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事実の概要

　被相続人Ａが平成 18 年 10 月 7 日に死亡し、
Ａの妻Ｂと被上告人・附帯上告人（被告）Ｙらが
平成 19 年 6 月 25 日に遺産分割を行った。Ａの
遺産の積極財産の評価額は、17 億 8,670 万円で
あった。
　上告人（原告）Ｘは、平成 21 年 10 月にＡの子
であることを求める認知の訴えを提起し、これを
認容する判決が平成 22 年 11 月に確定した。平
成 23 年 5 月 6 日に、Ｘは、Ｙらに対して価額支
払請求（910 条）をした。この時点で、Ａの遺産
の積極財産の評価額は、7億9,240万円程度となっ
ていた。
　平成 23 年 12 月に、本件訴訟を提起し、第一
審は平成 25 年 9 月 30 日に、原審は平成 26 年 2
月 3日に口頭弁論を終結した。第一審口頭弁論終
結時におけるＡの遺産の評価額は、10 億 697 万
円程度であった。
　Ｘは、遺産の価額算定の基準時と価額の支払債
務が遅滞に陥る時期を争って上告した。

判決の要旨

　「相続の開始後認知によって相続人となった者
が他の共同相続人に対して民法 910 条に基づき
価額の支払を請求する場合における遺産の価額算
定の基準時は、価額の支払を請求した時であると
解するのが相当である。
　なぜならば、民法 910 条の規定は、相続の開
始後に認知された者が遺産の分割を請求しようと
する場合において、他の共同相続人が既にその分
割その他の処分をしていたときには、当該分割等

の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請
求を認めることによって、他の共同相続人と認知
された者との利害の調整を図るものであるとこ
ろ、認知された者が価額の支払を請求した時点ま
での遺産の価額の変動を他の共同相続人が支払う
べき金額に反映させるとともに、その時点で直ち
に当該金額を算定し得るものとすることが、当事
者間の衡平の観点から相当であるといえるからで
ある。」
　「民法 910 条に基づく他の共同相続人の価額の
支払債務は、期限の定めのない債務であって、履
行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相
当である。」

判例の解説

　一　本判決の意義
　910 条に関する公表判例の数は少なく、遺産
分割後に母子関係が確定した事案（最二小判昭
54・3・23 民集 33 巻 2 号 294 頁〈LEX/DB 文献番号
27000203〉）など 910 条の類推適用に関わるもの
が中心であった。
　遺産分割終了後に認知された子からの価額支
払請求（910 条）の算定時点について、これまで
の下級審裁判例では、請求時（東京高判昭 61・9・
9 判時 1213 号 85 頁〈LEX/DB 文献番号 27800462〉）
と支払時（大阪高決昭54・3・29判時929号83頁〈LEX/
DB 文献番号 27452372〉、福岡高判昭 54・12・3判時
963 号 52 頁〈LEX/DB 文献番号 27452424〉）の 2 つ
の考え方が示されていた。本判決は、請求時であ
ると判断した。これまでの学説・裁判例と異なり、
遺産の価額変動のリスク分配など当事者間の衡平
の観点を理由に挙げる点に特徴がある。
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　二　910 条の趣旨
　被相続人の死亡により、相続が開始するととも
に、3年は死後認知の訴えが提起できる（787 条
ただし書）。認知には遡及効があり（784 条）、死
後認知の場合でも、被認知者はその出生時から被
相続人の嫡出でない子となり、相続人となる。遺
産分割前に死後認知の効力が生じていれば、被認
知者も共同相続人として遺産分割に参加する。
　死後認知の訴えが遺産分割後に認められた場合
に、認知の遡及効を貫徹すると、遺産分割は共同
相続人の一部を欠いたとして無効となり、被認知
者を加えてやり直さなければならない。この場合
に 784 条ただし書を適用し、第三者である共同
相続人が既に取得した権利を害することができな
いとなると、被認知者は被相続人の遺産から何も
得ることはできない。910 条は、認知前に行われ
た遺産分割による遺産の帰属を再分割によって変
更することなしに、被認知者が遺産分割により取
得するはずであった自己の相続分の価額のみを請
求する１）。その意味では、認知の遡及効を制限す
る 784 条ただし書と同様の機能を果たし、相続
の分野においては 910 条の存在により、784 条た
だし書の機能する余地はほとんどなくなる２）。こ
のように、910 条は共同相続人の利益を保護する
規定であると理解されている。
　認知された子の側からすると、本来なら現物を
取得できるはずの遺産分割に参加できないままと
なるという不利益がある。そのため、判例は 910
条の適用範囲を狭く解しており、遺産分割後の母
子関係存在確認の場合には、死後認知ではない
ことから、適用されない（前記最二小判昭 54・3・
23）。

　三　裁判例・学説
　910 条の価額支払請求権は相続回復請求権（884
条）の一種であると理解するのが通説である３）。
物権的請求権である相続回復請求権から、910 条
により価額支払請求権という債権に転じることに
なる。この前提から、価額支払額は、物権的請求
権で得ることができる物の価値と等価となり、こ
の転化時点が算定時点となると理解されてきた。
価額支払請求権の算定時点として、次の 3つの
見解がある。
　１　遺産分割時説
　共同相続人による遺産分割が「再分割を求める

権利を価額支払請求権に転化する直接の原因と
なっている」と考える４）。いわば、被認知者は、
他の共同相続人が債務負担をするという代償分割
の形で遺産分割に参加するのと同じとなる。遺産
分割のやり直しというより、当初の遺産分割の修
正という機能を価額支払請求権が果たすともいえ
る。また、この考え方によると、複数の被認知者
が異なる時点で価額支払請求をする場合に、算定
時点が一律になり、受け取るべき価額に差異が生
じない５）。この説を採る裁判例はない。
　２　請求時説
　前記東京高判昭 61・9・9 は、とくに理由を挙
げず「価額の算定は、請求時の時価によるべきと
ころ」とのみ述べる。
　学説で従来は多数説とされ、「請求時の時価に
よって算出するのが妥当である」６）、あるいは「相
続回復請求権の一種であり、この権利の性質は請
求権であると解する支配的見解によれば、請求額
は請求時の時価により算定されることになる」と
説明する７）。請求により金銭債権として現実化す
ることから、この時点で転化したと捉える。
　前掲東京高判について、「910 条による価額支
払請求の場合には、被認知者はもはや遺産分割請
求権を有しないことから、その評価の基準時につ
いても民法 1041 条の場合とは異なって解する余
地があるであろう」とも述べられる８）。
　３　支払時説
　「価格賠償額請求は、新たな現物分割に代わる
ものであるから、賠償額は現物と等価であること
が当然に前提とされていると解されるので、その
価額の支払請求における価格賠償額算定の基準
時は、現実に支払いがなされる時」であるとす
る（前記福岡高判昭 54・12・3、大阪高決昭 54・3・
29）。また、「910 条の規定自体が非嫡出子の本来
の権利を奪う不合理さえ含んでいるという観点
からは、理念的には諸々の法的処理を『再分割』
に近づけて理解すべきだという理解によっても」
補強される９）。近時は、この説が多数になってい
た 10）。

　四　遺留分における価額弁償との関係
　相続回復請求権または遺産分割のやり直しによ
り得られる物権が債権に転じるという理解に基づ
き、支払額と現物の等価性を強調すると、遺留分
減殺請求における価額弁償（1041 条）の算定時点
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の問題と類似していく。
　最二小判昭 51・8・30（民集 30 巻 7号 768 頁〈LEX/
DB 文献番号 27000313〉）は、価額弁償について「目
的物の上に利害関係を生じた受贈者又は受遺者と
遺留分権利者との利益の調和をもはかること」を
述べる。そして、「価額弁償は目的物の返還に代
わるものとしてこれと等価であるべきことが当然
に前提とされ」、「価額弁償における価額算定の基
準時は、現実に弁償がされる時」、訴訟において
は事実審口頭弁論終結時であると述べた。
　このような目的物の返還に代わる価額弁償とい
う理解は、支払時説における価額支払請求権の性
格付けと共通する考え方といえる。
　最一小判平 20・1・24（民集 62 巻 1号 63 頁〈LEX/
DB 文献番号 28140402〉）は、遺留分権利者が受遺
者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨
の意思表示をした場合に 11）、「遺留分権利者は、
遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び
所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失
い、これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得
する」と判断した。「受遺者は、遺留分権利者が
受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使す
る旨の意思表示をした時点で、遺留分権利者に対
し、適正な遺贈の目的の価額を弁償すべき義務を
負う」とも述べた。
　910 条の価額支払請求は、返還請求権と併存す
る最二小判昭 51 よりも、最一小判平 20 が対象
とする価額弁償請求に類似する。そのことから、
遅くとも価額支払請求権を意思表示をした時点
に、被認知者が取得すると考えられる。
　もっとも、価額の算定時点については「最終的
には裁判所によって事実審口頭弁論終結時を基準
として定められる」とも述べており、請求時説で
はなく、支払時説を補強する面もあることには注
意が必要である。

　五　利害調整と衡平
　本判決は、価額支払請求権の算定時点を請求時
であると判断した。しかし、金銭債権への転化時
点から導き出す考えとは異なり、当事者間の衡平
の観点、価額変動のリスク分配から理由付けてい
る。
　１　従来の判例と学説
　まず、910 条の利害調整機能について、これま
での学説は、遺産分割後の死後認知による被認知

者のみが実際に遺産を得ることができないという
「不利益な形での」利害調整と評価してきた 12）。
910 条の類推適用に否定的な判例・学説も、この
ような被認知者のみが被る不利益を他に及ぼさな
いという考慮を基礎にしていたと考えられる。
　次に、遺産分割後の価格の変動に伴うリスクの
負担について触れる見解は少なかった。扱うとし
ても、価額支払を負担する共同相続人間の負担
を法定相続分とした場合に個々に分配された財
産の価額変動により生じるリスク中心に考えて
いた 13）。本判決が重視する被認知者と共同相続
人の間のリスク分配の観点は、これまでの裁判例
や学説とは違う方向を示している。
　２　衡平の観点
　本判決では、910 条の算定時点のみを争ってい
ることから、前提となる利害調整の妥当性まで
遡って検討する必要はなかった。そのため、910
条の趣旨を利害調整と指摘するが、前記の学説と
異なり、その結果が被認知者にとって不利益なも
のであるか否かについては述べていない。
　910 条の趣旨を「利害調整」と理解することか
ら、請求時点を算定時とするのが「当事者の衡平
の観点から相当」という結果につなげられている。
ともにバランスを配慮する点で利害調整と衡平の
結びつきを認めたとしても、本判決と同じ結論に
至るとは限らない。例えば、被認知者に不利益な
利害調整を前提とする規定と理解すれば、被認知
者に有利な算定時点を選択することで、全体とし
て当事者間の衡平を保つという選択肢もある。
　もっとも 910 条の利害調整の方法に疑問を挟
んでいない本判決では、当事者間の衡平は、価額
変動の支払額への反映と請求時点での算定で考慮
されるとする。
　請求時点「まで」の価額変動の支払額への反映
を衡平の観点と結びつける点で、これまでの学説
が請求時「以降」の価額変動を考慮していたのと
異なる。本判決は、請求時点以降の価額変動を無
視するのではなく、請求時点前後の価額変動のリ
スクを被認知者と共同相続人が負う分配を考えて
いる。
　請求時点までの価値上昇は共同相続人、下落は
被認知者が、請求時点からの価格上昇は被認知者、
下落は共同相続人がリスクを負担するというよう
に対照をなすことが、衡平を表現するのであろう。
当初の遺産分割時から支払時の間の中間時点であ
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るから衡平というに過ぎないとも評価できる。
　とはいえ、本件では、遺産の価額が、遺産分割
時が一番高く、請求時点では半額以下まで下落し、
第一審口頭弁論終結時には再度上昇していた。そ
のため、価額変動のリスクを被認知者のみが負う
結果となっている。
　さらに、本判決は、請求時点で直ちに金額を算
定し得るものにすることも、当事者間の衡平の観
点から相当とする。その理由は明らかではないが、
結果的には、賠償額は現物と等価という支払時説
の考えを採らないことを意味する。

　六　期限の定めのない債務
　本判決では価額支払債権が期限の定めのない債
務であり、請求を受けた時点に遅滞に陥るという
点は算定時点の決定とどのような関係になるのだ
ろうか。支払時説に立っても、支払時に遅滞に陥
ることはないので、請求時点を基準とするしかな
く、算定時点の決定要素とはいえない。
　前記最一小判平 20 も、1041 条 1 項の価額弁
償請求の「遅延損害金の起算日は、上記のとおり
遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得
し、かつ、受遺者に対し弁償金の支払を請求した
日の翌日」とする。前記のように、価額が事実審
口頭弁論終結時で最終的に確定することも認めて
おり、遅延損害金の起算日より後に価額が定まる。
このように、価額支払請求権が期限の定めのない
債務であることが算定時点の決定に影響を与える
のではない。

　七　おわりに
　本判決では、910 条の趣旨では利害調整に重点
を置く一方で、遺産分割のやり直しという視点に
は触れられていない。遺産分割のやり直しという
点を強調しても、当初遺産分割の効力を維持する
ことから、被認知者を除く共同相続人間の関係で
は被認知者に対する価額支払債務の負担額で調整
するしかない。法定相続分による分担であれば共
同相続人間の負担に不衡平が生じ 14）、遺産の取
得額による按分比例とすれば個々の財産の価額変
動を考慮した複雑な計算が必要となる。被認知者
の価額請求、遺産分割に影響を及ぼさないとする
910 条の趣旨を尊重すれば、本判決や新旧の通説
とは異なり、当初の遺産分割に代償分割の形で参
加したと擬制できる遺産分割時説が妥当ではない

かと考える。
　算定時点のみが問題となっている本判決では、
価額支払請求権の性質および発生時点などの問題
が残されている。これら 910 条の本質的な点が
明らかでないにもかかわらず、衡平の観点からの
み結論を導き出す本判決の理由付けを理論的に検
討することは困難を伴う。
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