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はじめに 
 

2014 年 10 月 12 日，第 78 回日本私法学会のシンポジウム「現代相続法の課題」におい

て, 相続法の現在の問題点と将来の展望が議論された（[水野他・相続法の課題(2014) 95-140
頁]）。 

その中で，遺留分減殺請求と遺産分割とが同時並行で行われる場合には，遺留分額の算定

が不能となり得ること，したがって，現在の相続法は，相続分割に関して，解決困難な課題

に直面していることが明らかにされた（[松川・遺留分減殺請求(2014) 127 頁]）。 
筆者は，2002 年から 2004 年まで，名古屋大学で家族法を講義した経験があるが，定期

試験に際しては，問題のひとつを遺留分の算定の事例問題として出題していた。その当時は，

代表的な教科書である二宮周平教授の家族法（初版（1999））に掲載されていた算定方式を

正解としていたが，今回のシンポジウムの松川教授の報告に接し，共同相続人間の遺留分減

殺請求に関しては，実務においても混乱が見られ，遺留分の算定に実務とは異なる別解が存

在することが明らかにされた。 
これを機会に，筆者が，関連する文献を読んでみると，通説・判例（たとえば，[島田・遺

留分減殺請求と遺産分割事件の運営(2011) 149頁，（注 8）166頁]，[二宮・家族法(2013)433-
434 頁]，最一判平 10・2・26 民集 52 巻 1 号 274 頁参照）と目されてきた見解においても，

算定の方法が微妙に異なっていること，さらには，遺留分を最大限に尊重する考え方によれ

ば，判例・通説とは，全く異なる算定結果を導くことができることも判明した（[松川・遺

留分減殺請求(2014)126-131 頁]では，具体的な算定方法は示されていないが，今回のシン

ポジウム「現代相続法の課題」の会場では，具体的な算定例が示された。後に，『私法』（2015）
等への掲載が期待される）。さらに考察を深めていくと，遺留分の算定結果が異なる原因は，

遺留分減殺請求の法的性質をどのように考えるかの違いによることも明らかになった。 
そこで，この問題を根本的に解決するためには，遺留分減殺請求権の法的性質を再検討し，

遺留分の減殺請求権の行使を遺産分割手続の中で統一的に行うことができる解釈へと変更

することが必要ではないかと考えるに至った。 
 
１．問題の所在 
 
 これまでの相続分の算定においては，民法の規定の順序に従って，まず，具体的な相続分

を決定し（[二宮・家族法(2013)338-355 頁]，[潮見・相続法（2014）116-161 頁]など），そ

の後，遺留分権利者の遺留分請求を待って，遺留分減殺請求を行い，最終的な相続分が決定

されるという方式が採用されてきた（[二宮・家族法(2013)422-457 頁]，[潮見・相続法（2014）
310-324 頁]など）。 
 しかし，この方式を採用すると，最終決着がつくはずの遺産分割後に遺留分請求がなされ

ると，それ以前に積み重ねられてきた遺産分割手続はその意義を失うという不都合が生じ
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ていた。そこで，今回のシンポジウムでは，遺言執行，遺留分減殺請求を遺産分割手続の中

で並行して行い，遺産分割によって最終的な結果が出せるように改善すべきことが，今後の

課題として，ほぼ大方の合意を得られたように思われる。 
 したがって，今後は，遺留分の算定においては，まず，具体的な相続分を算定した後に，

遺留分権者からの減殺請求を受けて，遺留分を超える相続分について具体的な相続分を減

殺するという従来の相続分の算定方法を改める必要があるように思われる。すなわち，今後

は，具体的な相続分の決定においては，以下の手順によることが求められることになるであ

ろう。 
第 1 に，持ち戻しと相続債務等を考慮して，基礎となる仮想的な全相続財産を算定し，そ

のうち，被相続人が自由に処分できる自由分と相続人が侵害することが許されない遺留分

とを厳密に区別することから出発することになる。 
第 2 に，遺留分については，いわゆる公序に関する部分であるため，当事者の意思とは無

関係に，抽象的な法定相続分にしたがって，各相続人の遺留分額を直ちに決定する。 
第 3 に，自由分については，被相続人の意思を尊重して，相続人の具体的相続持分を按分

比例によって算定する。 
第 4 に，各相続人の相続持分を遺留分と自由分の合計として算定する。これが，理想的な

相続人の相続分となる。 
第 5 に，この理想的な相続分と異なる現状を清算する。この手続きが，従来，遺留分減殺

請求とされてきた手続きである。もっとも，遺留分権者が遺留分を放棄した場合には，この

手続が省略されることになる。 
このような手続きを採用するならば，これまで，ばらばらに行われてきたために，複雑な

手続を要してきた，具体的な相続分の算定，遺言執行，遺留分減殺請求が，すべて，遺産分

割手続の中で，統一的に行うことができるようになる。 
このように考えると，遺産分割手続は，財産法上の破産手続に類似することになり，遺言

執行者等の相続財産の管理人は，破産管財人に対応すること，さらに，遺留分減殺請求は，

遺留分権者による詐害行為取消権，または，破産管財人による否認権の行使と類似の関係に

あることも明らかとなる。 
 本稿は，従来の遺留分減殺請求権が相続分割手続と独立になされてきたことの弊害を根

本的に改めるため，まず，解釈上は，遺留分減殺請求を遺留分権者による詐害行為取消権（遺

留分を侵害する被相続人の行為の遺留分権者に対する対抗不能）と性質決定し，次に，立法

論としては，相続財産を相続財産法人と再構成し，相続財産管理人による否認権の行使とし

て規定すべきことを示し，遺産分割請求の中で，具体的な相続分が最終的に決定されるべき

ことを論じることにする。 
 
２．遺留分減殺請求権の位置づけ 
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(1) 遺留分減殺請求の法的性質 

 
 遺留分減殺請求とは，被相続人が遺留分を侵害する遺産処分を行った場合に，遺留分権者

が自らの遺留分に満つるまで，被相続人から利益を受けた受益者に対して，その減殺を請求

することである（民法 1028 条以下）。その減殺請求権の法的性質については，遺留分を侵

害する被相続人の処分行為を絶対的無効と考えるか，相対的無効と考えるか，または，完全

に有効と考えるかによって，見解が分かれている（詳細は，[二宮・共同相続と遺留分（2011）
193-236 頁]に譲る）。 
 被相続人の侵害処分を絶対無効と考えると，遺留分減殺請求権とは，不当利得に基づく返

還請求権の特則ということになる。相対的無効だと考える場合には，取消的無効と考えて，

侵害を受けた遺留分権者だけが無効を主張できるとするものと，詐害行為取消権における

相対的取消しと同様に考え，受益者と遺留分権者との間でのみ，処分行為を無効として，取

り戻し，または，価格賠償ができるとするものとに分かれる。 
 筆者は，遺留分を害する被相続人の処分行為は，民法上の詐害行為，破産法上の否認権の

対象となる法律行為と同様に考え，完全に有効な法律行為ではあるが，遺留分を定めた民法

の規定（強行規定）に反する行為として，遺留分権者，または，その代理人（広く相続財産

の管理者を含む）によって，返還請求の対象，または，価格賠償請求の対象となるものと考

えている（詐害行為取消権の法的性質については，[加賀山・担保法（2009）79-87 頁]，[加
賀山・債権担保法講義（2011）57-78 頁]参照）。 
 筆者が，遺留分減殺請求権を，詐害行為取消権，または，破産法上の否認権と類似のもの

として構成すべきだとする理由は，それが，遺留分減殺請求権を遺産分割手続の中で包括的

に行うのに適した法律構成であると信じるからである。その理由を，以下で詳しく論じるこ

とにする。 
 

(2) 遺留分減殺請求手続と遺産分割手続を統合するものとしての相続財産法人の活用 

 
 第 78 回（2014）日本私法学会のシンポジウム「現代相続法の課題」では，日本の相続法

をめぐる現状について，最初の報告者である水野紀子教授による以下のような強烈な現状

認識からスタートした。 
ドイツでも，フランスでも，特別受益の計算も遺留分の計算も，遺産分割手続の中でまとめ

て行われている。ところが，これに対して，「日本民法においては，共有規定をもちながら，

遺産分割手続や遺留分減殺請求などを束ねている公証人慣行をもたないため，いわば扇の要

の部分が外れてばらばらになったような状態である。」[水野・日本相続法の現状と課題（2014）

100 頁] 

「遺産は，対外的には相続開始直後から処分の自由な共有財産として存在することになる。

相続開始後，短期間で遺産分割手続を進める公証人慣行のような法的保障がないため，長期間
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の遺産共有状態が続きうることになり，実際に死者が名義人となったままの不動産が数多く

存在する。[水野・日本相続法の現状と課題（2014）100 頁] 

 
このようなわが国の相続法の混迷状態をどのような方向で解決すべきであろうか。シン

ポジウムでの水野紀子教授の報告では，「ばらばらに分断されて混迷の中にある日本相続法

を，制度的にどのように構築していけばよいのかは，悩ましい難問である。」[水野他・相続

法の課題(2014)103 頁]とされ，最終的な提案については，以下の点を指摘するにとどまっ

ている。 
 
「家族の連帯性を保障することによる社会の一般利益と被相続人の自由処分との調整の体

系が相続法の公序であると考えると，遺贈と贈与の解釈の可能な範囲も自ずと制約されるで

あろうし，許されるそれらを確実に把握することも必須となる。」[水野他・相続法の課題

(2014104 頁)）  

 
筆者は，「ばらばらになった扇」を組み立て直すには，民法の編別を逆にたどり，第 1 に，

公序である遺留分（民法 1028 条以下）を法定相続分（民法 900 条以下）によって均等配分

することから出発し，第 2 に，自由分を被相続人の意思と寄与分を考慮して，按分比例によ

って配分し直す。第 3 に，この手続を，遺言執行と遺産分割を兼ねた総合的な手続として再

構築すべきだと考えている。この新しい手続のモデルとなるのが，突飛なようではあるが，

相続人が不明な場合だけでなく，すべての遺産相続について，相続財産法人とその管理人の

制度（民法 951 条以下）を準用することが必要だと考えている。 
 相続財産法人の制度において遺産分割手続を実行するメリットは，上記の遺留分と自由

分の再分配（遺留分減殺請求）のほかに，特別縁故者に対する相続財産の分与（民法 958 条

の 3），残余財産の国庫への帰属（民法 959 条）まで行った上で，その手続の終了後は，相

続財産法人は，成立しなかったものとみなされ（955 条），遺産分割の結果が確定する点，

手続終了までは，相続人は何の権利もないため，手続を促進するインセンティブが生じる点

にある。 
 つまり，ばらばらになった扇の要は，「再構築された相続財産法人の管理人」が果たすべ

きだという提案である。 
 
(3) 相続財産法人による解決に対する批判 

 
 筆者の見解に対しては，この見解が実現されれば，理論的な問題はすべて解決されるだろ

うが，すべての遺産相続に対して，家庭裁判所による遺産管財人を選任するのは，およそ現

実的ではないとか，理想論ではあるが，費用対効果を考えると，実現は困難と思われる等の

批判が出された。 
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(4) 相続財産法人制度の実現可能性とメリット 

 
 確かに，すべての遺産相続について，相続人があることが明らかでない場合に成立する民

法 951 条以下の相続財産法人の規定を準用することは，解釈論の域を超えているかもしれ

ない。しかし，この提言は，比較法的な考察に基づいて，条文上の根拠を伴わずに，わが国

への示唆を行うというのとは異なり，現実に存在し，しかも，現実に行われている条文上の

制度を拡大して適用するという提言であって，単なる空想論ではない（なお，相続財産制度

の改革に関する優れた比較法的考察としては，[金子・相続財産論（2014）727-755 頁]があ

り，今回の私法学会の相続法のシンポジウムに先立つ個別報告でその全体像が示された）。 
法定相続が減少し，遺言相続が増加している今日，特に，共同相続人の一人だけに全財産

を相続させるという，初めから遺留分を害する遺言が公証人によって作成され，登記実務も，

また，裁判所（最二判平 3・4・19 民集 45 巻 4 号 477 頁）も，それに対して，遺産分割手

続を経ることなく有効とし，実質的には，遺留分減殺請求を困難にしている現状，および，

不公正な遺言をめぐって共同相続人間の相続争いが増加している現状に対して根本的な解

決策を講じようとするのであれば，筆者の見解は，立法論を含めて，検討の余地が残されて

いるものと思われる。 
もしも，筆者の見解が是認されるならば，共同相続人の遺産争いは，以下の手続を経て，

激減することが予想されるからである。 
 
第 1 に，被相続人の死亡によって，相続財産は自動的に相続財産法人に帰属することに

なる（民法 951 条）。したがって，相続によって被相続人の財産を得ようとする共同相続人

は，相続財産法人の手続が進行し，早期に，遺産分割手続が終了して，共同相続人に財産が

帰属するようになることを期待し，手続に協力するインセンティブが飛躍的に高まる。 
第 2 に，家庭裁判所による相続財産管理人の選定についても，相続財産を欲する相続人

は，選任に協力せざるを得なくなる。 
確かに，遺留分減殺請求までを射程に入れて，相続税の計算と支払い，相続債務の弁済，

財産の持ち戻し，遺留分の算定等について，迅速で公平な遺産分割手続を行える人材として

は，現在では，弁護士，司法書士とのリーガル・プロフェッショナルに限定される。しかし，

相続財産管理人に対して，破産管財人と同様，相当な報酬を与えることになれば，たとえば，

専門知識を習得した法科大学院の修了者によって組織される NPO 法人が全国各地に誕生

し，相続争いが生じないような合理的な解決に寄与することが予想される。 
第 3 に，国民の一人当たりの遺産額は，民間会社（旭化成ホームズ）の調査によると，65

歳以上の平均は，不動産と預金を合計すると 4,700 万円になるとされており

（http://www.danna-salary.com/tax/65souzoku/），相続財産管理人の手数料を含めて，相続

財産からの費用の捻出は容易であり，相続財産管理人の人手不足も解消されると思われる。 
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 第 4 に，相続財産管理人によって，相続税の支払い，相続債務の弁済，遺産分割手続に基

づいた相続不動産の登記等のすべての手続が終了すると，民法 959 条によって，相続財産

法人は成立しなかったものとみなされ，相続財産は，遺産分割の結果どおりに，被相続人の

死亡時にさかのぼって財産の帰属が決定される。したがって，存在意義を失う民法 909 条

は，問題の多かった但し書きを含めて，当然に削除されることになる。 
 第 5 に，相続財産法人が成立した後，手続が難航し，たとえば，民法 1042 条の遺留分減

殺請求権の消滅時効と同様の 10 年を経過しても，なお，手続が完了しない場合には，すべ

ての相続財産は，民法 959 条により，すべて国庫に帰属するとの規定を追加するならば，

手続は，さらに迅速に進行するものと思われる。 
 
 以上に述べた相続財産法人の制度がすべての相続財産に適用されるならば，最長の 10 年

以内に，すべての相続財産に関する諸手続，たとえば，相続税の納付，相続債務の弁済，相

続財産の分割手続，不動産の登記手続き，相続財産管理人への報酬の支払いがすべてひとつ

の手続で完了することになる。万が一，10 年で手続が完了しない場合には，相続財産はす

べて国庫に帰属し，被相続人は，全財産を国に寄付したのと同様の名誉が与えられることに

なろう。 
 この相続財産法人をすべての遺産相続に適用することのメリットは，相続争いの減少，相

続登記手続きの促進等，わが国の社会が抱えている現実の問題を解決するだけにとどまら

ない。 
第 1 に，共同相続財産は，共有か，合有かで争われていた問題は，別法人の単独所有であ

ることで解決する。 
第 2 に，被相続人の死亡によって，財産は，自動的に相続人に帰属するという意識は消滅

する。そのことを通じて，日本人に欠けていると思われるデュー・プロセスの意識が格段に

向上することが期待できる。 
第 3 に，相続財産法人に公平な相続財産管理人が選任され，遺産分割手続が迅速かつ公

平に行われなければ，相続財産は相続人には移転しないし，一定期間（10 年間），遺産分割

手続が行われなければ，相続財産はすべて国庫に帰属することになるのであるから，相続財

産法人の制度に対する国民の意識が高まることが期待できる。 
第 4 に，相続財産法人が一般に周知されることになると，相続財産管理人の報酬と地位

も必然的に向上し，人気が急降下中の法学部への人気も回復し，先に述べたように，リーガ

ル・プロフェッショナルを目指す人口も増加することが期待される。 
 
３．共同相続人間の遺留分の算定方法における判例・学説の争い 
 
 遺産相続で最も問題となる遺産分割手続と遺留分減殺請求の競合に関する難問を相続財

産法人の制度の提唱を通じて，理論的な問題を解決したので，包括的な遺産分割手続の中で
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実現されるべき被相続人の処分自由分（自由分）と遺留分との調整について，論じることに

する。 
ここでは，遺産分割請求事件で，最も多いといわれている，共同相続人間の事例で，しか

も，遺留分の算定にとって最も単純な例として，家族法の代表的な教科書に挙げられている

例（[二宮・家族法(2013)434 頁])をモデルにして，遺留分減殺請求の意味を論じる。 
 
〔設例〕（共同相続人間の遺留分減殺請求事件） 
被相続人甲の財産が 8,000 万円。相続人は，子 A, B, C, D の 4 人。甲が A に 5,000 万

円，B に 2,000 万円，C に 1,000 万円を遺贈し，D には，何も残さなかった。 
 
この例の場合，通説，判例，裁判実務と私見とで，はっきりと額に差が出る点でも興味深

い例となっている。 

・設例に対する判例・通説の考え方の（最一判平 10・2・26 民集 52 巻 1 号 274 頁） 

 設例における被相続人甲の処分を図式化すると，以下のようになる。 

 

 
 
 
 

A, B, C の遺留分超過額は，以下のとおりである。A は 5000-1000=4000 万円超過してい

る。B は 2000-1000=1000 万円超過している。これに対して C は 1000-1000=0 で，超過し

ていない。 
 
 
 
 
  

D が，A と B に対して 4:1（800 万円：200 万円）で遺留分を減殺する（二宮説）。 
 

 

 

 

ところが，実務（島田説など）では，遺贈額による 5:1で遺留分を減殺するとしている

[島田・遺留分減殺請求と遺産分割事件の運営（2011） 149頁，（注 8）166頁） 

 島田説では，二宮説とは異なり，D は，A に対して 833 万円，B に対して，167 万円を減
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殺請求することになる。 
 
・筆者の考え方 
 
 被相続人甲の処分行為を，あらかじめ，処分自由分（自由分）と，自由に処分することが

できない遺留分（民法 1028 条：強行規定）とに厳密に区別する。 
設例の場合，被相続人の自由分は，4,000 万円，遺留分は 4,000 万円となり，遺留分につ

いては，法定相続分にしたがって，A，B，C，D ともに，1,000 万円を得ることができる。 
 
 
 
 
 
自由分（4,000 万円）については，遺言者の意思を尊重し，A，B，C に対して，5:2:1 の

割合で与える。遺留分（4,000 万円）については，法定相続分で均等に与える。 
 
遺留分減殺後の最終状態の確保 
 

 
 最終的な遺留分減殺請求は，自由分を余分に取得している A に対して，D が 1,000 万円，

C が 1,000 万円を請求することになる。つまり，結果が判例・通説とは異なる。 
筆者の意見として示したように，自由分と遺留分とを完全に分離し，理想的な状態を考え

た上で，遺留分減殺請求を行うと，上記のように，判例・通説とは異なる結果となるが，こ

の点をどのように考えるべきかが問題となる。つまり，伊藤説，松川説の場合，遺留分減殺

請求の相手方と，減殺額とが，判例・通説と結果が異なることまで，認められるのかどうか

が問題となる。この点について，今回の私法学会の「相続法の課題」シンポジウムでは，上

記の問題が取り上げられ，それぞれの説の違いを明らかにした上で，議論がなされた。 
 松川教授の報告によれば，フランスの自由分と遺留分の調整は，筆者が述べた見解と全く

同一であり，筆者の見解が，独自説でないことが実証された。 
 
４．結論  
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 遺言，特に，共同相続人の一人に全財産を相続させるという，不公平で遺留分を侵害する

ことが明らかな被相続人の処分が，公正を旨とすべき公証人によって考案され，これが，登

録免許税の節税となることから人気を博し（[二宮・家族法(2013)407 頁]），それが，登記実

務にも受け入れられ，最終的には，強行規定である遺留分減殺請求を困難にするという結果

を招来している。法の番人として，違法な遺留分侵害に歯止めをかけるべき最高裁までもが，

これを追認する判例（最二判平 3・4・19 民集 45 巻 4 号 477 頁）を下すに至っている（最

高裁判決の徹底的な批判については，[伊藤・相続法（2002）49-50 頁]参照）。このようにし

て，遺留分を侵害する遺産の分配，したがって，共同相続人にとって不公平と思われる遺産

の分配が，遺産分割手続をすり抜ける形で判例法理によって正当化されてしまっているた

め，共同相続人の相続争いは，ますます増加する傾向にある。 
このような現状に直面して，共同相続人の公平を実現するためには，被相続人の遺言自由

を保障する自由分と，強行規定としての遺留分を調整する遺産分割手続を一元化し，遺留分

の減殺請求も同時に行うことのできる公平な制度設計が求められており，したがって，遺留

分の減殺請求の算定基準を見直すことが要請されている。 
 本稿は，強行規定である遺留分を侵害しない範囲で被相続人の処分の自由をみとめると

いう，遺留分制度の原点に立ち返り（[松川・遺留分減殺請求(2014)128 頁]），家庭裁判所が

選任するリーガル・プロフェッショナルとしての相続財産管理人によって，第 1 に，遺留分

が算定され，第 2 に，自由分が遺留分を侵害しない前提で再配分されて，両者を合計した具

体的相続分が決定され，第 3 に，相続債務の弁済と，公平な遺産分割が実現することができ

るようになるための方法を模索した。 
そして，解釈論としては，遺留分減殺請求権の法的性質について，遺留分の減殺請求が単

独でなされる場合には，詐害行為取消権と性質決定して，被相続人の処分を遺留分権者に対

抗できなくなると解し（詐害行為取消権における対抗不能説），相続財産を管理する者が遺

産分割を行う場合には，遺留分減殺請求を破産法上の否認権と性質決定し，破産法の準用を

認めることを提案した。具体的な事例での検討によれば，筆者の見解は，わが国の通説・判

例とは異なるが，フランスにおける自由分と遺留分の調整と同様の結果を導くことが明ら

かとなった（松川報告（[松川・遺留分減殺請求(2014)129-131 頁]参照）。 
 また，立法論としては，すべての相続について，被相続人の死亡と同時に，すべての相続

財産は相続財産法人に帰属することとし（民法 951 条），家庭裁判所によって相続財産管理

人が選任されて（民法 952 条），相続財産管理人の下で遺産分割手続が行われ，相続税の支

払い，相続債務の弁済，相続財産の分割，不動産登記手続き等を行い，相続財産管理人が報

酬を受け取ることによって遺産分割手続が完了すると，相続財産法人は成立しなかったも

のとみなされ（民法 955 条），遺産分割手続は，第三者に対しても，初めに遡って有効とな

る。したがって，意味を失った民法 909 条は，削除すべきことになる。 
さらに，手続が 10 年を経過しても終了しない場合には，すべての財産は，国庫に帰属す

ることとすることにより（民法 959 条），遺産分割手続が迅速に進行することが期待され，
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「遺産共有状態が続き，死者が名義人となったままの不動産が数多く存在する」という現状

は，次第に改善されることが期待できる（「相続法の課題」シンポジウムの水野報告（[水野

他・相続法の課題(2014)103-104 頁]）に対しては，「ばらばらになった扇の要は，相続財産

法人の再評価による相続財産管理人である」として答えたつもりであり，問題解決の方向性

は，松川報告（[松川・遺留分減殺請求(2014)129-131 頁]），および，シンポジウムの前日の

金子個別報告「相続財産の性質再考」（[金子・相続財産論（2014）745-755 頁]参照）とも

共通すると考えている）。 
 
おわりに 
 
遺留分の減殺請求を含めて，相続分をどのような考え方によって決定するかという問題

は，実は，個人の尊厳をどのように確保するかという問題とも密接にかかわっている。 
明治民法（民法旧規定）によれば，相続は家督相続が原則であり，家督は，原則として，

第 1 順位の長男子がそのすべてを相続した。そのことを通じて，明治民法下の戦前までの

わが国においては，女よりも男，年下よりも年長者の価値がより高いとの価値観が醸成され

てきた。 
明治民法の下においては，男系の血筋を絶やさないことが家族制度の中心的な地位を占

めており，家族の中で，長男子以外の家の構成員は，長男子にもしものことがあったときに，

相続順位に従って，それに代わって家督を相続するという「スペア」の役割しか与えられな

かった。このことが，すべての人間は，個人として平等に尊重されるという現行憲法，およ

び，現行民法の体系と異なることは明らかである。 
本稿で論じた遺留分の制度は，歴史的には，家督相続が原則であった時代に，戸主以外の

家族の一員に最低限度の資産を確保するための制度に他ならなかった。しかし，その遺留分

制度は，現在では，被相続人の恣意的な限度を超えた遺産処分から遺留分権者の一定の相続

分を保護し，個人の尊厳を保つものという全く別の機能を果たすに至っている。 
明治民法の下では，遺留分制度は，家督を独占する戸主の恣意的な処分を制限するための

制度であった。現在においては，家族財産の所有者がその名義人に帰属するとしている夫婦

財産制の不備を補完する役割を果たしている。 
すなわち，明治民法の下では，夫婦財産制は，婚姻によって行為無能力者となる妻を保護

することに主眼があった。ところが，戦後の民法の大改正において，「妻又は入夫が婚姻前

より有せる財産及び婚姻中自己の名に於て得たる財産は，其特有財産とす」という条文（民

法旧規定 807 条）の改正に際しては，形式的な男女平等を強調するあまり，保護すべき「妻」

が「夫婦の一方」と変更されてしまい，民法旧規定の立法の趣旨であった妻の保護は雲散霧

消することとなった。この点からは，現行民法 762 条（夫婦間における財産の帰属）は，民

法旧規定の改悪である。 
本来，夫婦の財産は，両性の本質的平等の原理（憲法 24 条，民法 2 条），および，使用の
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実態に合わせて，持分平等の共有（組合的合有）とすべきであった。ところが，現行民法の

下では，財産の名義人であるという理由だけで，夫婦，または，家族の財産は，名義人（夫

名義の場合が圧倒的に多い）の単独所有とされてしまい，結果的には，家制度が廃止された

はずの現行民法においても，戸主に代わって財産の名義人である夫が，夫婦財産，相続財産

を独占するという弊害が綿々と受け継がれている。このような状況において，財産の名義人

に過ぎない者（夫であることが多い）による恣意的な遺産処分を緩和するものとして，遺留

分制度は，現行法の下においても，個人の尊厳と両性の本質的平等を回復するものとして，

重要な役割を果たしているのである。 
被相続人が特定の相続人に限度を超えて遺産を与えた場合に，他の相続人が，遺留分の減

殺請求をすることは，個人の価値を不平等に扱われた者が個人の尊厳を回復するための重

要な制度として再評価すべきである。むしろ，不平等に扱われた遺留分権者からの遺留分減

殺請求権を待つまでもなく，遺留分の侵害を未然に防止する遺産分割の制度を確立するこ

とこそが，男尊女卑，長子尊重の風潮が残るわが国において，民主主義の根底をなす個人の

平等と尊厳を確立するための第一歩となるのではないだろうか。 
遺留分の減殺請求は，遺産の無制限の縮小再生産を助長するとの考え方があるが，組織を

効率的に運営する上で，組織が共有であるか，単独所有であるかによって左右されないこと

は，株式が株主の共有（準共有）となっている場合であっても（会社法 106 条参照），株式

会社の効率的な運営が阻害されていないことを見れば明らかである。家庭の効率的な運用

は，家庭の財産を誰か一人に独占させることによって実現するのではなく，家族の均等相続

分に裏打ちされた合有を前提として，民主的に運営されることを通じて解決されるべきで

あろう。 
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[追記] 
 辻泰一郎先生には，私が名古屋大学から 2005 年に明治学院法科大学院に移籍して以来，

折に触れて，お世話になりました。ローマ法がテーマとなる研究会の開催に際しては，現代

民法の立場からのコメントをするよう要請していただいたり，大学改革の方向性について

意見を交わしたり，最近では，新研究科（法と経営学研究科）の設立準備の過程で貴重なア

ドバイスをいただきました。 
 現在，民法制定以来の 110 年の社会経済の変化に対応し，国民にわかりやすくすること

を目標にして，民法（債権関係）改正が進められていますが，民法制定以来の社会経済の進

展が何を意味するのかを明らかにすることなく，また，旧民法から現行民法に改正がされた

時の貴重な議論を振り返ることなく，国民にわかりやすくするためという口実で，判例の準

則を条文に反映することに腐心するだけの改正方針には強い違和感を覚えざるをえません。 
2014 年 9 月 8 日に公表された「民法（債権関係）改正に関する要綱仮案」は，社会経済

の変化として重要と思われる少子･高齢化（行き詰っている成年後見の改正が重要課題）に

も，情報化（銀行振り込み，電子マネーへの対応が改正の重要課題）にも，国際化（デリバ

ティブへの対応が改正の重要課題）にも対応できていないばかりか，現行民法よりも，国民

にとって，遥かに「わかりにくいもの」になっており，改正の目標不適合と無意味さが露呈

しております。 
今回，献呈論文で取り上げた「遺留分減殺請求」の問題は，遺産分割手続の改革とあわせ

て根本的に改革することの必要性が明白であり，今回の第 78 回日本私法学会のシンポジウ

ム「減殺相続法の課題」（2014）を通じて，改革の方向性も見えていることから，債権関係

改正よりも立法事実が明確な上に，国民にとってわかりやすいものへと改革することが可

能となる領域であるように思われます。 
辻先生の学問分野で直接ご指導を受けた者ではありませんが，大学改革への情熱を共有

する者として，民法（相続関係）の改革をめざす論文を献呈する機会を与えていただいたこ

とに感謝するとともに，先生のご健康と，先生の学問のますますの発展を祈念しております。 
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