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共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は、原則として、その譲渡をした者の相
続にかかる遺留分減殺請求において、民法 1044 条によって準用される 903 条 1 項が
規定する「贈与」に当たる
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事実の概要

　本件は、両親の相続に関して、先に開始した相
続（以下、第一相続と称する）において共同相続人
間での相続分譲渡を前提とした遺産分割調停が成
立した後に、後の相続（以下、第二相続と称する）
が開始し、第二相続において遺留分を侵害された
と主張する相続人が提起した遺留分減殺請求にお
いて、第二相続における被相続人が第一相続にお
いてなした相続分譲渡が遺留分を算定するための
財産に含まれるかが争われた事件である。
　第一相続は、平成 20 年 12 月に開始した。第
一相続における相続人は、被相続人Ｂの配偶者
（妻）であるＡ、ＡＢ間の子であるＸ、Ｙ、Ｃ及
びＹの配偶者（妻）であってＡＢと養子縁組をし
たＤである。第一相続にかかわる遺産分割調停に
おいて、遺産分割が未了の間にＡ及びＤは各自の
相続分をＹに対して譲渡し（以下、この相続分譲
渡を本件相続分譲渡と称する）、調停手続から脱退
した。
　第一相続に関する遺産分割調停は、平成 22 年
12 月に成立した。分割の内容が具体的相続分に
厳密に相当するものであるかどうかは記録からは
明らかではない。しかし、Ｙの取得した財産がＸ
及びＣと比較して大きいものであることは、記録
から容易に推測できる（記録によれば、Ｘが取得し
た財産は目録「記載第 1の 6 の土地及び同目録記載

第2の4ないし8の建物」、Ｙが取得した財産は目録「記
載第 1の 5及び 7ないし 13 の土地、同目録記載第 2
の 2、3、9及び 10 の建物、同目録記載第 4の現金及
び預貯金並びに同目録記載第 5のその他の財産」、Ｃ
が取得した財産は、目録「記載第 1の 1 ないし 4の
土地及び同目録記載第 2の 1の建物」の建物である）。
なお、第一相続に関する遺産分割調停が成立する
約 5か月前である平成 22 年 8 月に、Ａは、その
有する全財産をＹに相続させる旨の公正証書遺言
をしている。
　第二相続は、平成 26 年 7 月に開始した。第二
相続における相続人は、Ｘ、Ｙ、Ｃ及びＤである。
第二相続における被相続人Ａは、相続開始時に約
35 万円の預金債権を有していたが、他方で、約
36 万円の未払介護施設利用料債務を負っていた。
　本件は、平成 26 年 11 月、ＸがＹに対してＡ
を被相続人とする第二相続に関して遺留分減殺請
求権を行使する旨の意思表示をし、遺留分減殺を
原因として、第一相続における遺産分割調停に
よってＹが取得した不動産の一部について持分移
転登記手続を求めて訴えを提起したものである。
本件における争点は、第一相続に関してなされた
本件相続分譲渡が、Ａを被相続人とする第二相続
において、その価額を遺留分算定の基礎となる財
産額に算入すべき贈与（民法 1044 条、903 条 1項）
に当たるか否かである。
　原審は、本件相続分譲渡は、その価額を遺留分
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算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与には当
たらないとし、遺留分侵害は生じていないとして
請求を棄却した。その理由は、上告審（最高裁）
判決における要約によれば次のようなものであ
る。すなわち、「相続分の譲渡による相続財産の
持分の移転は、遺産分割が終了するまでの暫定的
なものであり、最終的に遺産分割が確定すれば、
その遡及効によって、相続分の譲受人は相続開始
時に遡って被相続人から直接財産を取得したこと
になるから、譲渡人から譲受人に相続財産の贈与
があったとは観念できない。また、相続分の譲渡
は必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものと
はいえず、譲渡に係る相続分に経済的利益がある
か否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価
額等を考慮して算定しなければ判明しないもので
ある。したがって、本件相続分譲渡は、その価額
を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈
与には当たらない。」。
　これに対して、Ｘが上告した。

判決の要旨

　原判決破棄、差戻し。
　「共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、
積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対す
る譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、相続
分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有
持分の移転も生ずるものと解される。
　そして、相続分の譲渡を受けた共同相続人は、
従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続
分とを合計した相続分を有する者として遺産分割
手続等に加わり、当該遺産分割手続等において、
他の共同相続人に対し、従前から有していた相続
分と上記譲渡に係る相続分との合計に相当する価
額の相続財産の分配を求めることができることと
なる。
　このように、相続分の譲渡は、譲渡に係る相続
分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考
慮して算定した当該相続分に財産的価値があると
はいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し
経済的利益を合意によって移転するものというこ
とができる。遺産の分割が相続開始の時に遡って
その効力を生ずる（民法 909 条本文）とされて

いることは、以上のように解することの妨げとな
るものではない。
　したがって、共同相続人間においてされた無償
による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含ま
れる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算
定した当該相続分に財産的価値があるとはいえな
い場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、
民法 903 条 1項に規定する『贈与』に当たる。」

判例の解説

　一　概略
　本件では、遺留分減殺請求に際して、問題となっ
ている相続に先行する別の相続に関して被相続人
がなした相続分譲渡が、その価額を遺留分算定の
基礎となる財産額に算入すべき贈与（民法1044条、
903 条 1 項）に当たるかが争われた。この問題が
最高裁で争われたのは、おそらく本件が初めてで
ある。また、学説上も、従来、この問題を直接扱っ
たものは見当たらないように思われる（ただし、
潮見佳男『詳解相続法』（弘文堂、2018 年）533 頁が
論評なしの形ではあるが本文においてこの判例を詳
細に紹介している）。
　最高裁は、原審の判断を覆し、問題の相続分譲
渡は、その価額を遺留分算定の基礎となる財産額
に算入すべき贈与に当たるとして、事案を原審に
差し戻した。結論は妥当であり、論理も基本的に
は妥当であると考える。もっとも、最高裁は、原
審が機械的に従うことができるような形では規範
を提示してはおらず、この点に関しては、考える
べき問題が残っている。

　二　原審の判断
　最高裁判決によれば、原審は、第一相続に関し
てＡがＹに対してなした相続分譲渡がその価額を
遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与
には当たらない理由として、2つの点を挙げてい
る。
　第 1点は、「相続分の譲渡による相続財産の持
分の移転は、遺産分割が終了するまでの暫定的な
ものであり、最終的に遺産分割が確定すれば、そ
の遡及効によって、相続分の譲受人は相続開始時
に遡って被相続人から直接財産を取得したことに
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なるから」、そもそもＡからＹに対して贈与があっ
たということはできないという点である。もちろ
ん、括弧で括った部分の記述自体はなんら間違い
ではない。しかし、遺留分算定において問題にな
るのは、どの遺産がだれに帰属するかではなく、
最終的にどのような価額で遺産がだれに帰属する
かである。したがって、遺産分割の遡及効（民法
909 条）は、本件の問題を考えるうえでは、なん
らレレバントではないというほかない。
　第 2点は、「相続分の譲渡は必ずしも譲受人に
経済的利益をもたらすものとはいえず、譲渡に係
る相続分に経済的利益があるか否かは当該相続分
の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定
しなければ判明しないもの」だからというもので
ある。これも、記述自体に間違いはない。たしか
に本件で譲渡された相続分とは、個々の相続財産
について共同相続人が相続を原因として取得する
持分権ではなく、民法 905 条において念頭に置
かれている相続分、すなわち、遺産全体に対して
各共同相続人が有する包括的持分あるいは法律上
の地位である（谷口＝久貴編『新版注釈民法 (27)〔補
訂版〕』（有斐閣、2013 年）279 頁［有地＝二宮］参照）。
そして、単純な贈与とは異なって、相続分の譲渡
が譲受人に経済的利益をもたらすかどうかは、消
極遺産があるかどうか、あったとしてそれを法的
にどう扱うかによって変わってくるのも確かであ
る。しかし、結果として相続分の譲渡が譲受人に
経済的利益をもたらさないことがあるとしても、
そのことをもって相続分の譲渡はその価額を遺留
分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与には
当たらないと決めつけることは、やはり乱暴であ
るといわざるをえない。むしろ、検討すべきは、
本件で問題になった種類の相続分譲渡があった場
合に、消極遺産、すなわち、相続債務を法的にど
のように処理するかということであろう。

　三　相続債務の扱い
　最高裁が示したように、本件における第一相続
に関する相続分譲渡を、第二相続にかかわる遺留
分減殺請求において、その価額を遺留分算定の基
礎となる財産額に算入すべき贈与として扱うもの
とした場合、最初に問題になるのは、やはり、第
一相続における相続債務の扱いである。

　まず、そもそも相続債務を考慮の対象としない
という考え方も、それほど無茶な考え方ではない
ように思われる。というのは、こういうことであ
る。
　周知のとおり、遺産分割、とりわけ遺産分割審
判においては、実務の大多数は、相続債務は遺産
分割の対象とはならず、相続開始によって共同相
続人間で相続分に応じて当然に分割されるという
見解を採っている（松原正明『全訂判例先例相続法
Ⅱ』（日本加除出版、2006 年）251 頁参照）。このとき、
共同相続人が相続分の譲渡をすることによって遺
産分割に参加する地位を失った後であっても、相
続債権者は、相続分を譲渡した共同相続人に対し
て、なお、法定相続分に従った割合で分割された
額の範囲で相続債務の履行を請求することができ
ると解すべきである。相続分譲渡は、譲渡人と譲
受人の間の合意によるものである以上、合意の効
力は、第三者である債権者には当然には及ばない
からである。このように考えれば、そもそも相続
分の譲渡なるものは、遺産分割、すなわち、積極
遺産の分配にかかる地位を譲渡するということに
尽き、相続債務は最初から相続分の譲渡からは切
り離されていると解することは、十分可能である
ように思われるのである。
　もっとも、本件において最高裁は、相続債務を
問題から切り離すとは考えていないように思われ
る。というのは、最高裁は、本件において「共同
相続人間においてされた無償による相続分の譲渡
は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消
極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に
財産的価値があるとはいえない場合を除き」と判
示し、消極財産の価額が相続分譲渡の価額にとっ
て意味があることを示しているからである。
　それでは、相続分譲渡の価額の算定に際して消
極財産（相続債務）の価額に意味を持たせるとし
て、どのような法律論がありうるか。この点につ
いて、本件において最高裁は具体的にはなにも述
べていない。しかし、従来の判例のうち、相続さ
せる旨の遺言の形で相続分指定があった場合の債
務の扱いに関する最判平 21・3・24（民集 63 巻 3
号 427 頁）は参考になるように思われる。という
のは、こういうことである。
　周知のように、最高裁平成 21 年判決は、被相
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続人からその財産全部を相続させる趣旨の遺言に
基づいてこれを相続した相続人に対して、他の相
続人が遺留分減殺請求をした事件である。そこで
は、遺留分侵害額の算定にあたり、相続分指定と
の関係で相続債務をどのように割り付けるかが問
題になった。この点について、最高裁は、相続債
権者は各共同相続人に対して法定相続分に従った
相続債務の履行を請求できるということを留保し
たうえで、共同相続人間においては、原則とし
て、相続させる旨の遺言によって相続分を指定さ
れた相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務
をすべて承継することになると宣言しているので
ある。
　もちろん、最高裁平成 21 年判決で問題になっ
たのは、相続させる旨の遺言の形でなされた被相
続人による相続分指定が相続債務の承継にどのよ
うな影響を及ぼすかである。したがって、本件に
おいて問題になった共同相続人間での合意に基づ
く相続分譲渡とは問題が異なるのは確かである。
しかし、遺留分にかかわる算定との関係で、共同
相続人間では相続分の変動に対応して相続債務の
割付にも変動が生じるということを認めていると
いう点で、最高裁平成 21 年判決は、遺留分にか
かわる算定の場面では、共同相続人間では相続分
譲渡に相続債務の割付が連動するという解釈を補
強する材料としては十分援用可能であるように思
われる。
　それでは、相続分譲渡に応じて相続債務の割付
にも変動が生じるとして、相続分譲渡によって譲
受人が取得する積極財産の価額と相続債務の価額
をどのように処理すべきか。処理の仕方としては
積極財産の価額から相続債務の価額を控除する以
外にないように思われる。そして、その根拠条文
としては、すくなくとも今後は、負担付贈与がな
された場合における贈与の価額の算定に際しては
負担の価額を控除すべしとする新 1045 条第 1項
を挙げるのが適切であろう。遺留分にかかわる算
定の場面では相続分譲渡は贈与に当たるとする以
上、相続分譲渡に連動して譲受人が負担するにい
たる相続債務は、贈与に付随する負担と考えるの
が素直であるように思われるからである。

　四　遺留分侵害額算定にかかわるその他の問題
　本件では、第一相続については遺産分割調停が
成立しており、第一相続によって各共同相続人が
取得した財産の価額も確定している。したがって、
第二相続における遺留分にかかわる算定の際に
は、Ａの生前に、第二相続における被相続人Ａか
らＹへ、価額に換算してどれだけの経済的利益の
譲与があったかは、比較的容易に算出可能であろ
う。そして、本件においては、遺産分割が調停と
はいえ裁判所の関与の下で行われている以上、Ｙ
が第一相続によって取得した財産の価額は、Ｙと
Ａの具体的相続分を和したものから大きく外れて
いるということは想定しにくい。したがって、こ
と本件においては、第二相続における遺留分にか
かわる算定には、積極財産に関しては特に難しい
点はなさそうである。
　しかし、仮に本件における第一相続における遺
産分割が裁判外の協議によって行われたとした場
合や第一相続における遺産分割が未了のうちに第
二相続が開始した場合を想定してみると、問題は
それほど簡単ではないようにも思われる。第二相
続における遺産分割と遺留分減殺請求との関係
は、新法においては、一応、新 1046 条によって
手当てがなされているが、新 1046 条は、本件に
おける第一相続にかかわる問題を射程に収めては
いないからである。なお検討を要する問題である
というべきであろう。
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