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●本になされた訂正・変更箇所 

 

【１刷から２刷】（２０１７年４月１１日更新） 

 

●25 頁 

下から６行目 「６か月経過後」を「100 日経過後」と訂正する。 

下から２～１行目を以下の文に差し替える。 

「の理由から、733 条１項は、女性が前婚の解消または取消しの時に懐胎していなかった場合と、女性

が前婚の解消または取消しの後に出産した場合とには適用されない（733 条２項）。 

 

●26頁 

２行目から６行目を以下の文に差し替える。 

「なお、平成 28年の改正前民法 733条１項は、再婚禁止期間を６か月と規定していたが、父性確定の困

難を避けるためのものであれば、前婚の解消後 100 日間再婚を禁止すれば、推定の重複することを避けら

れるのであるから、100日に短縮すべきであるとの批判があった。判例は、100日憲法 14条１項、24条２

項に違反すると判示した。これを受けて、民法 733条は改正された。」 

本文２行目の右欄を以下に差し替える。 

「→最大判平成 27年 12月 16日 

民集 69巻８号 2427頁」 

 

●28頁 

最終行 「６か月を経過するか、または女が再婚後に懐胎」を「100 日を経過するか、または女が再婚後に

出産」と訂正する。 

 

●29頁 

１行目 「６か月を経過」を「100日を経過」と訂正する。 

 

●114 頁 

１つ目の右欄 「→３章３節１【1】(2)(ⅵ)」を「→３章３節１【1】(2)(ⅶ)」と訂正する。 
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【２刷から３刷】（２０１９年４月１０日更新） 

 

●６頁 

下から９行目 「身分上の権利は、夫権、親権等」を「身分上の権利は、親権など」と訂正する。 

 

●26 頁 

５行目 「100 日」の次に「を超える部分は」を挿入する。 

 

●242 頁 

下から 14 行目 「②」の次に「被」を挿入する。 
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●HP 上のみによる訂正・変更箇所 

 

【２０１７年４月１１日更新】 

 

●26 頁 

５行目 「100 日憲法 14 条１項、」を「100 日を超える部分は憲法 14 条１項、」に訂正する。 

 

●75 頁 

23 行目 「認知者自身が利害関係人にあたるか否かについては、前述したように判例は否定するが、学説

の多くは肯定する。」を 

「虚偽の認知をした父が認知無効を主張することができる「利害関係人」にあたるかが問題となるが、

判例は、「認知者は、民法 786 条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することがで

きるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合に

おいても異なるところはない」と判示し、不実認知者自身による認知無効の主張を認めている。」 

に差し替える。 

 

下から６つ目の右欄 「→大判大正 11 年３月 27 日(前出）」を「→最判平成 26 年１月 14 日（平 26 重判・

民法 10 事件）」に差し替える。 

 

●80 頁 

下から 11 行目と 10 行目の間に以下を挿入する。 

「この点に関連して、近時の判例は、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ち

に当該養子縁組について民法 802 条１号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとする

ことはできない」としている。」 

 

上記の右欄として以下を挿入する。 

→最判平成 29 年１月 31 日 

（後出重要判例） 

 

●183 頁 

３行目 「子が数人あれば、」以降８行目までを以下の文に差し替える。 

 「子が数人あれば、嫡出・非嫡出の別を問わず、全員でその２分の１を均分することになる（900 条４号

本文）。 

なお、平成 25 年の民法改正前は、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の２分の１であると規定されてい

たが（改正前民法 900 条４号ただし書前段）、これが憲法 14 条１項にいう「社会的身分」にあたり、違憲

ではないかとの批判があった。判例は、遅くとも平成 13 年７月の時点（当該事案の相続が開始された時点）

★重要判例（最判平成 29 年１月 31 日〔最高裁ホームページ〕） 

「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組

をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を

相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続

税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁

組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。し

たがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について

民法 802 条１号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」。 

【争点】もっぱら相続税の節税のために養子縁組をする場合、ただちに当該養子縁組について 802 条

１号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」にあたるとすることができるか。 

【結論】あたるとすることはできない。 
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で、改正前民法 900 条４号ただし書前段（本件規定）は憲法 14 条１項に違反し無効であったと判示した。

この決定を受けて、平成 25 年の民法改正により、本件規定は削除された。」 

 

３つ目の右欄を以下に差し替える。 

 →最大決平成 25 年９月４日 

（後出重要判例） 

 

９行目以降の★重要判例を以下に差し替える。 

 

32 行目 「（900 条４号ただし書後段）」を「（900 条４号ただし書）」に訂正する。 

 

●184 頁 

図 9－５の下、４～６行目を以下の文に差し替える。 

「Ｘを認知していた場合、Ｘは非嫡出子になりますが、平成 25 年の民法改正のもとでは、子が数人あれ

ば、嫡出・非嫡出の別を問わず、全員でその２分の１を均分することになります（900 条４号本文）。つま

り、Ａ：Ｂ：Ｘ＝１：１：１の割合で２分の１の財産を分けることになります。よって、Ａ、ＢおよびＸ

は、それぞれ６分の１となります。」 

図９－６ 「
1

10
」「

1

5
」を「

1

6
」に訂正する。 

●191 頁 

15 行目～192 頁４行目までを以下に差し替える。 

判例は、不法行為に基づく損害賠償債権について、「相続人数人ある場合において、その相続

財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がそ

の相続分に応じて権利を承継するものと解するのを相当とする」としている（当然分割の原則）。

すなわち、昭和 29 年判決は、可分債権については、共同相続により 427 条が定める分割債権

関係となるが、その割合は相続分によることを判示している。 

上記判例の当然分割の原則からは、二つの命題を含んでいるといわれていました。命題１は、

可分債権は相続開始時に当然に共同相続人に相続分に応じて分割承継されるということで、命

題２は、可分債権は遺産分割の対象となる遺産を構成しないということでした。命題１から当

★重要判例（最大決平成 25 年９月４日〔平成 25 年重判・民法 14 事件〕） 

最高裁は、「嫡出でない子の法定相続分を嫡出子のそれの２分の１とするとする本件規定の合理性

は、……種々の要素を総合考慮し、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らし、嫡出でない子の

権利が不当に侵害されているか否かという観点から判断されるべき法的問題であ」るとしたうえで、

「昭和 22 年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向，我が国における家族形態の多様化やこ

れに伴う国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき

設置された委員会からの指摘、嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化、更にはこれまで

の当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば、家族という共同体の中における個

人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして、法律婚という制度自体

は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係

になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利

益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立

されてきているものということができる。」「以上を総合すれば、遅くともＡの相続が開始した平成 13

年７月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別す

る合理的な根拠は失われていたというべきである。」「したがって、本件規定は、遅くとも平成 13 年７

月当時において、憲法 14 条１項に違反していたものというべきである」と判示した。 

【争点】民法 900 条４号ただし書前段（本件規定）は憲法 14 条１項に違反するか。 

【結論】本件規定は、遅くとも平成 13 年７月当時において、憲法 14 条１項に違反していた。 

→最判昭和 29 年 4 月

8 日 

民集８巻４号 819 頁 
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→最大決平成 28 年 12

月 16 日 

（後出重要判例） 

然に分割承継され、帰属が確定することになりますから、遺産分割手続は不要であり、遺産分

割の対象となる遺産を構成しないという命題２が導かれるとされていたのです。 

しかし、家庭裁判所の実務の趨勢は、命題１を維持しつつ、命題２については、可分債権は

原則として遺産分割の対象とならないが、共同相続人全員がこれを遺産分割の対象に含める合

意をした場合には、遺産分割の対象となるとする見解（合意説）を採用しているとされていま

す。 

そして、共同相続人の一人が、被相続人の死亡後に同人名義の貯金を解約してその払戻しを

受けた他の共同相続人に対し、自己の相続分に応じて上記貯金を相続したと主張して、不当利

得返還を求めた事案において、従来の判例は、「相続財産中に可分債権があるときは、その債権

は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、

共有関係に立つものではないと解される」と判示していた。この平成 16 年判決は、一般に、預

貯金債権について、債務者に対する関係（昭和 29 年判決）のみならず、共同相続人間の関係に

おいても当然に相続分に応じて分割される旨を判示したものと理解されていた。 

しかし、その後の判例は、昭和 29 年判決や平成 16 年判決に照らせば、相続開始と同時に当

然に分割されると解される余地のある、①定額郵便貯金債権、②委託者指図型投資信託の受益

権、個人向け国債、および③委託者指図型投資信託の受益権につき相続開始後に発生した元本

償還金等にかかる預り金について、当然分割を否定した。 

以上のような流れのなかで、近時の判例は、共同相続された①普通預金債権、②通常貯金債

権および③定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるこ

とはなく、遺産分割の対象となると判示した（①②と③とで理由を異にする点に注意してほし

い）。 

★重要判例（最大決平成 28 年 12 月 16 日〔裁時 1666 号１頁〕） 

「分割の仕組みは、被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図るこ

とを旨とするものであることから、一般的には、遺産分割においては被相続人の財産をできる

限り幅広く対象とすることが望ましく、また、遺産分割手続を行う実務上の観点からは、現金

のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たって

の調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することがうかがわ

れる」。 

「貯金は、預金者においても、確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差

をそれほど意識させない財産であると受け止められているといえる」。 

「預金者が死亡することにより、普通預金債権及び通常貯金債権は共同相続人全員に帰属する

に至るところ、その帰属の態様について検討すると、上記各債権は、口座において管理されて

おり、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同

一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し、各共同相続人に確定額の債

権として分割されることはないと解される」。 

「定期貯金債権が相続により分割されると解すると、それに応じた利子を含めた債権額の計

算が必要になる事態を生じかねず、定期貯金に係る事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に

反する。他方、仮に同債権が相続により分割されると解したとしても、同債権には上記の制限

がある以上、共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず、単独でこれを行使する余

地はないのであるから、そのように解する意義は乏しい」。 

「預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金債権の内容及び性質をみると、

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時

に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当

である」。 

【争点】共同相続された①普通預金債権、②通常貯金債権および③定期貯金債権は、いずれも、

相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象とな

るか。 

【結論】遺産分割の対象となる。 

 

→最判平成 16 年４月

20 日 

判時 1859 号 61 頁 

→①最判平成 22 年 10

月 8 日 

民集 64 巻７号 1719 頁 

→②最判平成 26 年 2

月 25 日 

民集 68 巻２号 173 頁 

→③最判平成 26 年 12

月 12 日 

判時 2251 号 35 頁 
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→最判平成 29 年４月

６日 

（後出重要判例） 

 

以上のような平成 28 年決定は、貯金債権が相続開始と同時に当然に分割される旨を判示し

た平成 16 年判決等を相反するものですから、これらの判例を変更するものしています。ただ

し、平成 28 年判決は、可分債権一般についての昭和 29 年判決を変更したものではありません

ので、その点は注意してください。貸金債権、代金債権、損害賠償債権などは当然に分割され

る立場は維持されています。 

その後の判例においても、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相

続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。 

★重要判例（最判平成 29 年４月６日〔裁判所ホームページ〕） 

「定期預金については、預入れ１口ごとに１個の預金契約が成立し、預金者は解約をしない

限り払戻しをすることができないのであり、契約上その分割払戻しが制限されているものとい

える。そして、定期預金の利率が普通預金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ、

上記の制限は、一定期間内には払戻しをしないという条件と共に定期預金の利率が高いことの

前提となっており、単なる特約ではなく定期預金契約の要素というべきである。他方、仮に定

期預金債権が相続により分割されると解したとしても、同債権には上記の制限がある以上、共

同相続人は共同して払戻しを求めざるを得ず、単独でこれを行使する余地はないのであるから、

そのように解する意義は乏しい（前掲最高裁平成 28 年 12 月 19 日大法廷決定参照）。この理

は、積金者が解約をしない限り給付金の支払を受けることができない定期積金についても異な

らないと解される。 

したがって、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時

に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである」。  

【争点】共同相続された定期預金債権及び定期積金債権が、いずれも、相続開始と同時に当然

に相続分に応じて分割されるか。 

【結論】されない（遺産分割の対象となる）。 

なお、判例は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産とし

て保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはでき

ないと解するのが相当である」として、遺産たる金銭（現金）は、当然に分割されることはな

く遺産分割の対象となることを前提としている。 

 

●250 頁 

7 行目 「足りるとしている。」の次で改行し、以下の文を挿入し、改行する。 

「もっとも、判例は、いわゆる花押を書くことは，968 条１項の押印の要件をみたさないと

している。」 

 

上記の右欄として以下を挿入する。 

→最判平成 28 年６月３日 

民集 70 巻５号 1,263 頁 

 

●275 頁 

下から７行目 「【４】遺留分の減殺請求」の上に、以下を挿入する。 

「また、判例上、①遺言により相続分の指定が行われ、それが遺留分権利者の遺留分を侵害

する場合（902 条１項ただし書参照）において、遺留分を侵害された遺留分権利者の遺留分減

殺請求により相続分の指定が減殺されたときの効果と、②特別受益にあたる贈与についてされ

た持戻し免除の意思表示が行われ、それが遺留分権利者の遺留分を侵害する場合（903 条 3 項

参照）において、遺留分が侵害された遺留分権利者の遺留分減殺請求により持戻し免除の意思

表示が減殺されたときの効果が問題となった。 

この点について、判例は、①相続分の指定の減殺について、「遺留分減殺請求により相続分の

指定が減殺された場合には、遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が、

その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正されるものと解するのが相当である」とする

とともに、②持戻し免除の意思表示の減殺について、「遺留分減殺請求により特別受益に当たる

贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合 、持戻し免除の意思表示は、遺留

→最判平成 4 年４月

10 日 

家月 44 巻 8 号 16 頁 
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分を侵害する限度で失効し、当該贈与に係る財産の価額は、上記の限度で、遺留分権利者であ

る相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと解する

のが相当である」とした。 

 

上記の右欄として以下を挿入する。 

→最判平成 24 年 1 月 26 日 

（平 24 重判・民法 12 事件） 


