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第２講 金融にかかわる主体 
 

１． 自然人と法人 

 
様々な金融取引を法律的な視点で論ずる場合に最初に問題になるのが、当事者は誰かと

いう問題である。「誰が何に～をする」中の「誰が」に当たる部分を法律では「主体」、

また、「何に」に当たる部分を「客体」という。民法はその最初の部分で、法律の主体と

なる者を「自然人」と「法人」に分けて規定している。 
 

(１) 自然人と権利能力 
 
権利能力 
 自然人とは会社のような法人と対比される生身の人間を意味する。現代社会では自然人

は分け隔てなく生まれながらにして基本的人権を享有し、権利の主体となることができ

る能力を有する。（民３Ⅰ）これを権利能力という。例をあげると、人間でないペットや

ロボットには権利能力は認められない。人間であれば、生きている限り権利能力がある。

生まれながらにしてとあるが、民法では、身体全部が露出することを出生としている。 
 
意思能力 
 権利能力があることと、契約のように法律的な効果を発生させる行為（法律行為）を自

ら行うことができるかは別である。法律行為の効果を及ぼすには、行為を行う時点で、

その行為の結果が自分にどんな効果をもたらすかをわきまえて理解している必要がある。

このような精神能力のことを意思能力という 
 
設例１ 銀行に就職して預金獲得のための営業をしていた T 夫は、たまたま訪問した家に

いた老人 N 翁から預金をしたいと言われ、１０００万円を預かり手続きを済ませた。T 夫

が見るかぎりその間 N 翁の言動におかしなところはなかったが、間もなく家族から連絡が

あり N 翁は認知症でわけもわからず大金を預金したり投資しようとしたりするので困って
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いるとのことだった。T 夫が受けいれた預金契約は有効か。 
 
意思能力を欠く能力行為は無効 
 認知症患者かどうか判断することは難しいのでこうしたトラブルが起こる。もし行為時

に意思がなかったなら預金契約は無効である。無効とは一見有効にみえる契約がなされ

ているが、「行為当時に意思能力が欠けていた」といった無効原因を立証されると 
 当然に効力が否定される状態をいう。無効の主張は例外として誰からでもできる。逆に、

無効な行為を当事者間の合意で「有効であったこと」にできるか。これを追認というが、

無効なので論理的に無理である（民１１９）。そのような合意が行われたら、新たな行為

をしたものとみなされる（民１１９但）。 
 
制限行為能力者と取り消し 
 意思能力の有無は設例のように外見から判然としないことが多い。一方、行為当時に意

思能力がなかったことを裁判で立証するのは大変である。そこで、民法は未成年者なら

びに、家庭裁判所で後見・補佐・補助といった支援が必要と認定された成人を、一律に

法律行為を行う能力が制限される制限行為能力者と位置づけ、保護者の制度を設けると

ともに、制限行為能力者の行為は、原則として有効だが、一定の場合には本人や保護者

が相手に通知するだけで取り消せることとしている。取り消された行為は行為時にさか

のぼって無効となる（民１２１）。一方、一応有効だから追認すれば確定的に有効とする

こともできる（民１２２）。 
 
国籍と戸籍 
 民法や商法のような私法は、主体が日本人であることを前提とした家族法を除き、原則

として外国人にも等しく適用される。日本人とは、日本国籍を有する者をいい、条件は

国籍法で定められている。日本の場合、新生児は、父または母が日本国民、母が外国人

で父が出生時にすでに死亡している場合に父が死亡時に日本国民、日本で出生したが父

母ともに不明か無国籍、のいずれかに場合に日本人となる（国籍２）。出生すると、出生

届に基づいて戸籍に記載が行われる。戸籍は日本人に関する出生や家族関係を証明する

ための帳簿で、一定の市町村に本籍を定めた一組の夫婦ならびにこれと氏を同じくする

子どもを一つの単位として作成される。通常は、生まれると親の戸籍に入り、結婚する

と新たに戸籍が作成されるということである。後者の場合、民法上夫婦は婚姻時に夫か

妻かどちらかの氏を称することとされているので（民７５０）氏が変わらない方が戸籍

の筆頭者となり、相手側が配偶者として記載される（戸籍１４Ⅰ）。 
 
家族・親族 
 戸籍上は、夫婦と子どもが一つの単位として把握されている。これに親兄弟などを含め
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て広い意味の家族を親族という。民法は、親族の範囲を６親等内の血族・配偶者・３親

等内の姻族と定義している（民７２５・７２６）。 
 
外国人と入国管理 
 外国人といっても個々の事情によって、国としてどこまで日本人と同じ取扱いをするか、

あるいは、私的取引を行う場合にどんな制約が生じるかといった点に差がでる。日本に

入国がした外国人の取扱いについては入国管理法という法律が定めている。 
 
本籍と住所・住民票 
戸籍上の住所を本籍という。これに対し各人の本拠を住所という（民２２）。新たに市町

村の区域内に住所を定めた場合、１４日以内に届けねばならず、市町村はこれに基づい

て住民票を作成する。住民票を家計と同一にする世帯を単位に編成したものを住民基本

台帳という。 
 

居所 
 一方、遠方の大学に通う場合、住民票はそのままにして住む場所を下宿に移すことも多

い。こうした場合、現に住んでいる事実上の住所のことを居所という。住所が知れない

ときや、一時滞在の外国人ように日本に住所のない者については居所が住所となる。 
 
本人確認と住民票 
 家や自動車といった大型の商品、あるいは、銀行取引や家の賃貸借契約のように継続的

に取引を行う場合、取引の相手方の「氏素性」を確認することは重要である。これを本

人確認という。一般に人を特定するには氏名だけでは足らず、住所＋氏名＋生年月日を

用いる。この場合の住所は通常住民票のある住所とし、本人確認のために住民票の写し

か記載事項証明書を添付してもらう。 
 
実印と印鑑登録 
 重要な契約をするときに日本では署名だけでなく、印鑑を押す。正式な契約に用いる印

鑑を住民登録した市町村に登録し、契約時に掲載された証明書を発行してもらう。契約書

に使用するものと区別するために、多くの場合氏名の両方か名のみを彫り込む。 
 
身分証明 
 日常でも本人確認をする場面が多いため、手軽に窓口で本人確認が行える仕組みがある 
 と便利である。これを身分証明といい、学生であったら学生証、また社会人であれば運

転免許証や健康保険証、パスポートなどを用いる。 
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犯罪収益移転防止法 
 身分証明と関連して、金融との関係で非常に重要なのが、テロや組織犯罪、麻薬取引な

どにかかる資金洗浄を防止するための本人確認である。資金洗浄とは暴力団やテロ組織

が違法・不正にもうけた資金を自分たちと無関係な人や法人の名義を用いて預金・投資

することを通じて資金の出所を隠匿することをいう。資金洗浄は国際的に行われること

も多く、各国が協調して厳格な規制を行っている。日本では、犯罪収益移転防止法が金

融機関に対し、顧客との間で継続的な取引関係、一定の大口取引等を行う場合に、顧客

の本人確認を義務づけている。顧客が本人確認に応じない場合、金融機関は取引に応じ

てはならず、また、取引の履行を拒むことができる。資金洗浄目的であることを知りな

がら預貯金の開設に応じて通帳カードなどを交付した者には刑罰が科される。確認すべ

き事項は、自然人の場合、氏名・住居・生年月日、法人の場合、名称・本店または主た

る事務所の所在地である。 
 
（２）法人 
 
 現代の経済活動では企業がその他の組織が大きな役割を果たしている。しかし、どんな

組織でも人と同じように権利の主体・客体にとなることができるわけではない。民法は

法律で定めた組織限って、法的な主体・客体となることを認めている（民３３Ⅰ）。これ

を法人が定めた人という意味で法人という。 
  法人となりうる組織の経済実体は、①典型的な企業のように人の集団ではあるが、団

体が構成員とは独立した実体を持つもの（社団）、②ノーベル財団のように、篤志家など

が拠出した財産とその運用益を当初に定められた目的で活用することを目的とするもの

（財団）、③人の集まりだが社団よりは組織性が希薄で構成員が組織財産に対して持分を

持っているもの（組合）に大別できる。多くの法人は①か②の実体を持つが、信用金庫

や信用組合、農協などは③にあたる協同組合を特別法で擬人化したものである。 

２．株式会社 

 私たちが身近に感じる法人の存在としては、株式会社である。 
株式会社はだれでも作ることが出来、一定の基準 
１発起人と呼ばれる人々が事業を計画し 
２どんな名称で事業をするかといった基本的な事項を定めた定款を作成する（会社法 26条） 
３公証人に認めてもらったうえで（会社法 30 条） 
４元手となるお金を出資し 
５出資が完了しているという証拠を添付して法務局に設立登記を申請→登記完了した時点

で成立（原則）（会社法 49、民法 36 条） 
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自然人（出生により権利能力の主体となりうる資格を得る） 
⇕ 
法人（人間が作り出すので登記による存在を公的に証明できるようになってから権利義務

の主体となりうる資格を持つ） 
 
株式会社の特徴として出資者を株主、経営者を取締役、（利益の）分配を配当という言葉を

用いる。そして銀行などの債権者は会社という法人にお金を貸すので出資者に取り立てを

することは出来ない。しかし経営者には取り立てをすることが出来る。 
これを有限責任という。これは株が怖くて買えない（会社が倒産した時に連帯で借金を負

うことは嫌だ）という問題を解消するためである。 
有限責任の反対に無限責任というものが存在し、これは会社の借金を連帯して負うという

ものである。 
 
株主は会社法により株主総会で取締役を選んで会社の経営をゆだねることになっている。 
何千人が在籍している大企業の場合、株主が経営に関与しないことが多くに従業員の中か

ら優れた人が取締役として重要な意思決定を行う。→企業によっては外部から非常勤の取

締役を選任して取締役会議に参加してもらい業務執行携わる取締役を支援・監視する場合

もある（これを外部取締役・社外取締役）        ↓ 
お金を出す人と経営をする人が明確に分かれていることを「所有と経営の分離」という。 
これは相互に権限を分配し会社経営の合理性と公平さのバランスが保たれている。 
 
取締役会を設置している会社としていない会社とでは株式総会が決定できる事項は大きく

異なる。設置している会社は１会社法が定めた事項２定款が定めた事項に限られる 
 
会社の所有者の株主は総会において議決権を行使し，又、事業の成果から配当を受け取る。 
しかし出資したお金は会社が解散しない限り返還されない。 
もし、配当を得る前に投資元本を回収したければ株式を別の人に売却するしかない。 
原則は自由に譲渡できるが例外的に譲渡制限するという定款が作られているところもある。 
（例としては会社が小さいので他人に関与されたくないなど...） 
→自由に売買できるようになるには会社が儲かり証券取引所に上場してからである。 
 ※上場…自由に株式を証券取引所で売買できるようにすること。非常に厳しい審査基準

をクリアしなければならない。初めて上場することをＩＰＯ（initial public offering) 
 
営利法人と非営利法人 

営利法人…利益を上げ、出資者に分配することを目的とする法人 
      例 会社（株式会社 合名会社 合資会社 合同会社） 
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非営利法人…利益分配を目的としない法人 
      例 業界団体（銀行協会 証券業境界） 学校 同窓会 ＮＰＯ 

↓ 
一般社団法人、一般財団法人のうち目的が営利目的だはなく、積極的に公益性を認められ

て税制等の恩恵を受けるものが公益法人という。 
 

３．代表と代理 

代表…Ａ＝Ｂの関係ですべての物（不法行為など）の効果が帰属する。 
   代表者の行為（法律行為かは問わない）は本人にすべて帰属する。 
代理…必ずしもＡ＝Ｂではなく、不法行為など効果帰属しない。 
   代理は代理人の法律行為の効果のみ本人に帰属する。 
（１）法人の代表 
法人は抽象的な存在にすぎないから、人が代わりに行動する必要がある。 
雇われた従業員は何らかの形でそうした機能を担うが、契約のような法律的な効果が発生

する行為は代表者（法人に代わって法律行為を行う自然人）が行う（従業員に勝手にさせ

ない方がよいし、相手方も誰を相手にすれば有効な契約となるのかがわからないと契約で

きない） 
株式会社の場合、原則個々の取締役がそれぞれ代表者となるが、実際には１人もしくは小

数名のみに代表権を付与することが多い。→これを代表取締役という。定款で別途、社長

や専務、常務といった「役付取締役」を設けることも多い。この場合社長、専務、常務ぐ

らいまでが代表取締役が多い。 
 
例 自然人の山田太郎が借金をする場合「山田太郎｝で署名し、捺印する。 

代表山田太郎の株式会社山田商事が借金をする場合山田太郎が「株式会社 山田商事 

代表取締役社長 山田太郎」と署名し登記の時に登録した社印（代表印）を押捺する。 
ここでの社印は通常丸印であり、会社の設立時には社印、銀行印、日常の文書に使う

角印を用意する。銀行印、角印は多く使うので、すり減りにくいように水牛や石製にする。 
 

そしてこの例では山田太郎自身が署名し押捺しているが、社長がいつも署名するのは大変

なので、通常は職員が社内決裁を得た上で初めからワープロで氏名を刷り込むかゴム印（記

名印）を押捺し、社員を押捺することがある。→直接署名しない場合記名という。 
       ↓ 
契約では法人登記の全部事項証明（謄本）を、また、印鑑が真正なものか印鑑登録証明、 
さらに必要なら記名した人が本当に代表なのかどうかの代表者事項証明（資格証明）を法

務局で交付してもらい添付する。 
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（２）法人の目的 
法人の行為能力と目的外行為 
法人も社会の一員でもあるので権利能力は自然人同様と認めてよいが、法人は一定の目的

のために作られたのでその行為能力は定款などで定められた範囲内に制限される。（民法 34
条） 
この結果代表者の行為でも目的の範囲外の物は法人に効果は帰属しない。 
ただ、法人の目的が何か 定款を見ないと分からない。この時原則を貫くと相手方（取引）

が予想外の不利益を被ることになる。（営利企業の場合、市場の変化が激しいので定款に書

かれている目的を字義どおりに考えるのは妥当ではなく、さらに最近は営利企業でも一定

の社会責任を果たすことが強く期待されるようになっている→これは社会の一員として事

業を継続するために必要という意味で目的内行為であると考える） 
 
ここでみると法人の行為が目的の範囲内かどうかは法的安定性か取引の安全かという法益

のバランスをどこで取るのかが問題になってくる。 
法的安定性…真実の関係を重視して本人を守る 
取引の安全…取引の相手方を保護するか 
判例では、公益法人や非営利法人については法的安全性を重視、営利法人は取引の安全を

重視するとなっている。 
 
（３）使者と代理人 
使者…自分で判断しない（おつかいなど） 
代理人…自分の判断で話を進めるが、その法律行為の効果は代理人でなく本人に帰属する。 
    代理人が本人のために法律行為をする場合は民法では原則、顕名（○○会社の代 

    理人 山田太郎）をしなくてはならない。もし顕名をしなかった場合代理人が自 

    分（代理人自身）のためにした行為とみなされる。 
    例外的に相手方が代理であることを知っている、知るべき立場にあった場合は 
    非顕名でも自己のための行為とはみなされない。 
 
法人→代表とは別に 
         使者（会社にやとわれて庶務担当として文具を買う） 
         代理（部長や支店長になると一定の範囲内については会社に代わって 

            契約締結を行う権限が付与されている） 
   また、別の法人を代理として活用してビジネスを展開することもある 
      （損害保険会社は保険を独立した代理店代理店を通じて販売する など） 
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（４）人を使う法律関係 
 代表者や代理人が本人に代わって行為するためには根拠が必要 
 →未成年者は親権者（通常両親）に代理権が存在する。これを法定代理人。 
↓ 
法律の規定がないとき本人と代表者や代理人との間には委任契約（相手方を信頼して委託

する合意＝契約）が存在し、この時選任された代理人を「委任による代理人」とか「任意

代理人」という。 
 
そして人を使う契約として他に雇用契約、請負契約がある 
雇用契約…使用者が給料を支払って、労働者に一定の労働をさせる契約 
請負契約…一定の作業や商品などの製造といった仕事を注文し仕事が完了したらその結果

に対して報酬を支払う契約 
※会社と従業員の契約は雇用契約だが、取締役は会社と対等な関係であるので、もし社員

から順序追って社長になるのであれば会社を退職し改めて任用契約を締結する 
 
（３）不法行為・法人の不法行為・使用者責任 
不法行為…故意あるいは過失により法的に守られるべき他人の法益を侵害したら金銭によ 

     る損害賠償責任を負う。このことを不法行為責任。 
使用者責任…上記の責任は自分で引き起こしたことについて負うのが原則だが、使用者責 

     任は他人を使って事業を行っている場合それによって自分が利益を得ているの 

     で他人が事業の時に被害を与えたら自分や自分に代わって監督にあたっていた 

     ものも第三者に対して損害賠償責任を負う。但し想定外だった場合は負わなく 

     てよい。 
法人の不法行為…従業員の不法行為に関する法人の責任は使用者責任。これに対し法人と 

        代表者は使用者・被用者の関係ではなくこの規定は使えない。 
→むしろ目的の範囲外になり法人には責任を負わせられないということになりかねないの

で法律において代表者がその職務を行った時に故意または過失により人に損害を与えた場

合は法人も不法行為責任を負担するように定められている。 
 

４．企業と家計 

金融サービスの主体は自然人か法人かという区別の他に企業か家計かという区別が重要 
（１）企業 
企業…事業を行う主体。 
   事業とはいわゆるビジネスのことだが、細かく言うと元手となる資本を一定の事業 

   計画に基づいて投資し、財・サービスの生産（仕入れ）を行い、これを販売して収 
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   益を獲得し資本を提供した者に返還するという一連の過程。 
企業にあたるもの 法人（通常、事業を行う目的で設立するから企業にあたる）    

  
         個人企業、個人事業主（事業を行っている以上、自然人でも企業にあ 

         たる場合がある） 
 
企業と商号 
商号とは営利企業の名称にあたるものを商号。会社の場合定款で定め、１社につき１つで

あり会社の種別をあらわす文字（株式会社、合名会社など）を入れなければならない。 
会社の商号は設立時の登記内容の一部となり、会社登記簿に登録される 
⇕ 
個人企業は商号を営業ごとに複数持つことが出来る。 
商号を登記するかどうかは任意、登記すれば商号登記簿に登録される。 
 
※商法 12・会社法 8 条により、似たような社名をつけることは紛らわしく、誤認の恐れが

あるので不正の目的をもつ使用者には差し止めの請求ができることになっている。 
→商号専用権 
さらに、みんながよく知っているもの、有名なものについては不正の目的が無くても専用

権が認められる。 
 
企業に対し、生活のために消費する主体を事業者という。 
通常は家族が家計の単位だが一人暮らしの大学生であれば個人単位となる。 
 
５．事業者・消費者 
企業・家計の区分にほとんど該当するのが、事業者と消費者である。 
事業者…営利目的であるか関わらず事業として又は事業のために契約の当事者となる場合 
消費者…事業者に該当する個人を除いた個人 
 
世の中の取引を大きく分けると企業同士、個人同士、企業と個人という３つに分かれる。 
法律学では商人や商行為について商法が適用されそれ以外は民法という仕切りがされてき

たが、それでは消費者保護の視点が必要になる関係をうまく規律出来ないので消費者保護

法が発展してきている。（→民商法は当事者対等を前提としたルールなので、消費者と事業

者の情報の質、情報の量と交渉力の差がある。そこで消費者保護のために消費者基本法な

どが成立した。） 
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６.継続企業と決算・会計 

(1)継続企業 
 現代の企業は時代や消費者のニーズの移り変わりに合わせ、事業を変更したり、複数の

事業を営むことで、永久的に存続することを目指す。このように、中身である事業は変わ

っても器としては存続していく企業のこと、つまり、企業が将来にわたって無期限に事業

を継続していくことを前提とする企業のことを継続企業という。そして、こうした考え方

のことを継続企業の前提(ゴーイングコンサーン going concern)という。ちなみに、株式会

社のような法人型の企業は、継続企業であることが前提である。 
〈継続企業の例〉 
・ソフトバンクグループ株式会社 
インターネットを事業基盤として成長してきた企業。現代の情報社会において「国内通信

事業」「スプリント事業」「ヤフー事業」「流通事業」などを展開。 

・富士フイルム 

カメラでお馴染みの企業。現在、富士フイルムグループではイメージングソリューション

(カメラ・レンズ系)、インフォメーションソリューション(医薬品・機材など)、ドキュメ

ントソリューション(関連企業による事業)の 3つを柱に事業を展開。 

 

(2)決算 

 決算とは企業の 1 年間の収入・支出を計算し、利益や損失をまとめ、確定することであ

る。この 1 年間の決算期は企業が各自決定する。例えば、3 月決算(平成 26 年度と仮定)で

あれば、平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日までを会計期間とし、利益・損失の集

計を 3月末日で行うことをいう。 

 また、決算を出すべき理由としては、株主や投資家に報告するため、またさらに、儲け

を配分する時期などを明確にするためである。儲けを配分するには、1年間の収益と費用を

計算し、その差額を利益と考えて、“剰余金”として積み立てる。この剰余金を営利企業の

場合は、株主等の出資者にそれぞれの法律で定められた方法で分配する。株式会社の場合、

こうして分配したお金を配当と呼ぶ。 

 

(3)会計 

 決算を行うために企業の財務活動を帳簿に記録していくことを会計という。しかしなが

ら、決算は企業の活動を無理に区切り行うものであるため、混乱を招き得る。そこで、混

乱を防ぎ、公平な会計を行うために共通のルールとして定めたものを会計基準という。 

すべての法人は根拠となる法律の『計算』という表題の規定に従って会計を行わなけれ

ばならない。さらに、証券市場で資金調達を行っている会社は、金融商品取引法に基づい

て定められた財務諸表規則と、このために作られた会計基準である企業会計基準によって
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会計を行い、投資家に財務状況を報告することが義務付けられている。 

 そして、会計には主に 3つの種類がある。1つ目は、先に述べたように定められた基準に

基づき、外部に対して財務状況を報告するための会計である財務会計。2つ目は、課税を行

う前提として、税法の規定に従い、税金における利益の計算をする税務会計。この財務会

計上の利益と税務会計上の利益は微妙にずれる。そして最後の 3 つ目は、企業内部のパフ

ォーマンス（業績、成績）を把握するための会計である管理会計だ。ただし、管理会計に

おいては、財務会計のような定められたルールは無く、あくまで内部間で自分の会社の業

績などを知るための会計である。 

〈財務会計と税務会計の違い〉 

・財務会計 

財務会計では、儲けのことを利益という。利益は、売り上げなどの収益から経費などの費

用を差し引いて計算する。こうして計算された利益は株主や債権者、投資家といった利害

関係者に報告される。 

 

・税務会計 

税務会計では、儲けのことを所得金額という。所得は売り上げなどの益金から経費などの

損金を差し引いて計算する。こうして計算された所得をもとにして税金の金額を計算する。 

 

７.相続 

(1)相続の意義 

 自然人は必ず死に遭遇するため、死亡した人の財産を原則として誰かに引き継ぐ必要が

ある。人が死亡した場合、その死亡した人(被相続人)の生前に所有していた財産(権利およ

び義務=相続財産)を清算し、家族その他の者(相続人)に承継させることを相続という。こ

の場合、銀行預金や土地、絵画等の積極財産だけでなく、借入金債務等の消極財産も一緒

に相続される。また、相続の開始については民法 882 条に規定されるように、死亡によっ

て開始する。 

 相続制度には、大きく分けて 2 種類ある。それは、当事者の知・不知に関わらず、相続

人、相続順位、相続分等がすべて法律の規定によって生じる法定相続と、被相続人の遺言

による最終意思に基づいて生じる遺言相続である。 

 

(2)遺言 

 生前に自分の意思で財産の処分方法その他の事項を決めておく手続を遺言という。 

〈遺言の法的性質〉 

① 特定の者に対してなされる遺贈と異なり、相手方のない単独行為とされる。 

② 一定の方式に従い行わなければ無効となる(=要式行為)。 民法 960条 
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③ 遺言の成立は遺言者の死後、つまり本人の死亡によって効力が生まれる死後行為。 

 

遺言によってなし得る行為は法律で定められていて、その行為を(法定)遺言事項という。

遺言で遺言事項以外の内容を指定しても、その遺言は無効になる。 

 

〈法定遺言事項〉 

① 遺言によってのみ出来る行為 

・未成年後見人、未成年後見監督人の指定(839条・848条) 

・相続分の指定とその委託(902条) 

・遺産分割の方法の指定とその委託(908条前段) 

・遺産分割の禁止(908条後段) 

・遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定(914条) 

・遺言執行者の指定とその委託(1006条 1項) 

・遺贈の減殺方法の指定(1034条但し書) 

② 生前にもできるが、遺言によっても成し得る行為 

・認知(781条 2項) 

・推定相続人の排除とその取消し(893条・894条 2項) 

・遺贈(964条) 

・財団法人の設立、財産拠出(一般法人 152条・158条) 

・信託(信託 3条 2項) 

・祖先の祭祀主宰者の指定(897条 1項但し書) 

・特別受益者の持戻し免除(903条 3項) 

 

(3)遺贈 

 遺言によって自己の財産を無償で他人に与える法律行為を遺贈という。たとえ遺言書に

おいて「遺贈」という語が書かれていなくとも、「自己の財産を無償で与える」という遺言

者の意思が表れていれば遺贈としての効力が認められる。また、遺贈は原則として遺言者

の死亡時から効力が生じる。 

 

(4)相続分と遺留分 

 問題となるのは、誰もが今まで述べてきたような意思を生前に、明確に示しているとは

限らないし、名義上は死亡者の財産になっていても共同生活を営んできた配偶者や家族の

取り分とするべき部分もある。さらに、残された家族の生活を維持するために一定部分を

政策的に取り置く必要もある。他にも、借入れのような消極財産が含まれている場合、明

確な配分ルールを作らなければ、債権者に損害を被ることもある。 

 そのために民法は、被相続人がとりたてて意思を表明していない場合に誰にどれだけ相
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続させるかという原則(相続順位・相続分)と、遺言によって変えられない配偶者や家族の

最低分の取り分(遺留分)を定めている。 

〈相続分・遺留分 (民法 900条・1028条)〉 

法定相続分 

配偶者・子(第一位) 1/2・1/2 

配偶者・直系尊属(第二位) 2/3・1/3 

配偶者・兄弟姉妹(第三位) 3/4・1/4 

 

遺留分率 

配偶者のみ  

配偶者＋子 1/2 

配偶者＋直系尊属  

子のみ  

直系尊属のみ 1/3 

 

※嫡出子と非嫡出子 

 婚姻関係にある夫婦から生まれた子供を嫡出子といい(民 772 条 1 項)、そうでない子を

非嫡出子という。非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の 1/2とされていたが、平成 25年

12月 5日の民法改正で、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じになった。 
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