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第 3版発刊にあたって

第 3版発刊にあたって

平成30年 7 月、およそ40年ぶりとなる相続法に関係する法の改正が行われま

した。今回の改正では、配偶者居住権という新たな権利や特別寄与料といった

新しい制度が創設されたほか、遺言をめぐる分野においても次のような改正が

なされています。

自筆証書遺言については、全文を自書するとの要件の厳しさから利用をため

らってしまっていた利用者のために、添付する財産目録については自書を要し

ないとする方式の緩和が行われました。

また自筆証書遺言については、作成後に隠匿や変造されるおそれがあること

を踏まえ、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。

遺言執行者をめぐっては、法的地位が明確となっていなかったことでさまざ

まなトラブルとなっていたことから、法的地位や権限を明確にするよう規律が

設けられました。

第 3版となる今回の改訂では、法改正に即した内容へと加筆・改訂しました。

遺言について、遺言の執行段階のみならず、その作成の段階における注意点に

ついても盛り込み、また自筆証書遺言の保管制度についての解説も新たに加え

ました。新たに創設された配偶者居住権についても、遺言書により設定される

ケースを踏まえ、遺言執行のあり方を解説しております。同時に、解説に重複

のあった箇所は割愛し、第 1章、第 2章の解説を充実させることで実務でより

使いやすい書籍をめざしました。

本書は、司法書士をはじめ遺言執行にかかわる方を対象としておりますが、

皆様の業務の一助となれば幸いです。

本書の刊行にあたっては、株式会社民事法研究会編集部の竹島雅人様に大変

お世話になりました。厚く御礼申し上げます。

令和 4年 3月

執筆者一同
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は し が き（初版）

は し が き（初版）

司法書士は、公正証書遺言による指定、あるいは家庭裁判所の選任により、

多くの相続事案において遺言執行者に就任し、その職務に従事してきている。

今後も、遺言の作成件数の増加が予想されるところであるが、それに比例し、

司法書士が遺言執行者に就任する数も増加していくことと思われる。

遺言執行者の職務は、不動産の名義変更にとどまらず、預金等すべての遺産

の名義変更手続やその対抗要件を具備させる手続、一般財団法人の設立手続、

さらには死後認知などの身分行為まで及び、遺言執行者がなすべきことの範囲

は広い。

本書は、司法書士が遺言執行者に就任した場合の執務等につき詳述したもの

であり、執筆者の豊富な実務経験に基づいて執筆したものであるから、全国の

司法書士にとって、極めて有益な書籍であると確信するところである。

他方、成年後見制度の施行以後、制度の一番の担い手として、全国の司法書

士が成年後見人等に就任することとなり、これに伴い、家事事件全般について

も、司法書士の関与率は大きく伸びてきている。

本書は、遺言執行者の実務について詳述するものであるが、その他家事事件

全般を受任する際においても、司法書士が知っておかなければならない判例等

も多く盛り込まれている。

本書が、これまで以上に適切かつ迅速な遺言執行の実務に資することとなり、

国民に最も身近な法律家としての信頼をより強固なものにできれば幸甚である。

本書を出版するにあたっては、民事法研究会の田中敦司氏に、さまざまな教

示と支援を賜った。心より御礼を申し上げる。

平成21年 6 月

日本司法書士会連合会

会長　佐藤純通
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第 1章　遺言と遺言執行

はじめに――平成30年相続法改正

⑴　経　緯

平成30年 7 月 6 日、相続法制に関する大きな改正がなされた。「民法及び家

事事件手続法の一部を改正する法律」（平成30年 7 月13日公布法律第72号。平成30

年改正法）による民法等の改正および「法務局における遺言書の保管等に関す

る法律」（平成30年 7 月13日公布法律第73号。遺言書保管法）の立法である（以下、

これらによる改正等をまとめて「平成30年相続法改正」という）。

この改正は、配偶者の法定相続分の引上げや寄与分制度の新設などがなされ

た昭和55年の改正以来の大きな見直しであり、年々進展する高齢化等の社会経

済情勢への対応を図ったものである。わが国の平均寿命は年々伸びており、相

続開始時の配偶者も高齢化していることが多く、配偶者の保護を図る必要性が

指摘されてきたほか、遺言の利用促進や相続人等関係者間の公平の観点から、

見直しがされた。

平成30年相続法改正の内容は多岐にわたっているが、本書で解説する遺言執

行者の実務に関係する点や相続実務上重要な点を紹介すると、以下の点をあげ

ることができる。

①　遺言執行者の法的地位と権限が明確化されたこと（民1015条、1014条

ほか）

②　配偶者居住権という新たな権利の創設等、残された配偶者の保護が図

られたこと（民1028条以下ほか）

③　婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が配偶者に居住用不

Ⅰ 遺　言
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Ⅰ　遺　言

動産の遺贈または贈与をした場合、持戻免除の意思表示をしたものと推

定することとしたこと（民903条 4 項）

④　自筆証書遺言の方式を緩和し（民968条 2 項ほか）、また法務局にて自

筆証書遺言書の保管をする制度が創設された（遺言書保管法）こと

⑤　遺留分権利者が行う権利行使を遺留分侵害額請求権とし、それにより

発生する権利について金銭債権化したこと（民1046条ほか）

⑥　葬儀費用等負担の公平化のために、遺産の分割前に一定の場合につき

預貯金の払戻しを認めることとしたこと（民909条の 2、家事事件手続法

200条 3 項）

⑦　相続人でない親族が介護等を行った場合に相続人に金銭の請求ができ

る特別の寄与の制度が創設されたこと（1050条）

⑧　いわゆる相続させる遺言や相続分の指定がなされた場合について、法

定相続分を超える部分について対抗要件主義を適用するとしたこと（民

899条の 2）

本書おいては、これらの改正点のうち遺言執行者の実務の関係する範囲で解

説を加えるとともに、同改正点を踏まえた遺言執行のあり方について解説する。

⑵　施行日・重要な経過措置

A　平成30年改正法および遺言書保管法の施行日

平成30年相続法改正による規定の施行日については、以下に記載するとおり、

段階的に定められている。施行日と経過措置の理解は、遺言の執行において、

相続開始時期だけでなく遺言書の作成時期との関係でも重要であり、注意を要

する。

①　平成30年改正法の原則的施行日　　令和元年 7月 1日

②　自筆証書遺言の方式緩和　　平成31年 1 月13日

③　遺贈義務者の引渡義務等　　令和 2年 4月 1日（平成29年改正法の施

行日）
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禁止する。

⑸　特別受益の持戻しの免除（民903条 3 項）

民法903条 1 項は、「共同相続人中に、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の価額を加

えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した

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

分とする」と定めている。これらの贈与または遺贈により受けた利益を特別受

益という。共同相続人中特別受益を受けた相続人がある場合は、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の価額を加えたものを相続財

産とみなし（これを「みなし相続財産」という）、法定相続分率ないし指定相続

分率を乗じて算定した一応の相続分の価額から遺贈または贈与を受けた価額を

控除して、その残額をもってその相続人の具体的な相続分とする。遺贈または

贈与の価額が、相続分の価額に等しく、またはこれを超えるときは、受遺者ま

たは受贈者は、その相続分を受けることができない（民903条 2 項）。

特別受益財産が遺産に持ち戻されるのは、「共同相続人間の衡平を実現する

とともに、被相続人の通常の意思を推測して相続分を算定」するためである

（新基本コン73頁）。したがって、被相続人が持戻し免除の意思を表示したとき

には、これに従うことになる（民903条 3 項）。持戻し免除の意思表示の方式に

ついては制限がなく、黙示によることも可能で、生前行為でも遺言でもするこ

ともできる。

【記載例 9】　遺言文例⑼ ―特別受益に関する意思表示（文例143頁参照）

遺言者は、二男○○○○（生年月日）に対し令和○年に同人が営む営業の資
本として○○○の土地を贈与してあるところ、同人の努力にもかかわらず営業
不振の状態にあることを考え、民法903条 1 項に規定する相続財産の算定に当
たっては、上記贈与に係る土地の価格は相続財産の価額に加えないものとする。
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⑹　特別受益の持戻しの免除の意思表示の推定（民903条 4 項）

民法903条 4 項は、被相続人が生前に持戻し免除の意思表示（民903条 3 項）

をしていない場合であっても、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またはその敷地について遺

贈または贈与をしたときには、持戻し免除の意思表示をしたものと推定する

（平成30年改正法）。

①　婚姻期間

婚姻期間20年は、贈与または遺贈をした時点での要件であって、相続開始時

の要件ではない。同じ相手と結婚と離婚を繰り返している場合には、婚姻期間

が通算して20年以上となっていれば要件を充足するものと解される。ただし、

事実婚の期間を含めることはできない（概説42頁）。

②　居住用不動産

不動産の構造や形態、被相続人の遺言の趣旨等によって判断される。たとえ

ば、店舗兼住宅は全体が居住用不動産として認められる可能性が高いが、構造

上、居住用部分と店舗部分が分離している場合には、居住用部分のみを居住用

不動産とすることが考えられる（一問41頁）。

なお、遺贈また贈与が行われた時点では当該不動産に居住していないが、近

い将来居住の用に供する目的があったと認められるときには、居住用建物の要

件を充足すると認められうる。

③　特定財産承継遺言

民法903条は遺贈または贈与についての規律であるため、遺産分割方法の指

定の一つである特定財産承継遺言（民1014条 2 項参照）に直接適用することは

できない。

しかし、相続財産の一部について特定財産承継遺言がされた場合には、特段

の事情がない限り、遺産分割方法の指定とともに相続分の指定がされたものと

して扱い、その後の遺産分割の対象は、残余財産に限るとされることが多いと

考えられる。したがって、居住用不動産を特定財産承継遺言の対象とした場合
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【記載例18】　遺言文例⒅ ―祭祀主宰者の指定（文例152頁参照）

遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、次の者を指定する。
住　　所
職　　業
氏　　名
生年月日

⒀　生命保険の受取人の変更（保44条）

保険法44条 1 項は、「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することが

できる」とし、同条 2項で、「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が

効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、こ

れをもって保険者に対抗することができない」と規定する。

【記載例19】 　遺言文例⒆ ―生命保険金の受取人の変更（文例128頁、Q＆

A365・366頁参照）

一、遺言者は、令和○○年○○月○○日甲生命保険会社との間の生命保険契約
（記号番号、保険金額）の生命保険の受取人を妻○○○○（生年月日）から長
男○○○○（生年月日）に変更する。
二、この遺言の遺言執行者として、長男○○○○を指定する。
長男○○○○は、遺言者の死亡後速やかに甲生命保険会社に対し、保険金
受取人変更の通知をするとともに、所定の手続をすること。

3 　自筆証書遺言

⑴　自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、遺言書の作成自体については費用はかからず、その内容に

ついても秘密にできるため、手軽に作成できるという特徴がある。しかし、そ

の内容や存在を秘密にできるということは、遺言者の死後、発見されないおそ
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れがあり得るということであり、偽造や変造、隠匿や破棄がなされる危険性も

高い。また遺言書が発見された場合でも偽造・変造が行われたのではないかと

疑われる可能性がある。

遺言書の保管方法については遺言者が適宜の方法で保管することになってお

り、生前においては発見されにくく、死後においては発見されやすい場所とい

う二律背反的な問題がある。信頼できる人間や遺言執行者予定者に預かっても

らうというのも一つの方法であるが、他人に預けた場合、遺言書を書き直すか

撤回したときに、その事実を速やかに預けた人に告げ、預けた遺言書を返還し

てもらうか廃棄してもらわないと、その遺言が一人歩きする危険性がある。

自筆証書遺言は誰にも内容を知られずに遺言を作成できるが、その半面、遺

言内容が不明確になることもある。そのため、遺言内容の解釈について争いが

生じたり、遺言の効力そのものが争われたりするという危険性もある。

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続が必要であるが（民1004条 1 項）、

後述の法務局における自筆証書遺言書保管制度（令和 2年 7月10日開始）を利

用すると、家庭裁判所の検認手続は不要となる（遺言11条）。

⑵　自書要件

A　自書の意義

自筆証書遺言をするには、遺言者は、原則として遺言書の全文を自書しなけ

ればならない（民968条 1 項）。自書が要件とされるのは、「筆跡によって本人が

書いたものであることを判定でき、それ自体で遺言が遺言者の真意に出たもの

であることを保障することができるから」であるとされる（最判昭62・10・ 8

民集41巻 7 号1471頁）。

B　全文の自書

遺言者は、原則として遺言書の全文、日付、氏名を自署しなければならない

が、全文とは、「遺言書の実質的内容である遺言事項を書き表した部分のこと

であり、いいかえれば本文」（注釈�88頁）である。他人の代筆による遺言書は、

「遺言者自身の依頼によって行われたり、遺言者が口述するのを逐次筆記した
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というときであっても」遺言としての効力は生じない（体系127頁）。

「自書」であるから、他人が手書きしたもの、パソコンで作成したもの、コ

ピーしたものは自書にはあたらない。点字器によるものも自書とは認められな

い。では、他人の書いた下書きを上からなぞって作成した自筆遺言証書は自書

といえるか。

最高裁判例には、カーボン紙を用いた複写によって作成された自筆遺言証書

につき、「カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではな

いから、本件遺言書は、民法968条 1 項の自書の要件に欠けるところはない」

と判示したものがある（最判平 5・10・19判タ832号78頁）。

しかし、「カーボン紙による複写に自書性を認めるとしても、それは、筆跡

の保存という観点からは必ずしも望ましいものではないから、控えをとるため

カーボン紙を用いて同時に複写するような場合にも、カーボン紙上の 1枚目

（これが自書であることは疑いがない。）を原本とするような配慮をし、無用の紛

争を避けるのが賢明である」（体系126頁）。

本文の一部に代筆部分が存在する場合の効力については、①全文が無効とな

るとする説、②他人の手による部分が無効となるとする説、③他人の書いた部

分が付随的・補充的なものであるかどうかで区別し、付随的・補充的なものに

すぎないときはその部分のみ無効とする説など、学説は分かれている（中川＝

泉515～516頁参照）。

最判昭62・10・ 8 民集41巻 7 号1471頁は、「自書能力」と他人の添え手によ

る補助について、「①遺言者が証書作成時に自書能力を有し、②遺言者は添え

手をした他人から単に筆を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、

③添え手をした他人の意思が介入した形跡がないことが、筆跡のうえで確認で

きる場合」には、自書の要件を充足すると判示した（論点327頁）。

平成30年改正法（相続法改正）により、自筆証書遺言は、全文を自書する方

式（民968条 1 項）に代えて、本文を自書し、財産目録を添付する方式（同条 2

項）を選択することができるようになった（⑹参照）。ただし、平成31年 1 月13

日より前に作成した自筆証書遺言は、なお従前の例によることに注意が必要で
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4 　各種遺贈の論点

⑴　包括遺贈

A　包括遺贈の性質

前述のとおり、包括受遺者は、「積極・消極財産を包含する遺産の全部また

は一部の分数的部分ないし割合額を承継するものであるから、相続人に類似し

た性格を有する」（講義353頁）。民法990条は、「包括受遺者は、相続人と同一

の権利義務を有する」と規定するが、包括遺贈も遺贈の一態様にすぎないため、

本条の規定にもかかわらず、包括受遺者が相続人とまったく同一の権利・義務

を有するわけではない。

B　包括遺贈と相続の共通性

包括受遺者は、当然かつ包括的に、その割合に応じて遺産を承継する。包括

遺贈が物権的効力を有することについては異論がないとされる（注釈�219頁）。

包括受遺者の他に相続人や包括受遺者があるときは、これらの者と共同相続を

したのと同様な法律状態を生じる（民898条、899条）。前述したとおり、遺贈を

承認または放棄するについても、相続人の承認・放棄に関する規定が適用され

る。したがって、包括受遺者は、自己のために遺贈の効力が発生したことを

知った時から 3カ月の考慮期間内に承認もしくは放棄をすることを要し、その

期間内に限定承認もしくは放棄をしないと、包括遺贈の単純承認をしたものと

みなされる（民921条 2 号参照）。

C　包括遺贈と相続との差異

包括遺贈は、以下の点で相続と異なる。

①　包括受遺者には遺留分権がない。

②　包括受遺者には代襲相続がない（民994条参照）。遺言者の死亡前に包括

受遺者が死亡した場合には、その子が受遺者となる旨の遺言は可能である

が、この場合は、停止条件付の補充遺贈であって、包括遺贈の代襲者では
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ないとされる（注釈�224頁）。

③　共同相続人が相続を放棄したり、他の包括受遺者が遺贈を放棄したとき

に、相続分が増加するのは相続人だけで、包括受遺者の持分は増加しない

（注釈�224頁）。

④　前述のとおり、包括遺贈を第三者に対抗するためには登記が必要である。

なお、不動産登記申請は、相続と異なり、登記原因は「遺贈」であり、登

記権利者たる受遺者と登記義務者たる相続人（遺言執行者がある場合は遺言

執行者）の共同申請による。

⑤　法人は相続人たり得ないが、包括受遺者にはなりうる（注釈�223頁）。

⑵　特定遺贈

A　特定遺贈の意義

特定遺贈は、特定の具体的な財産的利益を対象とする遺贈である。特定遺贈

はさらに、特定物遺贈（特定債権の遺贈も含む）と不特定物遺贈に分かれ、後

者はさらに種類物の遺贈と金銭の遺贈に分類できる。

B　特定遺贈の効力

特定遺贈の目的物が金銭その他の不特定物または相続財産でない場合には、

遺贈は債権的効力を生ずるにすぎないが、遺言執行者が目的物を特定したなら

ば、その時に目的物の所有権が受遺者に移転する。東京高判昭23・ 3 ・26高民

集 1巻 1号78頁は、相続財産に属する田地のうち玄米四斗入五百俵の小作米を

収納することができる部分を遺贈する旨遺言した場合には、遺言執行者が相続

財産のうちから遺言の趣旨に適合した一定の田地を選定した時にはじめて、そ

の遺贈の目的物の所有権は受遺者に移転すると判示した。

これに対し、特定物または特定債権が遺贈の目的とされている場合は、物権

的効力説と債権的効力説が対立するが、判例・多数説は物権的効力説に立って

いる（大判大 5・11・ 8 民録22輯2078頁など）。したがって、受遺者は遺贈の効

力が発生すると直ちに権利を行使することができるが、第三者に対しては対抗

要件を具備する必要があることは前述した（94頁）。
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C　果実・費用

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から、果実収取権を取得す

る（民992条本文）。ただし、遺言者が別段の意思を表示したときは、それに従

う（同条ただし書）。遺贈の履行を請求することができる時とは、「原則として

は遺言者の死亡時であり（民985条）、始期付遺贈や停止条件付遺贈にあっては、

当該始期の到来時・条件の成就時である、とされる」（中川＝泉592頁、新基本

コン208頁）。

遺贈義務者が遺言者死亡後に遺贈の目的物に費用を支出したときは、民法

299条に従って、受遺者は必要費、有益費を償還しなければならない（民993条

1 項）。ただし、果実を収取するための通常の必要費は、果実の価格を超えな

い限度で償還請求することができる（同条 2項）。

D　相続財産に属しない権利

遺贈は、その目的である権利（目的物）が遺贈者死亡時に相続財産に属して

いなかったときは、効力を生じない（民996条本文）。ただし、相続財産に属し

ていなくても、これを遺贈の目的としたと認められるときは、この限りではな

い（民996条ただし書）。目的物が相続財産に属していない理由は問わない（新

基本コン212頁）。他人の物である場合のほか、そもそも存在しない場合も含む。

民法996条ただし書によって遺贈が効力を有する場合は、遺贈義務者は、そ

の目的物を取得して受遺者に移転する義務を負う（民997条 1 項）。取得できな

いとき、または取得するについて過分の費用を要するときは、その価額を弁償

しなければならない。ただし、遺言者が別段の意思表示をしたときは、その意

思に従う（同条 2項ただし書）。

E　遺贈義務者の引渡義務 

遺贈義務者は、遺贈の目的である物または権利を、相続開始の時（その後に

当該物または権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定し

た時）の状態で引き渡し、または移転する義務を負う（民998条本文）。ただし、

遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う（同条ただ

し書）。平成30年改正前民法998条は、不特定物の遺贈義務者の担保責任を定め
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ていたが、平成29年改正（債権法改正）により、目的物が特定物か不特定物か

にかかわらず、贈与者は契約内容に適合する目的物を引き渡す義務を負うこと

とされ、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、または移転すること

を約したものとする推定規定がおかれた（民551条）。遺贈においても、贈与と

同様の考え方を採用することにしたものであるが、贈与の場合のように推定規

定ではなく、義務規定となっている。よって、仮に遺贈の目的物に修補が必要

であったとしても、遺贈義務者は、遺言者が遺言において「修補をしたうえ

で」などと別段の意思を表示していない限り修補せず、そのままの状態で引き

渡せば足りる。

なお、令和 2年 3月31日までにされた遺贈にかかる遺贈義務者の引渡義務に

ついては平成30年改正後の民法998条の規定は適用されない（平成30年改正法附

則 7条）。

なお、本条の改正に関連して、第三者の権利の目的である財産の遺贈につい

て定めた民法1000条は削除された。上記のとおり、遺贈義務者の履行義務の内

容が改正されたことにより、不要となったためである。

F　遺贈の物上代位

遺贈の目的物が滅失・変造したり、占有を喪失したりしたため、目的物に代

えて遺言者が第三者に対して損害賠償請求権などの償金請求権を取得したとき

は、その権利を遺贈の目的としたものと推定する（民999条 1 項）。遺贈の目的

物が、他の物と付合し、または混和したことによって、遺言者が民法243条か

ら245条までの規定により合成物・混和物の単独所有者または共有者となった

ときは、その全部の所有権または持分権を遺贈の目的としたものと推定する

（民999条 2 項）。

債権を遺贈の目的とした場合に、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取っ

た物がなお相続財産中にあるときは、その物を遺贈の目的としたものと推定す

る（民1001条 1 項）。ただし、金銭債権の場合は、相続財産中に債権額に相当す

る金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する

（同条 2項）。
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⑶　負担付遺贈

A　負担付遺贈の意義

負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の義務を負担させる遺贈である。負

担は、包括遺贈・特定遺贈の区別なく認められ、遺贈の目的物と何ら関係のな

い事項を内容としてもよいとされる。

負担は、遺贈者によって受遺者に課せられた法律上の義務ないし債務であり、

その内容は受遺者の作為または不作為である（注釈�277頁）。受遺者に財産を

遺贈するかわりにペットの飼育を求めるような遺言がこれにあたる。

負担付遺贈では、条件付遺贈と異なり、受遺者が負担を履行するまで遺贈の

効力の発生が停止されるということもなく、負担を履行しなかったからといっ

て当然に効力を失うということもない。

遺贈に付加された条項が負担であるのか条件であるのかは一見して明らかで

ないことも多いが、解釈を尽くしても遺言者の意思が明らかにならない場合は

負担と解すべきであるとされる。また、負担付遺贈の負担は、負担付贈与の場

合とは違って遺贈の反対給付ないし対価ではないから、負担の履行と遺贈の履

行が同時履行の関係に立つことはないとするのが多数説である。

負担によって利益を受ける受益者は、遺言者本人であっても、その相続人、

第三者、社会公衆であってもよい（注釈�278頁）。

B　負担付遺贈の効力

負担の履行義務者はもちろん受遺者であるが、負担の履行請求権者について

は争いがある。相続人、遺言執行者のほか、受益者自身に履行請求権を認める

かどうかである。今日の多数説は、肯定説を支持する（新基本コン217頁）。

C　負担付受遺者の義務の程度

負担付遺贈では、受遺者に過度の不利益を与えるのは適当ではないので、受

遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行

する責任を負う（民1002条 1 項）。また、負担付遺贈の目的の価額が相続の限定

承認または遺留分回復の訴えによって減少したときは、遺言者が遺言に別段の
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意思を表示していない限り、受遺者は、その減少の割合に応じて負担した義務

を免れる（民1003条）。

D　負担付遺贈の放棄・取消し

受遺者が負担付遺贈を放棄したときは、受益者は自ら受遺者となることがで

きる（民1002条 2 項本文）。ただし、遺言者が別段の意思を表示している場合に

はその意思に従う（同項ただし書）。その受益者は、当然に受遺者の地位を取得

するが、承認・放棄の規定が当然に適用される。

前述のように、負担付遺贈の場合、義務の履行・不履行は遺贈の効力に直接

には影響しない。受遺者が負担した義務を履行しないときは、相続人が、相当

の期間を定めての催告の後、家庭裁判所に遺贈の取消しを請求できるというに

すぎない（民1027条。巻末・関係書式⑹参照）。

この取消しは、すでに生じた遺言の効力を消滅させる点で本来の意味におけ

る取消しであると解されるが、効力発生後の事情に基づいて消滅させるという

意味では契約解除に類似する。そこで、取消請求の要件は契約解除の場合に準

じて考えられることが多い（注釈�430～435頁参照）。

⑷　後継ぎ遺贈

A　問題の所在

いわゆる後継ぎ遺贈とは、「財産を、一時的には受遺者に取得させ、受遺者

が死亡した後にはさらに別の者に受け継がせるというように、遺言書において、

受遺者の受ける利益を、ある条件の成就または期限の到来によって別の者に移

転させるようにあらかじめ定めておく遺贈」20である。たとえば「㈠　本件不

動産を妻Aに遺贈する。㈡　Aの死亡後は Bがその権利を承継する」といっ

た遺言の第二次遺贈が後継ぎ遺贈とされる21。この場合、B は A の相続人で

20	 半田吉信ほか『ハイブリッド民法 5　家族法〔第 2版〕』322頁。
21	 米倉明「後継ぎ遺贈の効力について」タートンヌマン 3号 2頁。なお、本論文では、後継ぎ遺贈
として、生活保障・家業維持型と生活保障専一型の二つの類型を挙げられ、後継ぎ遺贈の有効性が
論じられている。田中亘「後継ぎ遺贈―その有効性と信託による代替可能性について―」（米倉
明編著『信託法の新展開』）211頁以下は、「第 1次遺贈をも含む形で後継ぎ遺贈を定義しておいた方
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1 　はじめに―本章の構成

遺言執行者とは、他人の遺言の内容を実現することを任務とする者である。

遺言執行者は、遺言に記載されている事項（遺言事項）を実現するために業

務を行うが、その具体的業務を知ることは、遺言を作成するにあたっても有益

である。

本章においては、第一に遺言執行の前提となる遺言の作成にあたっての注意

点、第二に遺言執行者に就任するまでおよび遺言執行者に就任した後の実務上

の手続の基本的な流れ、第三に具体的な遺言事項の執行方法、第四に遺言執行

の終了後の事務などにつき、Q＆Aの形式で解説する。第 1章での記述と重複

する箇所もあるが、本章では Q＆Aの形式をとることにより問題点が明確に

なるように記述した。より詳細な解説については第 1章の各該当箇所を参照さ

れたい。

また巻末には審判（または調停）申立書の関係書式を掲載している。

2 　遺言を作成するにあたっての注意点

	 遺言の方式

遺言の方式として、どのようなものがあるか。それぞれの方式のメリッ

ト・デメリットは何か。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの方

式がある。それぞれにメリット・デメリットがあるので、それを理解

したうえで、自分に適した遺言をするのが望ましい。

Q1

A
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2　遺言を作成するにあたっての注意点

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のメリット・デメ

リットは以下のとおりである。

⑴　自筆証書遺言のメリット・デメリット

A　メリット

①　他の方式の遺言に比して作成が簡単である。

②　遺言の内容およびその存在を秘密にできる。

③　費用がかからない。

④　証人の立会いがいらない。

B　デメリット

①　方式が厳格であり、方式違背があれば遺言が無効になるおそれがある。

②　変造、偽造、隠匿、紛失のおそれがある（自筆証書遺言に関する遺言の保

管制度を利用している場合を除く）。

③　相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録につい

ては各葉に署名押印はいるものの全文を自書することを要しないが、それ

以外の部分については自書する必要がある。

④　遺言書保管所に保管されていない自筆証書遺言については家庭裁判所で

の検認手続を経る必要があり、遺言を執行するまで時間がかかることがあ

る。

C　自筆証書遺言を作成する場合の注意点

自筆証書遺言の場合、遺言の内容が不正確であったり、あいまいであったり

することで遺言の解釈に争いが生じることや、場合によっては遺言自体が無効

になるなどの問題が生ずるおそれもあるので、その意味においては法律実務家

に相談したうえで遺言を作成することが望ましいと思われる。

また、遺言する者が高齢であるなどの理由により、後日、遺言者の遺言能力

に疑義が生ずるようなおそれが想定される場合には、遺言作成時において遺言

者に遺言能力があったことを証明する資料を残しておくことを検討すべきであ

る。たとえば、遺言書の作成場面を遺言者の許可を得たうえでビデオ撮影・録

音しておくこと、あるいは、自筆の作成の場所に同席者がいることが許される

解 説
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場合には複数の同席者を用意し、同席者において遺言者の遺言作成の経緯・状

況等についての記録を残すという方法も考えられる（この場合、同席者は遺言の

内容と無関係な第三者が含まれることが公平の見地より望ましい）。

なお、遺言者が病院や施設等に入院・入所中の場合は、遺言作成時（または

それに近い時点）における担当医師等から遺言能力に関する診断書等を取得し

ておくのが相当である。

自筆証書遺言の場合には、遺言書の保管についても注意が必要である。遺言

書が発見されない場合や、発見されても破棄や隠匿のおそれがあるからである。

そのためには、信頼できる家族や第三者（遺言執行者となる予定の者など）に保

管を依頼することも考えられる。第三者に保管を依頼した場合には、遺言者が

死亡したことが何らかの方法で遅滞なく保管者に連絡されるようにしておくこ

とが望ましい。

なお、貸金庫を保有している場合に、貸金庫で遺言を保管するということも

考えられるが、これは避けたほうが賢明である。なぜなら、貸金庫を開けるに

は原則として相続人全員の同意が必要となるからであり、遺言の確認のために

相続人全員の同意が必要とされるということは、せっかく遺言において特定の

相続人が他の相続人の関与なしに相続財産を取得できることを定めていても、

その意図が無に帰すからである。

ところで、相続人による遺言書の破棄や隠匿などにより遺言者の最後の意思

を実現できないことが問題として指摘されてきたところであるが、民法の改正

にあわせて法務局における遺言書の保管等に関する法律（遺言書保管法）（平成

30年 7 月13日法律第73号）が令和 2年 7月10日より施行されている（Q 5参照）。

これは法務大臣の指定する法務局が遺言書保管所となり、遺言者の申請によ

り、遺言書の保管を行う制度である。遺言の保管制度の利用は遺言者の任意で

あるが、遺言書の保管方法の選択肢の一つとして大いに検討されるべきもので

ある。





330

執筆者一覧

●第 3版　執筆者一覧（五十音順）●

石　川　　　亮（いしかわ　りょう）
及　川　修　平（おいかわ　しゅうへい）
加　藤　真　紀（かとう　まき）
北 詰 健 太 郎（きたづめ　けんたろう）
小　関　　　弾（こせき　だん）
茂　木　昌　子（もてぎ　まさこ）
吉　岡　宏　祐（よしおか　こうすけ）

●第 2版　執筆者一覧（五十音順）●

石　谷　　　毅（いしたに　たけし）
八　神　　　聖（やがみ　きよし）

●初版　執筆者一覧（五十音順）●

石　谷　　　毅（いしたに　たけし）
田　口　輝　夫（たぐち　てるお）
原　　　弘　安（はら　ひろやす）
八　神　　　聖（やがみ　きよし）



遺言執行者の実務〔第 3版〕
令和 4年 4月15日　第 1刷発行

定価　本体 ３,６00円＋税

編　　者　日本司法書士会連合会
発　　行　株式会社　民事法研究会
印　　刷　藤原印刷株式会社

発行所　株式会社　民事法研究会
〒150-001３　 東京都渋谷区恵比寿３-7-1６
〔営業〕 ☎0３－5798－7257　FAX 0３－5798－7258

〔編集〕 ☎0３－5798－7277　FAX 0３－5798－7278
http://www.minjiho.com/　　 info@minjiho.com

カバーデザイン／袴田峯男　� ISBN 978-4-8６55６-44６-4　C20３2　Y- ３６00E
落丁・乱丁はおとりかえします。　　

〔編者所在地〕

日本司法書士会連合会

〒160-0003　東京都新宿区四谷本塩町 4 -37

☎03-3359-4171㈹

https://www.shiho-shoshi.or.jp/


	_03530306_tp01_刊行にあたって_納品用
	_03530306_tp02_はしがき_納品用
	_03530306_p002-003_納品用
	_03530306_p018-019_納品用
	_03530306_p029-031_納品用
	_03530306_p097-102_納品用
	_03530306_p148-150_納品用
	_03530306_p330_執筆者一覧_納品用
	_03530306_p331_奥付_納品用
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



