平方メートル

以上

令和〇年〇月〇日
甲 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 ㊞

乙 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 ㊞

別紙図面〔省略〕
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〇合意書（賠償分割）

合 意 書

〇〇〇〇（以下、「甲」という。）と〇〇〇〇（以下、「乙」という。）
は、甲と乙がそれぞれ2分の1ずつの共有持分を有する後記土地（以下、
「本件土地」という。）について、共有物分割の協議を行い、以下の条項
のとおり分割すること（以下、「本件分割」という。）を合意した。

第１条 甲と乙は、本件土地を次のとおり分割する。
(1) 本件土地を甲の単独所有とする。
(2) 甲は、乙に対し、賠償金〇〇円を支払う。

第２条 乙は、甲に対し、前条(2)の賠償金の支払を受けるのと引換えに、
本件土地の乙の共有持分2分の1について、令和〇年〇月〇日までに、
持分移転登記手続を行うために必要な書類を交付し、令和〇年〇月〇
日共有物分割を原因とする持分移転登記手続をする。
２ 甲は、乙に対し、前項による持分移転登記を受けるのと引換えに、
前条(2)の賠償金を、令和〇年〇月〇日までに、下記の口座に振り込む
方法によって支払う。ただし、振込手数料は被告の負担とする。

記
金融機関：〇〇銀行〇〇支店
種別：普通
口座番号：〇〇〇〇〇〇〇
口座名義：〇〇〇〇

以上
３ 第1項の持分移転登記のときに、本件土地についての乙の共有持分
権は、甲に移転する。
４ 第1項の持分移転登記に要する費用は、甲が負担する。

第３条 乙は、甲に対し、第1条(2)の賠償金の支払を受けるのと引換え
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に、令和〇年〇月〇日までに、本件土地を引き渡す。

第４条 本件土地の公租公課は、第2条第1項の持分移転登記より前のも
のについては、甲と乙が折半し、同項の持分移転登記より後のものに
ついては、甲が負担する。

第５条 甲と乙は、本件分割によって、本件土地に関する甲と乙の共有
関係は解消し、本件土地に関して、本合意書に定めるもののほか、甲
乙間には何らの債権債務がないことを相互に確認する。

記
（土地の表示）
所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇．〇〇平方メートル

以上

令和〇年〇月〇日
甲 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 ㊞

乙 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 ㊞
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〇合意書（換価分割（任意売却））

分割合意書兼売買契約書

〇〇〇〇（以下、「甲」という。）、〇〇〇〇（以下、「乙」という。）、
及び〇〇〇〇（以下、「丙」という。）は、甲と乙がそれぞれ2分の1ずつ
の共有持分を有する後記土地（以下、「本件土地」という。）について、
以下の条項のとおり丙が買い受けることによって分割すること（以下、
「本件分割」という。）を合意した。

第１条 甲と乙は、令和〇年〇月〇日、本件土地を、丙に代金〇〇円で
売り渡し、丙は、これを買い受けた。

第２条 甲と乙は、丙に対して、令和〇年〇月〇日までに、前条に定め
る売買代金の支払を受けるのと引換えに、本件土地について、令和〇
年〇月〇日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。
２ 甲と乙は、丙に対して、令和〇年〇月〇日までに、前条に定める売
買代金の支払を受けるのと引換えに、本件土地を引き渡す。

第３条 丙は、甲と乙に対して、令和〇年〇月〇日までに、前条第1項に
よる所有権移転登記及び同条第2項による引渡しを受けるのと引換え
に、第1条に定める売買代金〇〇円を、下記の口座に振り込む方法によ
って支払う。ただし、振込手数料は丙の負担とする。

記
金融機関：〇〇銀行〇〇支店
種別：普通
口座番号：〇〇〇〇〇〇〇
口座名義：〇〇〇〇

以上

第４条 本件土地についての所有権は、第2条第1項の所有権移転登記の
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ときに、甲と乙から丙に移転する。

第５条 甲と乙は第1条の売買代金について、甲が金〇〇円、乙が金〇〇
円をそれぞれ取得することによって分割する。

第６条 本件土地の公租公課は、第2条第1項の所有権移転登記より前の
ものについては、甲と乙が折半して負担し、同項の所有権移転登記よ
り後のものについては、丙が負担する。

第７条 甲、乙及び丙は、本件分割によって、本件土地に関する甲と乙
の共有関係は解消し、本件土地に関して、本合意書に定めるもののほ
か、甲乙丙の間には何らの債権債務がないことを相互に確認する。

記
（土地の表示）
所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇．〇〇平方メートル

以上

令和〇年〇月〇日
甲 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 ㊞

乙 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 ㊞

丙 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 ㊞
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Ｑ＆Ａ編 第２章 共有解消の手法等 73

13頁 〔FKY0015〕【仁科(駒木)】



不産共有解消･奇数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

Case２ 高齢夫婦が第三者と共有する自宅について換価
分割を求められたが、自宅に居住を続けることを希
望しているとき

X1・X2は年金生活の高齢夫婦であり、長女Ａがいます。Ａ

はかつてＹと婚姻していましたが、現在ではＡとＹは離婚し、

自宅の土地建物にX1・X2、Ａ及びＡの子が同居しています。

この自宅の土地建物は、ＡとＹが婚姻中に購入したもので、

X1・X2とＹの共有です（共有持分は、X1・X2が各1/4、Ｙが1/2）。

ところが、今般、ＹからX1・X2に対して、この土地建物を売却

した上で、売却代金を共有持分に応じて分配したいという提

案がありました。了解をしないのであれば、共有物分割訴訟

を提起すると言っています。X1・X2はめぼしい預貯金や現金

を有していませんが、このまま自宅に住み続けたいと考えて

います。X1・X2はどのように対応すればよいでしょうか。

検討のポイント

X1・X2はＹに代償金を支払い、賠償分割（代償分割）によって
自宅土地建物を両名の所有とすることが考えられるところ、賠償
分割（代償分割）の方法が認められるかどうかは、X1・X2の支払
能力の有無が検討のポイントになります。仮にX1・X2に代償金を
支払う資金がない場合には、自宅に住み続けつつ、自宅を担保に
して資金調達をするためにリバースモーゲージという方法があ
り、検討してみてもよいと思われます。
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解 説

１ 共有物の分割を請求する権利
共有物の共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができま

す（民256①本文）。共有物の分割方法に関する協議が調わない場合に
は、その分割を裁判所に請求することができるものとされています（民
258①）。
本ケースにおいても、ＹがX1・X2に対して共有物分割を請求し、協

議が調わない場合には、Ｙによる訴えが提起されることが想定される
ので、X1・X2としては、裁判になったときに、どのように対応すべき
なのかを検討しておく必要があります。

２ 裁判における共有物の分割方法
民法は、判決における共有物の分割方法に関して、現物分割と競売

分割（換価分割）を定めていますが（民258②）、このほか、実務では賠
償分割（代償分割）の方法が認められています（最判平8・10・31判時1592・
59）。その結果、共有物分割請求の訴えが提起され、裁判所が共有物を
分割する判決をする場合には、①現物分割、②賠償分割（代償分割）、
③競売分割（換価分割）の三つの方法のうちのいずれかが選択される
ことになります。
このうちのどの方法を選択するかについては、民法上は、まず現物

分割を検討した上で、現物を分割することができないとき、又は分割
によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときに競売分割
（換価分割）とするものとされていますが（民258②）、この点について
は実務上修正されており、賠償分割（代償分割）が求められている場
合には、最初に賠償分割（代償分割）を検討し、賠償分割（代償分割）
をすることができない場合に現物分割を検討し、賠償分割（代償分割）
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も現物分割もいずれもすることができない場合には競売分割（換価分
割）をすることになります（最判平10・2・27判時1641・84、東京地判平19・
2・27（平17（ワ）8552・14341））。

３ 賠償分割（代償分割）の可否
賠償分割（代償分割）は、①特定の共有者に共有物を取得させるこ

とが相当であり、②価格の適正な評価が可能であり、③取得者に支払
能力があり、④実質的公平性を害しない場合に肯定されます（最判平8・
10・31判時1592・59）（裁判例では全面的価格賠償といわれます。）。共有
物の取得を主張しても、支払能力がなければ、全面的価格賠償（賠償
分割（代償分割））は否定されます。高齢の共有者が居住する住居につ
いて、他の共有者から共有物分割請求がされた際、代償金を支払う資
力がないとしてされた競売分割（換価分割）事例として、東京地裁平
成30年8月30日判決（平29（ワ）1285）があります。
本ケースにおいても、X1・X2が全面的価格賠償（賠償分割（代償分

割））によって土地建物の全部を取得することができるかどうかは、支
払能力の如何によるものと考えられます。

４ 資金調達方法
さて、X1・X2とＡら家族が自宅に住み続けるには、Ｙの共有持分を

買い取るための代償金の支払能力が問題になるところ、X1・X2はめぼ
しい預貯金や現金を有していません。また、X1・X2が高齢の年金生活
であることから、一般的には資金調達は容易ではありません。
しかし、この点について、近年では、高齢者が資金調達を行うため

のリバースモーゲージが使われるようになっています。
リバースモーゲージとは、自宅を所有する高齢者のために、自宅に

住み続けながら融資を受ける仕組みであって、老後の生活に不安を感
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じている高齢者が日常生活における資金的な余裕を得るために、生活
費や建物の修理費用などについて必要に応じて融資を受け、死亡後に
自宅を処分するなどの方法で清算をするものです。本ケースにおいて
も、預貯金や現金を保有していないX1・X2が、代償金を得るためにリ
バースモーゲージを活用することができないかどうか、検討をしてみ
るのがよいと思われます。

ケース・スタディ編 第１章 共有関係の解消等248

4頁〔FKY0055〕【仁科(駒木)】



不産共有解消･奇数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

Case14 配偶者に対して自宅不動産の共有持分1/2が過去
に贈与されていたことが特別受益（遺産の先渡し）
かどうか問題とされるとき

夫は、先妻と離婚した後で私と結婚しましたが、先日亡く

なりました。遺産は自宅の土地建物の共有持分1/2（1棟全体

の評価額4,000万円のところ、共有持分が1/2なので、遺産の

評価額は2,000万円）と、その他の財産（評価額6,000万円）

です。相続人は私と二人の子です。二人の子は前妻の子で、

私とは折り合いがよくありません。ところで、自宅の土地建

物については、既に夫から共有持分1/2の贈与を受けていま

すが、前妻の子どもたちは、贈与された共有持分は夫の遺産

の先渡しであって特別受益だから、私が取得する遺産から差

し引かれると言っています。相続による私の取得分から私が

贈与を受けた共有持分を差し引かれるのでしょうか。

検討のポイント

特別受益を受けたものとして特別受益の持戻しという取扱いを
しなくてはならないかどうかが検討のポイントです。この点につ
いては、平成30年法律72号により民法が改正され、婚姻期間が20
年以上である夫婦の一方が他方に対し、その居住の用に供する建
物又はその敷地（居住用不動産）を遺贈又は贈与をした場合につ
いては、計算上遺産の先渡し（特別受益）を受けたものとして取
り扱わなくてよいこととする仕組み（持戻し免除の意思表示の推
定）が導入されました。この仕組みが適用になるのであれば、贈
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与を受けた共有持分は差し引かれません。この仕組みが適用にな
らないとすれば、贈与を受けた共有持分が差し引かれることにな
ります。

解 説

１ 特別受益の持戻し
共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは

養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき

は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与（特

別受益）の価額を加えたものを遺産とみなし、相続分の中からその遺

贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とされま

す。これを、特別受益の持戻しといいます（民903①）。

本ケースの要点は以下のとおりです。

相続人：妻と子2名（長男と長女）
遺産：居住用不動産（持分1/2） 2,000万円（評価額）

その他の財産 6,000万円
妻に対して既に居住用不動産（持分1/2）2,000万円が贈与されていた

このケースでの配偶者の取り分をみると、以下のようになります。

相続による取得額は、生前贈与分→遺産とみなされ、（8,000万円＋
2,000万円）×1/2－2,000万円＝3,000万円となり、配偶者の取得額（生
前贈与を合わせた額）：3,000万円＋2,000万円＝5,000万円

このような計算がなされることによって、贈与があった場合とそう

でなかった場合とで、最終的な取得額に差異がなかったという結果と

なります。
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しかし、被相続人が生前に配偶者のために自宅不動産の共有持分
1/2を譲渡していても、結局相続の手続において持戻しのルールが適
用され、配偶者が相続において利益を受けることができないというの
は、相続人間の衡平を図ることはできるものの、現代社会における高
齢の配偶者の生活を守る必要があるという要請からみて、不適当なの
ではないかと指摘されていました。

２ 持戻し免除の意思表示の推定
ところで、遺贈又は贈与について、被相続人がその遺贈や贈与を遺

産の先渡しと扱わない意思（持戻し免除の意思）を表示したときは、
その意思に従います（民903③）。
平成30年法律72号の民法改正によって、持戻しの免除について、「婚

姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、
その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をした
ときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適
用しない旨の意思を表示したものと推定する」という条項が設けられ
ました（民903④）。
本ケースにおいても、ご相談者が夫との婚姻期間が20年以上であれ

ば、この持戻し免除の意思表示の推定規定が適用されます。
この条項が適用されることによって、ご相談者の取り分は、生前贈

与分を遺産とみなす必要がなくなり、以下のようになります。

妻の相続での取得額：8,000万円×1/2＝4,000万円
生前贈与を合わせた最終的な妻の取得額：4,000万円＋2,000万円＝
6,000万円

その結果、贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財
産を最終的に取得でき、また、被相続人の相続発生後も、安心して住
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み慣れた不動産で居住を続けることができるようになります。

（図表）ケースのまとめ
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